




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

当店、送料(国内)の上限
300円です。

(複数冊の場合でも)

X1
奥野健男 集英社 1981 600 

X2 「内向の世代」論　　ｶﾊﾞｰ帯､薄ﾔｹ､表紙内年月日等書込
古屋健三　　慶応義塾大学出版 1998 1,500 

X3
神山睦美 砂子屋書房 1982 900 

X4
佐渡谷重信 美術公論社 700 

P118
三好行雄・平岡敏夫・他編　　有斐閣 4,800 

X5
5,000 

X6 現代文学史　上下揃　　ｶﾊﾞｰ､小口等少ﾔｹ､少赤鉛筆線･ﾁｪｯｸ等、蔵書印・帯切貼付
小田切秀雄 集英社 1983 1,500 

X7 自由と禁忌　ｶﾊﾞｰ少汚､少ﾔｹ､蔵書印・帯切貼付　江藤淳　河出書房新 600 
X8 昭和文学交友記　　ｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ､蔵書印 佐々木基一　新潮選書 500 
X9 蒲生芳郎 春秋社 1,500 

X10
　　　日本文芸家協会編 新潮社 1986 1,000 

X11 文芸年鑑　昭和五十九年版　　ｶﾊﾞｰ背少色ｱｾ､蔵書印　　〃　〃 1984 1,000 
X12 大正文学論　　　　函等少ﾔｹ 高田瑞穂編 有精堂 2,000 
X13 日本文学史序説　上下揃　　函､少ﾔｹ､上巻蔵書印､下巻数ヶ所赤鉛筆ﾁｪｯｸ有､

　　　　　　　　　　ﾊﾟﾗﾌｨﾝ紙端ﾃｰﾌﾟ止 加藤周一 筑摩書房 1,500 
X14 750 
X15 750 
X16 敗北の構造　吉本隆明講演集　　　　ｶﾊﾞｰ等少ﾔｹ 弓立社 1,000 
X17 知の岸辺へ　吉本隆明講演集　　　　ｶﾊﾞｰ等少ﾔｹ 弓立社 1,000 
X18 こころの詭計　　　　函等少ﾔｹ､蔵書印 秋山駿 小沢書店 1,200 
X19

　　　　　表紙内少ﾃｰﾌﾟ剥し跡 東京堂出版 1,200 
X20 1988 2,500 
X21 白樺派作家論　　　　函、少ﾔｹ 西垣 勤 有精堂選書 1,200 
X22 高橋英夫 文芸春秋 1,200 
X23 志賀直哉論　　　　函、少ﾔｹ 今村太平 筑摩書房 900 
X24

　　　　　　　　　　　　　　　　函、少ﾔｹ 伊藤 整 新潮社 1983 1,800 
X25 札幌プロ文学運動覚え書　　函等少ﾔｹ､著者謹呈署名
X26 笠井 清　　　　新日本文学会 1976 900 
X27

福武書店 12,000 
X28

岩波書店 1983 19,000 
N6

岩波書店 1981 6,800 
N17 函背等少ﾔｹ､帯､月報付 学習研究社 1983 9,000 

小説のなかの人間たち (関係性の文学)　　ｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ､小印

『それから』から『明暗』へ　　ｶﾊﾞｰ背等少ﾔｹ､6ｹ所程赤鉛筆線消､扉蔵書印

漱石と世紀末芸術　　ｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ､10ｹ所程赤鉛筆ﾁｪｯｸ等
昭57

講座 夏目漱石　全5揃　　ｶﾊﾞｰ背少色ｱｾ有､少ﾔｹ､第3巻表紙内蔵書印
昭57

漱石文学全集　全10揃　　函背等少ﾔｹ､4冊一部赤鉛筆線消､5冊蔵書印
　　　本文/解説/注解/校異/挿絵入 伊藤整/荒正人編　集英社 昭57

昭59
昭59

鴎外の歴史小説 (その詩と真実)　函､少ﾔｹ 昭58
文芸年鑑　昭和六十一年版　　少ﾔｹ､P177赤丸

昭56

昭55
雑誌　新潮 (臨時増刊)　小林秀雄追悼記念号　少ﾔｹ､P277-280少汚 昭58
現代作家の宿命 (背理と狂気の時代)　函等少ﾔｹ　松本鶴雄　笠間選書 昭51

昭57
昭57
昭58

近代日本文学辞典　　裸本､小口等少ﾔｹ､天ﾏｼﾞｯｸ線､P34,35赤鉛筆「」､
久松潜一/吉田精一編 昭54

新潮日本文学辞典 (増補改訂)　　函底少ｽﾚ､ｶﾊﾞｰ角少傷､少ﾔｹ
昭56

志賀直哉 (近代と神話)　　函、少ﾔｹ 昭57
昭48

太平洋戦争日記　全3揃 (昭和16年12月1日～20年8月24日)

竹山道雄著作集　全8揃　　函､少ﾔｹ､3巻表紙内帯切取貼付､月報付
昭58

大岡昇平全集　全18揃　　函､少ﾔｹ､1巻月報欠､11巻函蔵書印､
　　　　　　　　　　　　　　　　14巻小口等ﾔｹ有･月報端貼付
井上靖歴史小説集　全11揃 函背等少ﾔｹ､5・6冊函底黄ばみ浮汚有､帯､

月報付 (ﾌｧｲﾙ綴)
井上靖ｴｯｾｲ全集　全10揃
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文学堂書店  〒920-0984
 金沢市池田町2-20-1
 Tel・Fax 076-221-4088

当店、送料(国内)の上限
300円です。

(複数冊の場合でも)

X29
桂英澄編 筑摩書房 1,000 

X30 回想 太宰治　　ｶﾊﾞｰ背等少ﾔｹ､小印 野原一夫 新潮社 450 
X31 人間太宰治　　　ｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ､小印 山岸外史 筑摩書房 1,000 
X32 神話世界の太宰治　　ｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ､蔵書印 長部日出雄　　平凡社 1982 900 
X33

相馬正一 筑摩書房 1,500 
X34 500 
X35 大佛次郎 朝日新聞社 3,800 
X36 天才と狂人の間　　ﾋﾞﾆｰﾙｶﾊﾞｰ帯､少ﾔｹ 杉森久英 河出書房新 900 
D2

森 英一編  　石川近代文学館 1,500 
D4 日本近代文学大事典　机上版　　函ｶﾊﾞｰ､天少ﾔｹ 講談社 4,800 
D21

室生朝子 作品社 1982 900 
X37 3,500 
X38 4,000 
X39

飯田龍太他監修 講談社 2000 12,000 
X40 以下、「新潮日本文学アルバム」　　ｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ 新潮社

1986 2,000 
X41 浄瑠璃の世界　　　　ｶﾊﾞｰ帯､少ﾔｹ 阪口弘之編 世界思想社 1992 1,500 
X42 近世演劇を学ぶ人のために　ｶﾊﾞｰ少ｼﾜ､帯､薄ﾔｹ　阪口弘之編　　〃 1997 1,500 
X43 忠臣蔵　ｶﾊﾞｰ背ﾔｹ有角少傷､小口等少ﾔｹ汚　戸板康二 創元選書 500 
X44

編集 諏訪春雄他　　勉誠社 2,000 
X45

歌舞伎学会編 雄山閣出版 2,800 
X46 久保田 淳編　　明治書院 2,500 

太宰治研究　2 その回想　　函等少ﾔｹ､小印､2ｹ所鉛筆書込
昭56
昭55
昭56

評伝 太宰治　第一・二部　2冊　　ｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ､第一部帯切取貼付､元版
昭57

太宰治の青春像 (人と文学)　ｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ､蔵書印　久保喬　六興出版 昭58
天皇の世紀　全10揃　　函背色ｱｾ有､少ﾔｹ 昭48

昭37
石川近代文学全集　9　森山啓　　ｶﾊﾞｰ帯､少ﾔｹ

昭63
昭59

詩人の星 遥か (父犀星を訪ねて)　　ｶﾊﾞｰ､小口等少ﾔｹ汚､著者献呈署名入

水上瀧太郎全集　11冊 (全12の内第4巻欠)　函等少ﾔｹ､月報付　岩波 昭58
芥川龍之介全集　8冊 (全9の内第1巻欠)　函等少ﾔｹ　　筑摩全集類聚 昭57
ｶﾗｰ版 新日本大歳時記　全5揃　　函､薄ﾔｹ､大判

各　450
1　正岡子規　編集・評伝 和田茂樹　1986　　　　2　萩原朔太郎　久保忠夫　1984
3　中原中也　帯　秋山駿　1985　　　4　吉川英治　尾崎秀樹　1985　　　5　梶井基次郎
鈴木貞美　1985　　　6　野上弥生子　助川徳是　1986　　　7　堀辰雄　帯背少色ｱｾ
小久保実　1984　　　8　坂口安吾　関井光男　1986　　　9　谷崎潤一郎　帯　笠原伸夫
1985　　　10　檀一雄　帯　野原一夫　1986　　　11　北原白秋　帯背少色ｱｾ　山本太郎
1986　　　12　永井荷風　中島国彦　1985　　　13　与謝野晶子　入江春行　1985
14　折口信夫　岡野弘彦　1985　　　15　柳田国男　宮田登　1984　　　16　島崎藤村
帯背少色ｱｾ　三好行雄　1984　　　17　山本周五郎　帯　木村久邇典　1984
18　志賀直哉　後「参考文献」赤丸ﾁｪｯｸ有　紅野敏郎　1984　400円　　　19　宮沢賢治
帯　天沢退二郎　1984　　　20　武者小路実篤　今井信雄　1984　　　21　太宰治
相馬正一　1983　　　22　樋口一葉　前田愛　1985　　　23　三島由紀夫　磯田光一
1983　　　24　有島武郎　遠藤祐　1984　　　25　林芙美子　帯　磯貝英夫　1986
26　小林多喜二　小笠原克　1985　　　26　泉鏡花　野口武彦　1985　　　27　山本有三
永野賢　1986　　　28　芥川龍之介　関口安義　1983　　　29　石川啄木　岩城之徳
1984　　　30　川端康成　帯　保昌正夫　1984　　　31　高村光太郎　北川太一　1984
32　斎藤茂吉　帯　1985
別巻　4冊 (明治・大正・昭和1・2)　帯　竹盛天雄・紅野敏郎・他

昭32
近世の演劇 (講座日本の演劇 4)　　ｶﾊﾞｰ帯､薄ﾔｹ

平7
歌舞伎の歴史 (新しい視点と展望)　　函帯､薄ﾔｹ

平10
論集 中世の文学 (散文篇)　　函､薄ﾔｹ 平6
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文学堂書店  〒920-0984
 金沢市池田町2-20-1
 Tel・Fax 076-221-4088

当店、送料(国内)の上限
300円です。

(複数冊の場合でも)

X47 2002 2,000 
X48 日本漢文学史論考　　函背ﾔｹ有､小口等少ﾔｹ､ﾊﾟﾗﾌｨﾝ紙端貼付

山岸徳平編 岩波書店 1,500 
X49 4,500 
X50 後鳥羽院とその周辺　　　　函､薄ﾔｹ 田村柳壹 笠間書院 15,000 
X51 藤原良経全歌集とその研究　　函背等ﾔｹ有 青木賢豪 笠間書院 5,000 
X52 中世和歌とその周辺　　函背等ﾔｹ有 山崎敏夫編 笠間書院 2,000 
E429 愚管抄の言語空間　　函角小ｽﾚ､薄ﾔｹ尾崎勇 汲古書院 15,000 
E430 寂蓮法師全歌集とその研究 函背天等ﾔｹ有､小口等少ﾔｹ

半田公平 笠間書院 2,500 
X53

後藤 淑編 岩崎美術社 1989 1,000 
X54 以下、雑誌 「文学」　　少ﾔｹ 岩波書店

1,000 

以下、「日本古典文学全集」 函天等少ﾔｹ､月報付 小学館
X55 校注・訳 荻原浅男 他 1,200 
X56

校注・訳 小島憲之他 3,000 
X57 校注・訳 中田祝夫 900 
X58

校注・訳 阿部秋生他 4,500 
X59 1,600 
X60

校注・訳 馬淵和夫 他 3,000 
X61

諸橋轍次 大修館書店 9,000 
E311 山家集の校本と研究　　函背等少ﾔｹ､本体良 寺澤行忠編著　笠間書院 12,000 
E424 止観的美意識の展開 函､薄ﾔｹ 三崎義泉 ぺりかん社 15,000 

野鶴群芳 (古代中世国文学論集)　函帯､薄ﾔｹ　池田利夫編　笠間書院

昭49
考える女たち (仮名草子から「女大学」)　函､薄ﾔｹ　中野節子　大空社 平9

平10
昭51
昭55
平26

昭50
遊行芸能 (双書ﾌｫｰｸﾛｱの視点 9)　ｶﾊﾞｰ端少切､帯､少ﾔｹ

1989年　VOL.57　　1　第四号　《T.S.ｴﾘｵｯﾄを読む―ﾓﾀﾞﾆｽﾞﾑの現在》　750円
　2　第七号　《民衆本と物語》　600  3　第十一号　《新南島歌謡論》　1,000
1988年　VOL.56　　4　第六号　《万葉集を読む》　800
　5　第七号　《樋口一葉》　400  6　第十二号　《ｷﾞｭｽﾀｰｳﾞ･ﾌﾛｰﾍﾞｰﾙ》　1,000
1987年　VOL.55　　7　第三号　鏡花の小説　500
　8　第七号　《蜀山人とその周辺》　700 9　第八号　魯迅再読　400
　10　第十号　《王朝文学再読》　700  11　第12号　小林秀雄 (表現と思考の場 ) 900
1986年　VOL.54　　12　VOL.53　12/VOL.54　2　《「古今和歌集」への道 1・2》

2冊
13　第4号　《ｼｪｲｸｽﾋﾟｱ-劇場と戯曲》　800　　14　第8号　《明治三十年代の文学》　800
1985年　VOL.53　　15　第一号　《プロレタリア詩の時代》　750
　16　《今日の演劇》　750 17　第十一号　《江戸から明治への文学》　900
1984年　VOL.52　背ﾔｹ有　　18　第三号　《洛中洛外屏風の世界》　800
　19　第六号 《沖縄の文学・芸能》 600  20　第九号　《子規》　500
　21　第十号　《蕪村》　600
1983年　VOL.51　背ﾔｹ有　　22　第一号　《創刊五十年記念》　900
　23　第六号　《泉鏡花》　700  24　第七号　《能》　500
　25　第十一号　《文化の型》　500

古事記 上代歌謡 (　〃　1)　帯背少色ｱｾ 昭48
萬葉集　全4揃 (　〃　2～5)　　函天等少ﾔｹ汚､1巻4ｹ所蛍光ﾍﾟﾝ線､2巻函角傷､
　　　　　　　 4巻付録9ｹ所蛍光ﾍﾟﾝ線 昭46
日本霊異記 (　〃　6)　　　函小傷 昭50
源氏物語　全6揃 (　同上　12～17)　　函天等少ﾔｹ､2冊程函底少汚､1巻P319少切有

昭45
平家物語　1・2揃 (　〃　29・30)　　帯背角色ｱｾ有　校注・訳 市古貞次 昭48
今昔物語　全4揃 (　〃　21～24)  帯背等少色ｱｾ･傷　

　　昭46・57(4巻)
大漢和辞典 (縮写版)　全13揃　　函､少ﾔｹ､索引ﾋﾞﾆｰﾙｶﾊﾞｰ欠

昭51
平5
平11
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文学堂書店  〒920-0984
 金沢市池田町2-20-1
 Tel・Fax 076-221-4088

当店、送料(国内)の上限
300円です。

(複数冊の場合でも)

X62 以下、「日本思想大系」　　函帯､少ﾔｹ､月報綴穴有 岩波書店

X63 以下、「国書刊行会」の本　　函少ﾔｹ､本体良､復刻

X64 大明堂 1,500 
X65 1,500 
X66 中世的なものとその展開　　函背等少ﾔｹ 西尾 実 岩波書店 1976 1,000 
X67 中世文学の成立　　　　函背等少ﾔｹ 永積安明 岩波書店 1977 900 
X68 日本史概説　　　ｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ 　　日本史研究室編　　東京大学出版会 1982 800 
X69 綜合日本民族思想史　　函背等少ﾔｹ 石田文四郎 酒井書店 1976 1,200 
X70

吉川弘文館 2,500 
X71 鎌倉仏教史研究　　　　函背等少ﾔｹ 高木 豊 岩波書店 1982 1,500 
X72 古文書学入門　　　ｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ､元版 佐藤進一　　　法政大学出版局 1971 750 
X73 1,500 
X74 日本古代国家論究　　函背天等少ﾔｹ 上田正昭 塙書房 1,200 
X75 奈良時代史の諸問題　　函背等少ﾔｹ､函底書名書込･少ｽﾚ

直木孝次郎 塙書房 1,400 
X76

19,000 
X77

　　　　　　　　　　函等少ﾔｹ、索引編欠 竹内理三編 東京堂出版 19,500 
X78

　　　　　　　　　　　　　　　　　函等少ﾔｹ
X79 日本文化史概論　　函背等少ﾔｹ､小印 石田一良編 吉川弘文館 1,900 
X80 以下、「日本歴史叢書」　　　函背等少ﾔｹ 吉川弘文館

2　聖徳太子集　家永三郎他　1982　1,300円　　　3　律令　井上光貞他　3,000
4　最澄　函背少ﾔｹ　安藤俊雄他　900　　　5　空海　川崎庸之　1,200　　　6　源信　
石田瑞麿　1980　1,000　　　9　天台本覚論　多田厚隆他　1981　1,500　　14　日蓮
戸頃重基他　1979　1,000　　　16　中世禅家の思想　市川白弦他　1980　900
23　古代中世芸術論　林屋辰三郎　1982　1,500　　　25　キリシタン書 排耶書
海老沢有道他　1980　1,800　　　26　三河物語 葉隠　齋木一馬他　1981　1,500
31　山崎闇斎学派　西順蔵他　1980　1,500　　　36　荻生徂徠　吉川幸次郎他
1982　2,500　　　38　近世政道論　奈良本辰也　1980　800　　　41　三浦梅園
島田虔次他　1982　1,500　　　43　富永仲基 山片蟠桃　天少虫糞跡汚　水田紀久他　
1982　2,000　　　44　本多利明 海保青陵　塚谷晃弘/蔵並省自　1982　800
45　安藤昌益 佐藤信淵　尾藤正英/島崎隆夫　1982　1,200　　　51　国学運動の思想
小口虫糞跡汚有　芳賀登他　1982　800　　　52　二宮尊徳 大原幽学　奈良本辰也/
中井信彦　1981　900　　　54　吉田松陰　吉田常吉他　1980　1,900　　　59　近世町人
思想　中村幸彦　1982　1,000　　66　西洋見聞録　背上少汚　沼田次郎他　1981　900

昭50
1　分類農村語彙　上下揃　柳田国男著　2,000円　　　2　族制語彙　〃　900
3　服装習俗語彙　柳田国男編　900　　　4　分類山村語彙　柳田・倉田一郎編　1,500
5　分類漁村語彙　柳田・倉田著　1,500　　6　居住習俗語彙　柳田・山口貞夫編　1,300
7　婚姻習俗語彙　柳田・大間知篤三著　1,000
火葬場　　函背等少ﾔｹ､蔵書印　浅香勝輔/八木澤壮一 昭58
江戸時代 非人の生活 (生活史叢書21)　ｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ　高柳金芳　雄山閣 昭56

一遍上人と時宗 (日本仏教宗史論集 第十巻)　　函帯背等少ﾔｹ
橘 俊道/今井雅晴編 昭59

古代の地方史　4　東海・東山・北陸編　　函等少ﾔｹ　浅香年木編　朝倉 昭53
昭44

昭48
国史大辞典　全15巻17冊揃　　函天等少ﾔｹ汚､月報付

　　吉川弘文館　昭55-平9
平安遺文　全13揃 (古文書編1～11/金石文編/題跋編)

昭42
鎌倉遺文　51冊 (古文書編1～42/補遺1～4/索引編1～5)

竹内理三編　東京堂出版　昭46-平9　100,000
昭53

1　桃山時代の女性　桑田忠親　昭56　1,200　　2　本地垂迹　函角少ｽﾚ　村山修一
昭53　1,500　　3　日本の紙　実物見本付　寿岳文章　昭53　1,500
4　上代の浄土教　大野達之助　昭53　1,200
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文学堂書店  〒920-0984
 金沢市池田町2-20-1
 Tel・Fax 076-221-4088

当店、送料(国内)の上限
300円です。

(複数冊の場合でも)

X81 大橋俊雄 大蔵出版 1,400 
X82 鎌倉新仏教成立論　　ｶﾊﾞｰ帯､少ﾔｹ 大野達之助 吉川弘文館 900 
X83 新稿 日本仏教思想史　ｶﾊﾞｰ角少傷汚､少ﾔｹ　大野達之助　　　〃 1,200 
X84 日本の封建制社会　　　ｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ 豊田 武 吉川弘文館 900 
X85

田中政三 13,500 
X86 広開土王碑と参謀本部　ｶﾊﾞｰ､小口等少ﾔｹ 佐伯有清 吉川弘文館 1,000 
X87 藤原 彰 岩波全書 1981 900 
X88 国家神道と民衆宗教　　ｶﾊﾞｰ背等少ﾔｹ 村上重良 吉川弘文館 1,500 
X89 日本開国史　　　ｶﾊﾞｰ角少傷､少ﾔｹ 石井 孝 吉川弘文館 1981 1,200 
X90

鶴見俊輔 岩波書店 1983 500 
X91

武田清子 岩波書店 1982 750 
X92

巣鴨法務委員会編 槇書房 8,000 
X93

2011 3,000 
X94 小松本覚寺史　　　　函帯背等少ﾔｹ 浅香年木　　　　能登印刷出版 1983 2,500 
X95

長岡博男 慶友社 1,500 
X96

川 良雄編 山代公民館 3,500 
X97 750 
X98 450 
X99

4,500 
X100 加賀鳶はしご登り　　函少ｼﾐ跡汚､少ﾔｹ加賀鳶はしご登り保存会編刊 2,000 
X101 饒石文庫目録　　　　裸本､少ﾔｹ 　　　　　石川県立図書館 2,000 
X102 天正花王影　　　　少ﾔｹ汚､角少傷 西島義平 3,000 
X103

池 亮吉著 福音館書店 1957 3,000 
X104 金澤詩人詩集　　裸本､少ﾔｹ汚､角少傷､編者著名印有

小笠原啓介編 金澤詩人会 15,000 
X105 漆器の美　　　　図録､少ﾔｹ 　　　　　小松市立博物館　 1985 750 
X106 寺社名宝展　　　　図録､少ﾔｹ 　　　　　小松市立博物館　 750 
X107 小松城　　　　図録､少ﾔｹ 　　　　　小松市立博物館　 750 
X108

　　　小松城再興稚松校下推進協議会 平元 3,500 
X109 白山信仰と一向一揆　　　　図録､少ﾔｹ 　　　　　小松市立博物館　 1,200 
X110 蛍の飛加理　　ｶﾊﾞｰ角少ｽﾚ､少ﾔｹ 多太神社実盛之兜保存会編刊 1,500 
X111 特別展　加賀茶道の源流　　裸本､少ﾔｹ､背小傷　　　金沢美術青年会 900 
X112

　　　　　　　函帯ｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ 責任編集 三上次男他 小学館 1,800 
X113 加賀藩改作法　函等少ﾔｹ､恵存署名､蔵書票　坂井誠一 清文堂 3,800 

踊り念佛 (大蔵選書)　　函等少ﾔｹ 昭49
昭57
昭56
昭55

近江源氏　全3揃　　函・函ｶﾊﾞｰ少汚､少ﾔｹ､2巻背部少湿気入綴ﾖﾜﾘ
弘文堂　　昭54-57

昭51
日本近代史　3 (1931-60)　　ｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ

昭57

戦時期日本の精神史 (1931～1945年)　　函､少ﾔｹ､蔵書印､帯切取表紙内貼付

天皇観の相剋 (1945年前後)　　函背等少ﾔｹ､蔵書印､年月日等書込

戦犯裁判の実相 (復刻)　　函､少ﾔｹ､3ｹ所赤鉛筆線･丸有､B5判
昭56

太平洋戦争　第一集　DVD 5+1(第二集・予告編)　未開封､手引他付､ｹｰｽ入､外箱
毎日新聞社 (発売 ﾕｰｷｬﾝ)

加賀能登の生活と民俗 (考古民俗叢書 14)　　函等少ﾔｹ､函角少傷
昭50

やましろ (山代周辺綜合調査報告書)　　ｶﾊﾞｰ背･天等少ﾔｹ
昭33

内浦町の文化財　第一輯　　少ﾔｹ､P36､非売品　　内浦町教育委員会 昭45
雪の国北陸 (日本の街道 3)　函少ｽﾚ汚､ｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ　木下良他　集英社 昭56
越中立山古記録　第一・二集　2冊　　函､少ﾔｹ

廣瀬 誠編　立山開発鉄道　平元・2
昭55
平3
大7

金沢市街地図 (地名索引附)　一万二千分の一 (中央部)　　1枚､少ﾔｹ､贈呈印有

昭11

昭53
昭62

小松城 (調査委員会報告書)　　小口小汚､P102

昭57
昭60
昭60

世界陶磁全集　9　江戸 (四) 古九谷・再興九谷諸窯・北陸・信越・関東・東北諸窯
昭58
昭53
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文学堂書店  〒920-0984
 金沢市池田町2-20-1
 Tel・Fax 076-221-4088

当店、送料(国内)の上限
300円です。

(複数冊の場合でも)

X114 川北町役場 1,500 
X115 2,000 
X116 　　同上 函欠､同上 珠洲市役所 1,500 
X117 1,500 
X118

　　　　　石川県小松市 3,000 
X119

　　　　　石川県穴水町 1,500 
X120 　　　　　石川県柳田村 2005 1,000 
X121

富来町 1,200 
X122

北国新聞社 3,800 
X123

　　　　　　　　　　　　　　　　　函､薄ﾔｹ 石川県勤労者山岳連盟編刊 1997 3,500 
X124 1998 1,700 
X125 1994 2,000 
X126 ｼｰ･ｴｰ･ﾋﾟｰ 1994 1,000 
X127 以下、「世界の名著」　　帯､ﾋﾞﾆｰﾙｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ､月報綴穴有　中公ﾊﾞｯｸｽ

図説 川北町の風土と歴史　　　状態良B5判 平11
珠洲のれきし (珠洲市政五十周年記念 )　函ｶﾊﾞｰ､状態良B5判　珠洲市 平16

平16
図説 中島町の歴史と文化　　函ｶﾊﾞｰ､状態良､B5判　　石川県中島町 平7
図説 こまつの歴史 (新修 小松市史10)　　函､上製本､状態良､B5判

平22
図説 穴水町の歴史 (町制施行五十周年記念)　ｶﾊﾞｰ､状態良､A4判

平16
柳田村　30年のあゆみ　　ｶﾊﾞｰ､状態良､A4判
さくら貝の詩が聞こえる (富来町閉町記念誌)　函ｶﾊﾞｰ､状態良､B5判

平17
石川県大百科事典 (北国新聞創刊100年記念)　　函､少ﾔｹ､付録欠

平5
新 北陸の名山 (登山とﾊｲｷﾝｸﾞのための山楽事典 -360ﾙｰﾄ-)

白山の四季3　白山高山帯　上馬康生写真集　ｶﾊﾞｰ､薄ﾔｹ　　十月社
白山遠望360度　　函等少ﾔｹ､､山座同定図[12葉17座]　　めっこ山岳会
北陸の樹木 (富山・石川・福井)　　ｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ､付録付

1　バラモン教典/原始仏典　責任編集 長尾雅人　昭54　1,500円　　　3　孔子/孟子
貝塚茂樹　昭53　500　　　4　老子/荘子　小川環樹　750　　　5　ﾍﾛﾄﾞﾄｽ/ﾄｩｷｭﾃﾞｨﾃﾞｽ
村川堅太郎　昭55　900　　　6・7　プラトン　1・2　田中美知太郎　昭53　1,500
8　アリストテレス　田中美知太郎　昭54　1,500　　　9　ギリシアの科学　田村松平
昭55　1,000　　　10　諸子百家　金谷治　昭53　500　　　11　司馬遷　貝塚茂樹　500
12　中国の科学　薮内清　昭54　1,800　　　13　聖書　蔵書印　前田護郎　昭53　450
14　ｷｹﾛ/ｴﾋﾟｸﾃﾄｽ/ﾏﾙｸｽ･ｱｳﾚﾘｳｽ　鹿野治助　昭55　1,500　　　15　ﾌﾟﾛﾃｨﾉｽ/
ﾎﾟﾙﾋﾟｭﾘｵｽ/ﾌﾟﾛｸﾛｽ　田中美知太郎　2,000　　　16　アウグスティヌス　山田晶　昭53
900　　　17　コーラン　藤本勝次　昭54　750　　　19　朱子/王陽明　荒木見悟　1,800
20　トマス・アクィナス　山田晶　昭55　3,000　　　21　マキアヴェリ　会田雄次　昭54
600　　　23　ルター　松田智雄　750　　　24　モンテーニュ　荒木昭太郎　500
25　ベーコン　福原麟太郎　500　　　26　ガリレオ　豊田利幸　750　　　27　デカルト
野田又夫　昭53　500　　　28　ホッブズ　永井道雄　昭54　800　　　29　パスカル
前田陽一　昭53　500　　　30　スピノザ/ライプニッツ　下村寅太郎　昭55　1,500
31　ニュートン　河辺六男　昭54　2,000　　　32　ロック/ヒューム　大槻春彦　昭55
1,500　　　33　ヴィーコ　清水幾太郎　昭54　800　　　34　モンテスキュー　井上幸治
昭55　600　　　35　ｳﾞｫﾙﾃｰﾙ/ﾃﾞｨﾄﾞﾛ/ﾀﾞﾗﾝﾍﾞｰﾙ　串田孫一　500　　　36　ルソー
平岡昇　昭53　500　　　37　アダム・スミス　大河内一男　昭55　500　　　38　ヘルダー/
ゲーテ　登張正實　昭54　2,000　　　39　カント　野田又夫　2,000　　　40　ﾌﾗﾝｸﾘﾝ/
ｼﾞｪﾌｧｿﾝ/ﾏﾃﾞｨｿﾝ他/ﾄｸｳﾞｨﾙ　松本重治　昭55　500　　　41　バーク/マルサス　水田洋
500　　　42　ｵｳｴﾝ/ｻﾝ･ｼﾓﾝ/ﾌｰﾘｴ　五島茂他　2,000　　　43　フィヒテ/シェリング
岩崎武雄　2,000　　　44　ヘーゲル　岩崎武雄　昭53　900　　　45　ショーペンハウアー
西尾幹二　昭57　2,500　　　46　コント/スペンサー　清水幾太郎　昭55　750
47　ランケ　林健太郎　1,000　　　48　ミシュレ　桑原武夫　昭54　500　　　49　ベンサム/
J.S.ミル　関嘉彦　2,000　　　50　ダーウィン　今西錦司　500　　　51　キルケゴール
桝田啓三郎　500　　　52　ラスキン/モリス　五島茂　500　　　53　ﾌﾟﾙｰﾄﾞﾝ/ﾊﾞｸｰﾆﾝ/
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文学堂書店  〒920-0984
 金沢市池田町2-20-1
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当店、送料(国内)の上限
300円です。

(複数冊の場合でも)

X128 岩波書店 1997 3,000 
X129 トマス・アクィナスの美学　　函背天等ﾔｹ有､「序論」ﾍﾟﾝ線等有

勁草書房 1981 2,500 
X130

浅見 洋 春風社 2003 1,500 
X131

　　　　　法政大学出版局 2010 17,000 
X132

岩波書店 1986 24,000 
X133 笑うニーチェ　　　　ｶﾊﾞｰ､薄ﾔｹ､蔵書印､新聞批評端貼付

白水社 1986 900 
X134

大河内了義 法蔵選書 1,300 
X135 キルケゴールとニーチェ　　函､少ﾔｹ 秋山英夫 理想社 1,200 
X136 秋山英夫 朝日出版社 1,200 
X137 若きヘーゲル　上下揃　　裸本､少ﾔｹ､表紙内少剥し跡､天数字印､新装復刊

白水社 1998 2,500 
P111 1982 9,000 
P110 高橋健二訳 新潮社 1982 35,000 
X138

吉田健一他訳 彌生書房 2,800 
X139

人文書院 1977 12,000 
X140 函､少ﾔｹ

井上究一郎 筑摩書房 1984 1,500 
X141 750 
X142 1981 900 
X143 1990 2,000 
X144 600 

ｸﾛﾎﾟﾄｷﾝ　猪木正道他　昭55　500　　　54･55　ﾏﾙｸｽ/ｴﾝｹﾞﾙｽ 1･2　鈴木鴻一郎
昭55　3,000　　　56　ブルクハルト　柴田治三郎　昭54　500　　　57　ニーチェ
手塚富雄　昭53　500　　　58　ﾃﾞｭﾙｹｰﾑ/ｼﾞﾝﾒﾙ　尾高邦雄　昭57　500
59　ﾊﾟｰｽ/ｼﾞｪｲﾑｽﾞ/ﾃﾞｭｰｲ　上山春平　昭55　500　　　60　フロイト　ﾋﾞﾆｰﾙ縮表紙ｼﾜ
懸田克躬　昭53　450　　　62　ブレンターノ/フッサール　月報欠　細谷恒夫　昭55　900
63　レーニン　江口朴郎　昭54　500　　　64　ベルクソン　澤瀉久敬　1,200
65　マイネッケ　林健太郎　昭55　500　　　66　アラン/ヴァレリー　桑原武夫他　1,200
67　ホイジンガ　堀米庸三　昭54　500　　　68　マンハイム/オルテガ　高橋徹　750
69　ケインズ/ハロッド　宮崎義一他　昭55　500　　　70　ﾗｯｾﾙ/ｳｨﾄｹﾞﾝｼｭﾀｲﾝ/
ﾎﾜｲﾄﾍｯﾄﾞ　山元一郎　750　　　71　ﾏﾘﾉﾌｽｷｰ/ﾚｳﾞｨ=ｽﾄﾛｰｽ　泉靖一　500
72　ﾊﾞｼﾞｮｯﾄ/ﾗｽｷ/ﾏｯｷｰｳﾞｧｰ　辻清明　500　　　73　トインビー　蠟山政道　昭54　500
74　ハイデガー　原佑　昭57　1,500　　　75　ヤスパース/マルセル　山本信　昭55　
1,800　　　76　ユング/フロム　懸田克躬　昭54　1,200　　　77　ガンジー/ネルー
蠟山芳郎　500　　　78　孫文/毛沢東　小野川秀美　昭55　500　　　79　現代の科学 1
湯川秀樹他　昭54　1,200　　　80　現代の科学 2　湯川秀樹他　昭53　900　　　
81　近代の芸術論　表紙内少ﾃｰﾌﾟ跡　山崎正和　昭54　2,500
廣松渉著作集　15　存在と意味 第一巻　　函等少ﾔｹ

F.J.ｺｳﾞｧｯｸ/津崎幸子訳
二人称の死 (西田・大拙・西谷の思想をめぐって)　　ｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ､帯切取･他貼付

ディルタイ全集　第4巻　世界観と歴史理論　　函等少ﾔｹ､帯
　　　　　編集/校閲 長井和男・竹田純郎他
プラトン全集　全16揃+付録(月報)　　貼函天等少ﾔｹ､2冊程角少ﾍｺﾐ

ﾀﾙﾓ･ｸﾝﾅｽ/杉田弘子訳
ニーチェと佛教 (根源的ﾆﾋﾘｽﾞﾑの問題)　　ｶﾊﾞｰ､小口等少ﾔｹ

昭57
昭46

ニーチェ (神の殺害者)　　函､少ﾔｹ 昭47

ﾙｶｰﾁ/生松敬三他訳
モンテーニュ全集　全9揃　ｶﾊﾞｰ､薄ﾔｹ､2冊帯欠　関根秀雄訳　白水社
ヘッセ全集　全10揃　　ｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ
エリオット選集　全5揃　　函背ﾔｹ有､小口等少ﾔｹ汚､3冊数頁赤鉛筆線

昭44
スタンダール全集 (新装版)　全12揃　　函背等少ﾔｹ､1冊月報欠､本体良

桑原武夫/生島遼一編
忘れられたページ (ﾌﾗﾝｽ近代文学点描)　

マラルメ論　　ｶﾊﾞｰ帯､少ﾔｹ､蔵書印　J.P.ｻﾙﾄﾙ/平井啓之他訳　中公 昭58
プルーストを求めて　ｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ　ｱﾝﾄﾞﾚ･ﾓｰﾛﾜ/井上究一郎他　筑摩
バルザック論　ｶﾊﾞｰ､帯背少ﾔｹ　E.R.ｸﾙﾃｨｳｽ/小竹澄栄訳　みすず
ヘルマン・ヘッセ (危機の詩人)　　ｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ　高橋健二　新潮選書 昭56

篠田 直隆�
ー7ー�



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

当店、送料(国内)の上限
300円です。

(複数冊の場合でも)

以下、「古本ランダム」
X1000

国文社 1975 900 
X1001 英語のなかの歴史　　ｶﾊﾞｰ帯､ﾋﾞﾆｰﾙｶﾊﾞｰ端少傷､少ﾔｹ

450 
X1002 足の裏は語る　　ｶﾊﾞｰ少汚､帯､少ﾔｹ 平沢弥一郎 筑摩書房 1991 1,900 
X1003 函背等少ﾔｹ､ｶﾊﾞｰ 新潮社 450 
X1004
X1005 芸術の意味　　ｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ みすず書房 1981 750 
X1006 半藤一利 平凡社 2006 500 
X1007 マルクスと歴史の現実　　　　ｶﾊﾞｰ帯､少ﾔｹ 廣松 渉 平凡社 1990 750 
X1008 1993 900 
X1009 700 
X1010 フロムとの対話　ｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ みすず書房 1977 750 
X1011

古田武彦 新泉社 1988 900 
X1012 1979 750 
X1013 常識について　　　ﾋﾞﾆｰﾙｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ 小林秀雄講演集 筑摩叢書 750 
X1014 子育てと出会うとき　　　ｶﾊﾞｰ帯､薄ﾔｹ 大日向雅美 1999 450 
X1015 2008 500 
X1016 1988 800 
X1017

岩波書店 1986 1,200 
X1018 「困ります、ファインマンさん」　　ｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ 〃 岩波書店 1988 600 
X1019

三笠書房 1968 750 
X1020 満足の文化　　　ｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ 新潮社 1993 500 
X1021

小川和佑　　　　実業之日本社 450 
X1022 日本の小説　　　　ｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ 生島遼一 朝日選書 1974 900 
X1023 芥川・堀・立原の文学と生　　ﾋﾞﾆｰﾙ等少ﾔｹ汚中村真一郎　　新潮選書 450 
X1024

堀米庸三編　日本放送出版協会 900 
X1025

 白水社 1974 1,800 
X1026 文学概論　　　　函背等少ﾔｹ､旧版 小田切秀雄 勁草書房 1978 750 
X1027 全国文学館ガイド　ｶﾊﾞｰ帯､薄ﾔｹ､旧版　全国文学館協議会編　小学館 2005 300 
X1028 1994 450 
X1029 筑摩書房 1995 450 
X1030

徳間書店 900 
X1031

彩流社 2006 1,500 
X1032 ｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ

吉田一彦 大修館書店 1997 800 

サルトル (ﾛﾏﾝ的合理主義者)　　ｶﾊﾞｰ､天等少ﾔｹ
　　　　　　　　　　　　　　　ｱｲﾘｽ･ﾏｰﾄﾞｯｸ/田中清太郎他訳

　　　　　　　　　　　　　ｵｳｴﾝ･ﾊﾞｰﾌｨｰﾙﾄﾞ/渡部昇一他訳　　中央公論社 昭53

中原中也 (日本詩人全集 22) 昭42
真宗の本尊(同朋選書 10)ｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ､表紙内記念ｼｰﾙ貼 宮城顗 東本願寺 昭63 700

ﾊｰﾊﾞｰﾄ･ﾘｰﾄﾞ/滝口修造訳
昭和史 (1926-1945)　　　　ｶﾊﾞｰ帯､少ﾔｹ

近代世界を剥ぐ(これからの世界史 1) ｶﾊﾞｰ､帯少ｼﾜ､少ﾔｹ 廣松渉〃
ﾀﾞﾆｴｽｻﾗｰﾑ留学記 (ｱﾌﾘｶの青い風 1)　ｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ 篠田豊　門土社 昭59

　　ｴｳﾞｧﾝｽﾞ/牧 康夫訳
まぼろしの祝詞誕生 (古代史の実像を追う)　ｶﾊﾞｰ帯､少ﾔｹ

気球旅行の五週間　ｶﾊﾞｰ帯､少ﾔｹ　ｼﾞｭｰﾙ･ｳﾞｪﾙﾇ/江口清訳　パシフイカ
昭48

NHKﾌﾞｯｸｽ
現代帝国論 (人類史の中のｸﾞﾛｰﾊﾞﾘｾﾞｰｼｮﾝ)　ｶﾊﾞｰ､薄ﾔｹ　山下範久 〃
原色の女 (もうひとつの『知恵子抄』)　ｶﾊﾞｰ､帯傷､少ﾔｹ 田下敬子 彩流社
「ご冗談でしょう、ファインマンさん」　1・2揃 (ﾉｰﾍﾞﾙ物理学者の自伝)　　ｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ

R･P･ﾌｧｲﾝﾏﾝ/大貫昌子訳

これがはじまり (西洋迷信故事物語)　　ｶﾊﾞｰ､小口等少ﾔｹ汚
　　R.ﾌﾞﾗｯｼｭ/松本 亨訳
J.K.ｶﾞﾙﾌﾞﾚｲｽ/中村達也訳

文学碑のある風景 (詩の心、詩の風土)　　ｶﾊﾞｰ帯背ﾔｹ有､小口等少ﾔｹ
昭58

昭55
西欧精神の探究 (革新の十二世紀)　　函角少ｽﾚ､ｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ､ｿﾉｼｰﾄ3枚付

昭51
コスモスの崩壊 (閉ざされた世界から無限の宇宙へ)　　函等少ヤケ

ｱﾚｸｻﾝﾄﾞﾙ･ｺｲﾚ/野沢 協訳

英語で読もうMother Goose(ﾍﾞｽﾄ･ｾﾚｸｼｮﾝ56)ｶﾊﾞｰ帯､少ﾔｹ平野敬一筑摩
イギリス気質の英語　ｶﾊﾞｰ帯､少ﾔｹ､英文11篇　小野寺 健
天皇のお客さん (書かれざる戦史-日本捕虜収容所)　　ｶﾊﾞｰ帯､天等少ﾔｹ
　　　　　　　　　　　　　　　ｼﾞｮﾝ･ﾌﾚｯﾁｬｰ-ｸｯｸ/江藤潔訳 昭46
シニフィアンのかたち (一九六七年から歴史の終わりまで)　　ｶﾊﾞｰ帯､薄ﾔｹ
　　　　　　　　　　　　　　ｳｫﾙﾀｰ･ﾍﾞﾝ･ﾏｲｹﾙｽﾞ/三浦玲一訳
現代英語紀行 (英語表現・発想のアラカルト)　

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

当店、送料(国内)の上限
300円です。

(複数冊の場合でも)

X1033
1,500 樋口彰一他 1,200 
1,200 

野田宇太郎編 900 
X1034 以下、「読んで旅する世界の歴史と文化」　ｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ､年月日書込　新潮社

X1035 以下、「　同上」

X1036 夕陽の想い出　　　　函背等ﾔｹ有 井本 稔　　　　　　東京化学同人 1976 1,200 
X1037 朝日新聞社 600 
X1038 回転する生命　　ﾋﾞﾆｰﾙｶﾊﾞｰ角少傷､帯､少ﾔｹ飯野徹雄 中央公論社 1,000 
X1039

池上嘉彦 450 
X1040 日本語の特質　　　ｶﾊﾞｰ帯､天等少ﾔｹ 金田一春彦 1991 350 
X1041 東洋史のおもしろさ　　　　ｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ　岩村 忍 新潮選書 450 
X1042 500 
X1043 私説古風土記　函帯背ﾔｹ有､小口等少ﾔｹ 松本清張 平凡社 700 
X1044 1989 800 
X1045 2,000 
X1046 ローマの哲人と、人生を考える　　ｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ

草思社 2001 700 
X1047 1982

X1048 古寺巡礼　ｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ､小口小汚有 和辻哲郎　　　ﾜｲﾄﾞ版 岩波文庫 1991 400 
X1049 善の研究　　　　ｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ 西田幾多郎　　ﾜｲﾄﾞ版 岩波文庫 1992 600 
X1050 愛する作家たち　　　　ｶﾊﾞｰ､薄ﾔｹ 吉本隆明 コスモの本 1994 750 
X1051 古文書ハンドブック　　ｶﾊﾞｰ､薄ﾔｹ 飯倉晴武 吉川弘文館 1,500 
X1052

山口 隆 社会評論社 1998 1,500 
X1053 450 
X1054 500 
X1055 心の対話　岡 潔・林房雄　　ｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ､蔵書印　日本ｿﾉｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 750 
X1056 350 
X1057 東 隆真 大法輪閣 450 
X1058 正法眼蔵入門　ｶﾊﾞｰ帯､少ﾔｹ､少朱ﾍﾟﾝ線 森本和夫 朝日選書 1985 300 
X1059 壮丁読本　全　　　　和装､少ﾔｹ 田中義一　　　丁末出版社他 1,000 
X1060 750 

以下、「切支丹風土記」　函等少ﾔｹ　監修 村上直次郎/新村出　宝文社 昭35
1　東日本編　今村義孝他著  2　近畿・中国編　
3　別巻 研究編 助野健太郎他  4　別巻 文学編　　函背少傷

各　750
1　スペイン　増田義郎監修　1992　　2　エジプト　鈴木八司監修　1996　　3　ギリシア
西村太良 1995   4 ドイツ 帯少傷　池内紀　1993　 5 イギリス　小池滋　1993 　6 北欧
帯　百瀬宏他　1996　　　7　オーストリア　池内紀　1995

各　350
1　中国　陳舜臣・尾崎秀樹監修　17頁程朱ﾍﾟﾝ線　1993　　　2　インド　辛島昇　帯
27頁程朱ﾍﾟﾝ線　1992　　　3　韓国　金両基　50頁程朱ﾍﾟﾝ線　1993

北方植物の旅　ｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ､P109～116小穴有　舘脇 操 昭46
昭52

意味の世界 (現代言語学から視る)　　ﾋﾞﾆｰﾙｶﾊﾞｰ角少傷､帯､少ﾔｹ
NHKﾌﾞｯｸｽ 昭54
NHKﾌﾞｯｸｽ

昭57
ﾄﾞｷｭﾒﾝﾄ昭和史 4 太平洋戦争 ｶﾊﾞｰ等少ﾔｹ､帯傷背ﾔｹ 原田勝正編 平凡昭50

昭52
光る源氏の物語　上下揃　ｶﾊﾞｰ帯､少ﾔｹ 大野晋/丸谷才一 中央公論
醒めた炎 (木戸孝充)　上下揃　ｶﾊﾞｰ､上巻帯欠､少ﾔｹ汚　村松 剛　〃 昭62

　　　　　　　　　　　　　　ﾙﾁｬｰﾉ･ﾃﾞ･ｸﾚｼｪﾝﾂｫ/泉 典子訳
以下、「岩波クラシックス」 (大きな活字の岩波文庫特装版)　ｶﾊﾞｰ等少ﾔｹ
1　ガリヴァー旅行記 帯 ｽｳｨﾌﾄ/平井正穂訳　900　　2　女工哀史 帯 細井和喜蔵　800
3　ｲｿｯﾌﾟ寓話集 帯 山本光雄訳　1983　750　　4　職業としての学問 帯 ﾏｯｸｽ･ｳｪｰﾊﾞｰ/
尾高邦雄訳　1983　400　　5　論語　金谷治訳注　750　　6　ｷﾞﾘｼｱ・ﾛｰﾏ神話 (付 ｲﾝﾄﾞ･
北欧神話) ﾌﾞﾙﾌｨﾝﾁ/野上弥生子訳 1983　1,000　　7 ベーコン随想集 帯 渡辺義雄訳
帯　1984　900　　　8　オイディプス王　ｿﾎﾟｸﾚｽ/藤沢令夫訳　450
9　この人を見よ　ﾆｰﾁｪ/手塚富雄訳　450

平6
4月29日の尹奉吉 (上海抗日戦争と韓国独立運動)　　ｶﾊﾞｰ､天等少ﾔｹ

札幌事始(さっぽろ文庫 7)裸本､少ﾔｹ汚 札幌市教育委員会編北海道新聞昭54
漢字の用法(第2版) ｶﾊﾞｰ少汚､帯､少ﾔｹ､小口底少汚 武部良明 角川 昭57

昭43
美と教養(心の対話 2) 林 武・吉田富三 ｶﾊﾞｰ帯､少ﾔｹ､数ケ所ﾍﾟﾝ線 〃 昭43
曹洞宗 (わが家の宗教)　　ｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ 昭58

大5
対馬南部方言集(全国方言集・七) 裸本､少ﾔｹ､背傷有 瀧山政太郎 中公 昭19
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文学堂書店  〒920-0984
 金沢市池田町2-20-1
 Tel・Fax 076-221-4088

当店、送料(国内)の上限
300円です。

(複数冊の場合でも)

X1061 特定局大鑑　　裸本､少ﾔｹ汚､背少傷､非売品 　　　小池善次郎編刊 1,500 
X1062 1977 450 
X1063 学生社 350 
X1064 生きて死ぬ智慧　ｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ 小学館 2005 350 
X1065 2,000 
X1066 裸本､少ﾔｹ

浅香年木　　　能登印刷出版 1989 1,500 
X1067 秘史 手取川　ｶﾊﾞｰ角少傷少ｽﾚ､少ﾔｹ 平野外喜平 北国出版社 900 
X1068 千代女と菊舎尼　函背部補修､函背等少ﾔｹ 山中六彦 人文書院 1,200 
X1069 金沢考　　　ｶﾊﾞｰ角少ｽﾚ､少ﾔｹ､扉ｺﾞﾑ印消 　　北国新聞社編刊行 600 
X1070 1994 3,000 
X1071 750 
X1072

  　　　　　　　　　　　　　　　　正誤表付 中越良隆 蔵六園 2,800 
X1073 加能老樹名木誌　裸本､ﾔｹ有､少汚､新書判 辻敬二編 石川県山林会　 3,500 
X1074 1972 1,500 
X1075 評伝 室生犀星 ｶﾊﾞｰ帯､少ﾔｹ､裏表紙内角少汚 船登芳雄 三弥井書店 1,700 
X1076 1974 1,800 
X1077

　　　　　　　　　　　　　　　　背等少色ｱｾ､少ﾔｹ､謄写版 文化庁 3,500 
X1078 石川県 2,000 
X1079 背下端痛有､端少ｼﾐ跡汚　石川県美術館 750 
X1080

2,000 
X1081 　　　福井県河野村編刊 800 
X1082 金沢の引札 ｶﾊﾞｰ角傷有･上端少ｼﾐ跡汚､少ﾔｹ 森 嘉紀編 文一総合出版 1,700 
X1083
X1084 　　　石川県立美術館 2,000 
X1085 内閣印刷局 500 
X1086 750 
X1087 田口龍雄 古今書院 2,000 
X1088 1982 1,200 
X1089 1982 900 
X1090 東洋の美 こころとかたち 裸本､少ﾔｹ､表紙少汚 長廣敏雄　美術出版社 1971 500 
X1091 ホーキングの最新宇宙論　ｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ 監訳 佐藤勝彦　日本放送出版 1991 350 
X1092 母と子でみる第五福竜丸 ｶﾊﾞｰ帯､少ﾔｹ第五福竜丸平和協議会 草土文化1985 900 
X1093 日本花道史　函背少傷ﾔｹ有 光風社書店 1,000 
X1094

　　　　　　　前鉛筆線・書込有 　村川一郎・初谷良彦 第一法規 2,500 
X1095 1,200 
X1096 尾道と林芙美子・ｱﾙﾊﾞﾑ　ｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ 尾道読書会・林芙美子研究会 1984 2,000 
X1097 勅諭修身経詳解　　和装､表紙少ﾔｹ･ｽﾚ汚有 末松謙澄 精華舎 1,800 
X1098 正信偈三帖和讃通俗講話 和装､背角少傷､終頁少ｼﾜ 加藤峯圓他 興教 3,800 
X1099 不虚言舎詩集 和装､少ﾔｹ汚､裏表紙･奥付少虫損 河崎顕成 西村七兵衛 1,500 
X1100 皇民練成　師道行　　函､少ﾔｹ 国民訓育連盟編　第一出版協会 1,200 

昭25
参禅入門 (増補版)　函帯､少ﾔｹ､P47ﾃｰﾌﾟ補修､小印　大森曹玄　春秋社
仏像　ｶﾊﾞｰ帯､少ﾔｹ､7ｹ所蔵書印､2ｹ所朱ﾍﾟﾝ線 久野健 昭41

文・柳澤桂子/画・堀 文子
写真図説 金沢の500年 ｶﾊﾞｰ帯端少傷､少ﾔｹ 編著 田中喜男 国書刊行 昭57
茜さす日本海文化 (北陸古代ﾛﾏﾝの再構築)

昭45
昭17
昭57

白山麓・出作の研究 (牛首村民の行方)　ｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ　山口隆治　桂書房
こども石川県史(風土記編) ｶﾊﾞｰ背等色ｱｾ､少ﾔｹ 石川県児童文化協会 昭59
梅花庵　茶会記 (大聖寺藩南坊流)　　ｶﾊﾞｰ少ﾔｹ汚､1ｹ所折跡､数ｹ所ﾍﾟﾝ書入有､

平10
大7

高山右近 裸本､少ﾔｹ汚､新書判 F.H.W.CASTELLAN OCD 聖霊病院
平9

白山麓昔話集(全国昔話資料集成 4) 函等少ﾔｹ汚 小倉学編 岩崎美術
白山を中心とする文化財 (石川県) -文化財集中地区特別総合調査報告　第9集-

昭46
石川県災異史　1993　　　　函等少ﾔｹ
大場松魚展 (蒔絵 人間国宝) 昭57
第一・二回・「西廻り」航路フォーラム [報告書]　2冊　少ﾔｹ汚

　　　福井県河野村　平5・1995
北前船主の館 右近家 (総合案内)　　少ﾔｹ汚 平7

昭54
加賀文化の華　前田綱紀展 (尊経閣蔵書/百工比照)　　角少傷､少ﾔｹ

昭62
家庭防空の手引(週報特輯) 角等少傷､少ﾔｹ汚､綴穴､P46 昭16
図画手工大観 (第1巻第1号) 角少傷､少ﾔｹ､汚有､P40 図画手工強調会 昭4
雪　函底少傷、少ﾔｹ､小印､1ｹ所折跡 昭15
仏教説話大系 1 釈尊の生涯 汚有、本体良 監修 中村元他 すずき出版
仏教説話大系 12 比喩と因縁 (四) 函少汚､本体良　〃　〃

久保田 滋/瀬川健一郎 昭46
日本国憲法制定秘史 (GHQ秘密作業「ｴﾗﾏﾝ･ﾉｰﾄ開封」)　　函少ﾔｹ汚､記名消､

平6
林芙美子と下関 (亀山叢書第14輯)　少ﾔｹ汚､P49　亀山八幡宮社務所 昭42

明26
明44
明33
昭15
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文学堂書店  〒920-0984
 金沢市池田町2-20-1
 Tel・Fax 076-221-4088

当店、送料(国内)の上限
300円です。

(複数冊の場合でも)

X1101
北海道町村長会事務所 2,800 

X1102 北川桃雄　中央公論美術 900 
X1103 西国巡拝記　　　　ｶﾊﾞｰ端少傷､少ﾔｹ 杉本苑子 大法輪閣 350 
X1104 流民の都　　　ｶﾊﾞｰ角少ｽﾚ､帯､少ﾔｹ 石牟礼道子 大和書房 1978 900 
X1105

鈴木五郎　ｻﾝｹｲ新聞社出版局 450 
X1106

350 
X1107

450 
X1108 パール博士の日本無罪論　ｶﾊﾞｰ角少傷､少ﾔｹ　田中正明 慧文社 450 
X1109 にんにくの神秘　　　　函少ﾔｹ汚 小湊 潔 叢文社 600 
X1110 700 
X1111

草思社 1988 600 
X1112

　　　　　今日の話題社 900 
X1113

大田昌秀編著 琉球新報社 600 
X1114 呪詛の足尾銅山　　裸本､小口等ﾔｹ有､少汚､扉蔵書印､少ﾍﾟﾝ線等有

堀田善太郎　　社会問題研究会 2,500 
X1115 昭和十五年 朝日年鑑　　　　裸本少ﾔｹ汚､地図欠 朝日新聞社 2,000 
X1116 京焼の名工・青木木米の生涯　ｶﾊﾞｰ帯､少ﾔｹ杉田博明 新潮選書 2001 500 
X1117

　　　　　明治製菓編刊 500 
X1118 1,800 
X1119

江口春太郎　　　中日新聞本社 1,200 
X1120

　　　　　　　　　　　　　　　　　　小森龍邦 　　部落解放同盟広島連合会 1980 900 
X1121 日本荒廃の前夜　　　　裸本､少ﾔｹ汚 里見岸雄 春秋社 700 
X1122

時枝誠記 至文堂 2,000 
X1123 古代史おさらい帖　ｶﾊﾞｰ帯､少ﾔｹ､鉛筆書込等有　森浩一 筑摩書房 2007 350 
X1124 1984 500 
X1125 道の風土記　　　　ｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ 共同通信社編 新潮選書 1989 450 
X1126 東京故事物語　　ﾋﾞﾆｰﾙｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ 高橋義孝編 河出書房 450 
X1127 創元選書 900 
X1128 500 
X1129 ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ 鉄剣の謎と古代日本　　ｶﾊﾞｰ帯､少ﾔｹ､天少汚　

新潮社 1979 500 
X1130 邪馬台国論争　　　　函帯､少ﾔｹ 原田大六 三一書房 1975 800
X1131 遊古疑考　　　　函天等少色ｱｾ 松本清張 新潮社 1974 600 
X1132 石川県の歴史　　　　函背等少ﾔｹ汚有 若林喜三郎監修 北国出版社 900 

躍進　北海道の景観 (写真帖)　　裸本､表紙少傷､小口少ｼﾐ跡汚､少ﾔｹ
昭12

大同の古寺 (中国美術の旅 2)　ｶﾊﾞｰ帯､少ﾔｹ 昭44
昭41

グラマン戦闘機 (第二次世界大戦ﾌﾞｯｸｽ)　　ｶﾊﾞｰ角少ｽﾚ､少ﾔｹ汚
昭50

日本連合艦隊 (第二次世界大戦ﾌﾞｯｸｽ)　　ｶﾊﾞｰ角少ｽﾚ､小口等少ﾔｹ汚
　　　　　　　　　　　　ﾘﾁｬｰﾄﾞ･ﾊﾝﾌﾞﾙ/山本親雄訳　　ｻﾝｹｲ新聞社出版局 昭49
大空の冒険者 (ｲﾗｽﾄﾚｲﾃｯﾄﾞ･ﾋｺｰｷと人間物語)　　ｶﾊﾞｰ帯､小口等少ﾔｹ
　　　　　　　　　　　文・斎藤忠直/ｲﾗｽﾄ･三五英夫　　　ｸﾞﾘｰﾝｱﾛｰ･ﾌﾞｯｸｽ 昭62

昭50
昭47

洋学伝来の歴史(日本歴史新書) ｶﾊﾞｰ角少傷汚､少ﾔｹ 沼田次郎 至文堂昭35
日本の暗号を解読せよ (日米暗号戦史)　　ｶﾊﾞｰ背少ｽﾚ､少ﾔｹ汚

ﾛﾅﾙﾄﾞ･ﾙｳｨﾝ/白須英子訳
海軍急降下爆撃機 (九九艦爆・彗星・銀河戦記集)　　ｶﾊﾞｰ角少傷､少ﾔｹ汚

昭50
写真記録 これが沖縄戦だ (改訂版)　ｶﾊﾞｰ､小口角少汚､少ﾔｹ

昭61

大11
昭14

現代人の医食同源　5 (特集 からだが語る健康度 他)　　ｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ
昭62

姫路増位の風羅堂　　裸本､少ﾔｹ汚､非売品､P88　　　　前田正義編刊 昭14
花火ものがたり (狼煙から現代花火まで)　　ｶﾊﾞｰ角少ｽﾚ､少ﾔｹ汚

昭57
真実は差別の壁を透して (戸出商高事件の報告 4)　　裸本､少ﾔｹ

昭6
古典解釈のための日本文法 (増訂版)　　ﾋﾞﾆｰﾙｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ､小口3点ｼﾐ跡汚

昭54

日本文化のかくれた形　ｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ　加藤周一/木下順二/他　岩波

昭43
美しい庭園 (鑑賞と造庭) ｶﾊﾞｰ背ﾔｹ強､小口等ﾔｹ有 森薀 昭25
ことばの重み(鴎外の謎を解く漢語) ｶﾊﾞｰ帯､少ﾔｹ 小島憲之 新潮選書 昭59

　　　　　　　　　　　　　　　　　井上光貞/大野晋/岸俊男/他

昭47
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文学堂書店  〒920-0984
 金沢市池田町2-20-1
 Tel・Fax 076-221-4088

当店、送料(国内)の上限
300円です。

(複数冊の場合でも)

X1133
900 

X1134 登山家の古典散歩　　ｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ汚 栗林一路 新潮選書 450 
X1135 駅前旅館　　　　ｶﾊﾞｰ､天等ﾔｹ少汚 井伏鱒二 新潮社 450 
X1136

　　　　　　　　　　　　　ｶﾊﾞｰ､帯背等少ﾔｹ､各別冊付録付 リム出版 1991 1,200 
X1137 井上幸治編 有斐閣双書 1996 750 
X1138

斎藤 勇 研究社 1,500 
X1139 森田たま 文芸春秋新 900 
X1140 ふるさと随筆　　函角少ｽﾚ､背ﾔｹ少汚､初版 森田たま 宝文館 900 
X1141 菜園随筆　　ﾊﾟﾗﾌｨﾝｶﾊﾞｰ少傷､小口等ﾔｹ有 森田たま 東方社 750 
X1142 随筆　ゆき　　　函背天ﾔｹ少汚､初版 森田たま 美和書院 1,200 
X1143 随園食単　　　　函帯背ﾔｹ有 青木正兒訳 六月社 1,500 
X1144

中日新聞社編 講談社 750 
X1145 450 
X1146 2002 800 
X1147

文芸春秋 1,500 
X1148

渡辺澄夫編 　　大分県地方史研究会 1,500 
X1149

渡辺澄夫他編　大分県地方史研究会 2,000 
X1150 近畿地方 国宝・重要文化財総合目録 函､少ﾔｹ 京都府文化財保護基金 1,500 
X1151 新田町誌 第三巻 特集編 日光例幣使道・木崎宿　函､少ﾔｹ　新田町 2,000 
X1152 五王のアリバイ　　ｶﾊﾞｰ背等少ﾔｹ､帯､天少汚 辻 直樹 新人物往来 750 
X1153

李進熙 六興出版 900 
X1154 900 
X1155 古代人と夢　　　　ｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ 西郷信綱 平凡社選書 1973 750 
X1156

中央公論社 1,800 
X1157

古野清人 白水社 700 
X1158

毎日小学生新聞編 毎日新聞社 1,500 
X1159 助野健太郎他　　桜楓社 700 
X1160 上田正昭 文芸春秋 1971 500 
X1161

片桐洋一編 世界思想社 1984 450 
X1162 「日本史」異議あり！　　ｶﾊﾞｰ､小口等ﾔｹ有 木屋隆安 泰流社 350 
X1163 江藤淳 角川選書 500 
X1164 日本の風土と文化　　　　ｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ 会田雄次 角川選書 450 
X1165 古代大陸物語　　　　裸本､小口等少ﾔｹ汚 黒沼 健 新潮社 350 

太平記の世界 (変革の時代を読む)　　ｶﾊﾞｰ帯､少ﾔｹ汚
　　　　　　　　　　　　　　永積安明/上横手雅敬/他　　日本放送出版協会 昭62

昭62
昭32

死霊狩り (ｿﾞﾝﾋﾞｰﾊﾝﾀｰ)　全3揃 (平井和正全集 10～12)

西洋史入門 [増補版]　　ｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ汚
イギリス文学史 (改訂増補第五版)　函背等少ﾔｹ､ｶﾊﾞｰ背少汚､P165～182蛍光ﾍﾟﾝ線

昭52
きもの随筆　　　函角少ｽﾚ､少ﾔｹ､8版 昭31

昭30
昭32
昭31
昭33

王家を彩った女 (世界史の女 1)　　ﾋﾞﾆｰﾙ角少傷､帯､少ﾔｹ
昭60

憲法の話(現代における自由と平等) 帯､少ﾔｹ 橋本公亘 NHK市民大学 昭49
昆虫の図鑑(小学館の学習百科図鑑2)函､薄ﾔｹ､wide color監修古川晴男
アレキサンダーの道 (ｱｼﾞｱ古代遺跡の旅)　　函ｶﾊﾞｰ少ｽﾚ､少ﾔｹ､B5判

井上 靖 文/平山郁夫 画 昭51
豊後国村明細帳 (一) (大分県地方史料叢書 一)　　背等少ﾔｹ､角少傷､孔版

昭38
豊後国郷帳 上 (大分県地方史料叢書 二)　　背等少ﾔｹ､角少傷､孔版

昭39
昭48
昭58
昭59

倭館・倭城を歩く (李朝のなかの日本)　　ｶﾊﾞｰ帯､少ﾔｹ､小口天少汚
昭59

天の虹(ﾆｺﾗｲ･ﾈﾌｽｷｰの生涯)ｶﾊﾞｰ､帯背色ｱｾ､小口等ﾔｹ有加藤九祚河出昭51

韓国の古代遺跡　1 新羅篇 (慶州)　　ｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ
　　　　　　　　　　　　監修 森浩一/編著 東　潮・田中俊明 昭63
原始文化の探求 (白水社科学選書 6)　　ﾊﾟﾗﾌｨﾝ紙､少ﾔｹ､少赤鉛筆線､扉少書込

昭17
新しい日本の歴史 第2巻 (平安時代から鎌倉時代まで)～第6巻 (明治・大正・昭和時代
  (上)　5冊 小口等ﾔｹ有､2冊小口記名 昭22
近江の城下町 裸本､少ﾔｹ､5ｹ所程赤ﾍﾟﾝ線有 昭46
日本の原像 (国つ神のいのち)　ｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ
王朝和歌の世界 (自然感情と美意識)　　函帯､少ﾔｹ､鉛筆書込多､少朱ﾍﾟﾝ線

昭60
作家は行動する (文体について)　ｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ 昭50

昭51
昭38
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文学堂書店  〒920-0984
 金沢市池田町2-20-1
 Tel・Fax 076-221-4088

当店、送料(国内)の上限
300円です。

(複数冊の場合でも)

X1166 増補 風位考資料　　　　函、少ﾔｹ 柳田国男編 明世堂 2,800 
X1167 国宝建造物宝物目録 函､少ﾔｹ､小口等少黄ﾊﾞﾐ 黒板勝美編 岩波書店 2,800 
X1168 日本人の起源と沖縄　ｶﾊﾞｰ背ﾔｹ有､小口等少ﾔｹ 小野隆祥　三一書房 1972 750 
X1169

田中　元 吉川弘文館 1,000 
X1170 900 
X1171 日本神話の起源　　　ｶﾊﾞｰ､小口等少ﾔｹ 大林太良 角川選書 750 
X1172 日本の幽霊　　　　ｶﾊﾞｰ帯､少ﾔｹ 池田弥三郎 中央公論社 500 
X1173 450 
X1174 改訂 武士道　　裸本､小口等ﾔｹ有､少汚

大東出版社 1,000 
X1175 900 
X1176 1977 750 
X1177 和辻哲郎 岩波書店 600 
X1178 日本神話の精神　　函、少ﾔｹ､前少赤鉛筆線 前澤雅男 三笠書房 750 
X1179 750 
X1180 古本綺譚　　　　ｶﾊﾞｰ帯等少ﾔｹ 出久根達郎 新泉社 1985 450 
X1181 日本姓名学　裸本､小口等ﾔｹ有､少汚､綴少傷 大西正貢 福禄寿会 奥付欠 2,000 
X1182

吉川弘文館 5,000 
X1183 仏像案内　　　　ｶﾊﾞｰ､天等少ﾔｹ 佐和隆研編 吉川弘文館 900 
X1184 秘仏　　　　ｶﾊﾞｰ､天等少ﾔｹ 久野 健 学生社 900 
X1185 450 
X1186 佐多稲子 河出書房新 1976 750 
X1187 開国史蹟 玉泉寺今昔物語 裸本､少ﾔｹ､増補五版 村上文機 玉泉寺 750 
X1188 廓のおんな　　　　ｶﾊﾞｰ端少痛､少ﾔｹ 井上 雪 朝日新聞社 1980 750 
X1189 頑張りまっし金沢ことば　ｶﾊﾞｰ､天等少ﾔｹ　北国新聞社編集局編 1998 450 
X1190 おもしろ金沢学　　　　ｶﾊﾞｰ､小口等薄汚 北国新聞社 2003 450 
X1191

酒井美意子 主婦と生活社 450 
X1192

筆内幸子 北国新聞社 750 
X1193 能登・人に知られぬ日本の辺境　　函背等ﾔｹ有､天小印､小口等少ﾔｹ､奥付小印切取、

1979 1,900 
X1194 辰巳用水・辻沢家の謎を解く　　函､少ﾔｹ､蔵書印､年月日等書込有､非売品

堀 直敬編 辻沢義之助 1,000 
X1195

　　　　石川県立美術館 2,000 
X1196 富山県師範学校歴史郷土館 750 
X1197

1,200 
X1198
X1199
X1200 太田久夫 1,200 
X1201 高岡市万葉歴史館の展示　小口等少ﾔｹ､図録　高岡市万葉歴史館 600 

昭17
昭11

敗れし者への共感 (古代日本思想における<悲劇>の考察)　　ｶﾊﾞｰ帯､少ﾔｹ
昭54

続 知られざる古代(龍王のきた道) ｶﾊﾞｰ､天等少ﾔｹ 水谷慶一 日本放送出昭59
昭51
昭46

伊那谷の四季 (人間選書) ｶﾊﾞｰ少ﾔｹ汚 渋谷甲子男 農山漁村文化協会 昭61

　　　　　　　安部正人編著/山岡鐵舟口述/勝海舟評論 昭13
古代芸術と祭式　ｶﾊﾞｰ､小口等少ﾔｹ　ﾊﾘｿﾝ著/佐々木理訳　創元社 昭16
地方史と考古学(地方史ﾏﾆｭｱﾙ 9) 函､函ｶﾊﾞｰ等少ﾔｹ 甘粕健編 柏書房
日本古代文化 [改稿版　　　　ｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ 昭17

昭15
祖先崇拝と日常生活(信仰良書選) 小口等ﾔｹ有 橋本巽 いのちのことば社昭40

国史大辞典　1 (あ)～7 (しん)　7冊で　　函背等少ﾔｹ､1ﾋﾞﾆｰﾙｶﾊﾞｰ欠・少ｽﾚ､
4函背小傷､月報付 昭55

昭57
昭55

鉄の首枷 (小西行長伝) 函帯背等少ﾔｹ､ﾊﾟﾗﾌｨﾝ紙ﾔｹ 遠藤周作 中公 昭52
時に佇つ (短篇連作集)　　函帯､少ﾔｹ

昭50

加賀百万石物語 (秘史・前田家の戦争と平和)　　ｶﾊﾞｰ帯､小口等少ﾔｹ黄ﾊﾞﾐ
平4

百万石を支えた女人たち (加賀藩政秘聞)　　ｶﾊﾞｰ角少ｽﾚ､少ﾔｹ
平12

　　　　　値札剥し跡　ﾊﾟｰｼｳﾞｧﾙ･ﾛｰｴﾙ/宮崎正明訳　ﾊﾟﾌﾞﾘｹｰｼｮﾝ四季

昭52
写経目録 (花岡虎三氏寄贈)　　表紙ｼﾐ跡汚､天少ｼﾐ入り､背等角少傷､少ﾔｹ汚

昭51
郷土史要年譜　　少ﾔｹ､P46､非売品 昭11
黒部奥山と奥山廻り役 (三ー完) (『山岳』第三十四年第一号別刷)

少ﾔｹ､背少傷､PP124    中島正文 昭14
越中切支丹史の断想(富山史壇第86・87合併号抜刷)少ﾔｹ汚､P20高瀬重雄昭60 250
越中国分寺とその周辺の遺跡調査報告書 背ﾔｹ有､P52 富山県教育委員会昭42 1,500
富山県米騒動日誌　　少ﾔｹ､正誤表付､P28 昭43

平5
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文学堂書店  〒920-0984
 金沢市池田町2-20-1
 Tel・Fax 076-221-4088

当店、送料(国内)の上限
300円です。

(複数冊の場合でも)

X1202 500 
X1203

同編集委員会編　大山町教育委員会 500 
X1204

糸魚川市教育委員会 1992 2,000 
X1205

　　歴史教育者協議会編 岩崎書店 1983 700 
X1206 石川県立歴史博物館 1,500 
X1207 加賀藩主 前田斉泰　　　　薄ﾔｹ､図録 石川県立歴史博物館 500 
X1208
X1209 出雲大社本殿　　少ﾔｹ､年月日書込､新書判 　　出雲大社社務所 400 
X1210 750 
X1211 戦後史資料集 函帯等少ﾔｹ､蔵書印･記名消 塩田庄兵衛他 新日本出版 1984 1,500 
X1212 年中行事辞典　　　　函､少ﾔｹ 西角井正慶 東京堂出版 1,500 
X1213 新潮社 700 
X1214 函帯､薄ﾔｹ 新潮社 700 
X1215 1,500 
X1216

伊沢凡人編 家の光協会 500 
X1217 蓮如「御文」読本 ｶﾊﾞｰ角少傷み､少ﾔｹ汚､別冊付 大谷暢順 河出書房新 1991 900 
X1218 2001 1,200 
X1219

大修館書店 1985 900 
X1220 1997 900 
X1221 小説の秘密をめぐる十二章　ｶﾊﾞｰ帯､少ﾔｹ 河野多恵子 文芸春秋 500 
X1222 訓訳 妙法蓮華経并開結 裸本､天等少ﾔｹ､背少色ｱｾ､非売品 霊法会 900 
X1223 マルコポーロ　東方見聞録　函・小口等ﾔｹ有 青木一夫訳　校倉書房 1960 500 
X1224 歎異抄　　ｶﾊﾞｰ背等少ﾔｹ 金子大栄校注　　　ﾜｲﾄﾞ版 岩波文庫 1994 400 
X1225 1990 600 
X1226

二藤 忠　　　　現代史出版会 1978 500 
X1227 化学者 槌田龍太郎の意見 ｶﾊﾞｰ角少傷､帯､少ﾔｹ 槌田敦他編 化学同人1975 800 
X1228

　　ｶﾊﾞｰ､帯背色ｱｾ､少ﾔｹ 450 
X1229 石田三雄 京都大学学術 1,800 
X1230 よくわかる仏教の知識百科　ｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ 監修 ひろさちや 主婦と生活社 2001 600 
X1231 2008 750 
X1232 永塚利一 電気情報社 2,000 
X1233 ドキュメント 昭和世相史　戦中篇　　ｶﾊﾞｰ､天等少ﾔｹ汚 平凡社 450 
X1234 台所重宝記　　ｶﾊﾞｰ帯､少ﾔｹ､表紙内ﾃｰﾌﾟ跡

新人物往来 450 
X1235 魚介歳時記　　　　ｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ 柳沢敏雄 婦人画報社 500 
X1236 狼の群　　ｶﾊﾞｰ､小口等少ﾔｹ 青磁社 1979 1,200 
X1237 すまいのパンセ　函等少ﾔｹ､函角少傷 東郷民安　　　実業之日本社 1972 800 
X1238 金澤美術倶楽部青年会 1,500 

富山県井波町 高瀬遺跡発掘調査概報　少ﾔｹ､P16　富山県教育委員会 昭47
郷土の群像 (ふるさと大山の先賢)　　背等少ﾔｹ

平3
木村秋雨翁収集資料目録 (糸魚川市歴史民俗資料館所蔵)　　少ﾔｹ､P272

おはなし歴史風土記 17　石川県　　ｶﾊﾞｰ､小口等少ﾔｹ､B5判､挿絵入

金沢城　　　　小口等少ﾔｹ､絵図1枚付､図録 平6
平7

能登の文化財 第31・32輯 2冊 少ﾔｹ･ｼﾐ汚跡 能登文化財保護連絡協議平9・10 　900
昭44

出雲の味覚散歩 ｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ 奥井正之著/和田孝夫 さし絵 出雲新聞社 平6

昭58
遠山一行著作集　4　ﾙﾈｻﾝｽ音楽散歩/他　函帯､薄ﾔｹ 昭62
遠山一行著作集　5　東京日記 1・2・3 昭62
幽玄―観世寿夫の世界[ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ] ｶﾊﾞｰ帯､少ﾔｹ 渡辺守章編 ﾘﾌﾞﾛﾎﾟｰﾄ昭55
庭先に植える 薬草・薬木の作り方・使い方　　ｶﾊﾞｰ角少傷み､少ﾔｹ汚､4ｹ所ﾍﾟﾝ線

昭47

ﾗﾃﾝ語のはなし(通読できるﾗﾃﾝ語文法)ｶﾊﾞｰ､薄ﾔｹ 逸身喜一郎 大修館
物語英文学史 (ﾍﾞｵｳﾙﾌからﾊﾞｰｼﾞﾆｱ･ｳﾙﾌまで)　　ｶﾊﾞｰ､小口等少ﾔｹ黄ﾊﾞﾐ浮

渡部昇一/ﾋﾟｰﾀｰ･ﾐﾙﾜｰﾄﾞ
漢字の世界 1 (中国文化の原点) (東洋文庫) 函等少ﾔｹ 白川静 平凡社

平14
昭49

いま、古都を問う(崩れゆく日本文化) ｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ 松本大圓編 ｻｲﾏﾙ出版
一海軍特務士官の証言 (戦争と人間の記録)　　ｶﾊﾞｰ角少傷､少ﾔｹ､奥付裏少書込有

ことばの海へ雲にのって (大漢和辞典をつくった諸橋轍次と鈴木一平)
岡本文良・作/高田 勲・絵 PHP研究所 昭58

ﾎﾙﾓﾝﾊﾝﾀｰ (ｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝの発見) ｶﾊﾞｰ帯､薄ﾔｹ 平4

花木・庭木の手入れ(整枝・せん定の仕方) ｶﾊﾞｰ､底少汚 尾亦芳則 西東
澁澤元治(伝記) 函等少ﾔｹ､表紙内少ﾃｰﾌﾟ跡 昭44

昭50

　　　　　　　　　　　　　　　　　村井弦斎著/村井米子編訳 昭52
昭35

ﾜｼｰﾘ･ﾌﾞｨｺﾌ/草鹿外吉訳

郷土美術展覧会目録　　　　少ﾔｹ､P42 昭15
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文学堂書店  〒920-0984
 金沢市池田町2-20-1
 Tel・Fax 076-221-4088

当店、送料(国内)の上限
300円です。

(複数冊の場合でも)

X1239 百歳は折り返し点　ｶﾊﾞｰ帯､少ﾔｹ､小口少汚 物集高量 日本出版社 1,500 
X1240 日本の原典 林房雄対談集　ｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ 保田与重郎他 日本教文社 1,800 
X1241 改造社 900 
X1242 邪馬台国の常識　ｶﾊﾞｰ､小口等ﾔｹ有 松本清張編 毎日新聞社 500 
X1243 日本史 謎と鍵 付 創作ﾉｰﾄ　函等少ﾔｹ汚､帯少傷　松本清張　平凡社 500 
X1244 ヘフデング氏 宗教哲学　　裸本､少ﾔｹ､記名

博文館 2,000 
X1245 1996 500 
X1246 500 
X1247

新潮社 1,500 
X1248 やさしい機械英語　　　　ｶﾊﾞｰ､薄ﾔｹ 青柳忠克 オーム社 1,400 
X1249

ｶﾊﾞｰ､薄ﾔｹ 野澤義延 工業調査会 2001 1,500 
X1250 1985 450 
X1251 明治書院 750 
X1252 以下、「風土記日本」　　函ｶﾊﾞｰ背ﾔｹ有､小口等少ﾔｹ 平凡社

X1253
農耕と園芸編　　誠文堂新光社 900 

X1254
小学館 2,000 

X1255 ｶﾊﾞｰ背少色ｱｾ､少ﾔｹ､各しおり付 〃〃 500 
X1256 1,000 
X1257 1983 2,000 
X1258 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 
X1259 750 
X1260 古代幻視　　　　ｶﾊﾞｰ､小口等少ﾔｹ 梅原 猛 文芸春秋 450 
X1261 北国新聞社 750 
X1262

木村久邇典 世界文化社 1992 500 
X1263 1984 400 
X1264

廣文堂書店 1,200 
X1265 2007 1,000 
X1266 1991 750 
X1267 2001 750 
X1268 泰流社 1986 900 
X1269 古代からの視点　　　ｶﾊﾞｰ･小口等少ﾔｹ汚 上田正昭 500 
X1270 1988 1,000 
X1271 吉備人出版 2000 1,000 
X1272

美術出版社 1973 900 

昭54
昭47

紫匂ふ (小説集)　裸本､少ﾔｹ汚､蔵書印､初版 深田久弥 昭16
昭54
昭51

清水友次郎/鈴木宗奕訳 明45
ﾄﾝﾊﾟ文字 (生きているもう1つの象形文字) 裸本､少ﾔｹ 王超鷹 マール社
ﾎﾞｰﾙﾍﾟﾝ＆ﾍﾟﾝ字独習書　ｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ　鈴木香雨/竹田悦堂　秀峰堂 平5
ガザに盲いて (現代世界文学全集 19)　　函ｶﾊﾞｰ背ﾔｹ有､小口等少ﾔｹ

ハックスレー/本多顕彰訳 昭30
平13

機械を説明する英語 (～してみる、切る、さぐる、はかる、とる…など動詞で読む)

ｽﾍﾟｲﾝ巡礼の道 (とんぼの本) ｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ 小谷明/粟津則雄 新潮社
伊勢物語 (校注古典叢書)　ｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ　片桐洋一校注 昭50

昭32
1 九州・沖縄篇 函端少傷､月報欠 800 　2 中国・四国篇 900 　3 近畿篇　昭33 900
4 関東・中部篇 月報欠　800　　6 北海道篇　函端少痛　昭33　900　　7 総記・索引篇
帯汚　昭33　1,200
盆栽の仕立て方・味わい方 (特製版)　　函少ﾔｹ汚ｽﾚ､B5判

昭40
花の歳時記　1～5 (早春の花～秋冬の花)　5冊　　ｶﾊﾞｰ背少色ｱｾ､少ﾔｹ､各しおり付

監修 飯田龍太/田中澄江 昭57
花の歳時記　6　山と高原の花 昭57
花の歳時記　7・8　古寺名園の花 (東日本・西日本)　2冊　　〃　　〃　〃 昭57
鳥の歳時記 全5揃(春の鳥～冬の鳥)ｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ監修日本野鳥の会 学研

京極為兼 (日本詩人選 15) 函帯､少ﾔｹ､少鉛筆ﾁｪｯｸ消 土岐善麿 筑摩 昭46
平5

北辰の旗 (小説・富樫政親)　ｶﾊﾞｰ､薄ﾔｹ　戸部新十郎 平5
さぶの呟き (山本周五郎の眼と心)　　ｶﾊﾞｰ帯､少ﾔｹ､奥付年月日等書込有

山本周五郎 (新潮日本文学ｱﾙﾊﾞﾑ) ｶﾊﾞｰ､天等少ﾔｹ 編集・評伝 木村
出定笑話 (日本先哲叢書 6)　　裸本､少ﾔｹ､数ヶ所赤鉛筆線
　　　　　　　　　　　　　篤胤 平田半兵衛著/長井真琴校註 昭11
南京の日本軍(南京大虐殺とその背景) ｶﾊﾞｰ､薄ﾔｹ 藤原 彰 大月書店
夢野久作 (日本幻想文学集成 3) ｶﾊﾞｰ等少ﾔｹ 堀切直人編 国書刊行会
七支刀の謎を解く(四世紀後半の百済と倭) 裸本､少ﾔｹ 吉田晶 新日本出
韓国の文化誌 (歴史と人と生活と)　ｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ　李家正文

PHP研究所 昭53
城=カステロフィリア　ｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ　澁澤龍彦著/金子國義画　白水社
吉備の古墳　上 (備前・美作)　ｶﾊﾞｰ､薄ﾔｹ　乗岡実他編
エトルリアの遺跡 (美術選書)　　裸本､少ﾔｹ､天底角少汚

D.H.ﾛﾚﾝｽ/土方定一他訳
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文学堂書店  〒920-0984
 金沢市池田町2-20-1
 Tel・Fax 076-221-4088

当店、送料(国内)の上限
300円です。

(複数冊の場合でも)

以下、「岩波文庫」　　ｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ
X1273 X1274
X1275 　　　　　飛鳥井雅道校訂 1982 450 
X1276 ｱｰﾈｽﾄ･ｻﾄｳ 一外交官の見た明治維新X1277

400 
X1278 モーツァルトの手紙　上下揃　底少汚 X1279

X1280  大つごもり・十三夜 他五篇
X1281 樋口一葉 1997 250 

X1282
X1283 X1284  新訂 日暮硯　笠谷和比古校注

1988 200 
X1285 国史上の社会問題　扉年月日等書込 X1286  俳家奇人談・続俳家奇人談　小口小汚

1988 350 
X1287 舞曲扇林・戯財録　附 芝居秘伝集 X1288

X1289  ｱｲｽｷｭﾛｽ アガメムノーン
X1290 久保正彰訳 1998 400 
X1291 曽根崎心中・冥土の飛脚　他五篇 X1292

松枝茂夫編 1989 1,200 
X1293 X1294  日本童謡集　与田準一編 1988 300 

X1295  日本の下層社会
X1296 横山源之助 1988 300 

X1297  旧訳聖書 創世記
X1298 関根正雄訳 1990 250 

X1299  小熊秀雄詩集　岩田宏編 1983 350 
以下、「岩波文庫」　　帯、少ﾔｹ

X1300 抱朴子扉上部書込､ﾊﾟﾗﾌｨﾝ紙･帯端貼付X1301  孔子家語 藤原正 校訳 1988 350 
X1302  毛吹草 竹内若校訂 1988 1,200 

X1303 X1304  童話集 風の又三郎　他十八篇
X1305 短篇集 死神とのインタヴュー 1979 250 

X1306  晩年の父 小堀杏奴 1983 750 
X1307 X1308水鏡　ﾔｹ有､小印､帯欠
X1309 　　　　　　和田英松校訂 350 

X1310 去来抄・三册子・旅寝論 背ﾔｹ有､小印､前数ヶ所赤鉛筆線 潁原退蔵校訂 500 
X1311 町人嚢・百姓嚢・長崎夜話草　背ﾔｹ､表紙端少ｽﾚ､小印

450 
X1312

1989 250 
以下、「現代教養文庫」　　ｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ

X1313 X1314
飯泉六郎 350 

X1315 裸族シャバンテス　裸本､少汚 X1316
今野圓輔 350 

X1317 X1318
　小口ﾔｹ有　服部龍太郎 750 

遠野物語・山の人生柳田国男1983 350  自叙伝・日本脱出記　大杉栄著/
ｺﾛﾝﾌﾞｽ航海記 林屋永吉訳 1983　250

 新訂 海舟座談　扉年月日等書込　1988
　　上下揃　坂田精一訳　1983　1,200 　巌本善治偏/勝部真長校注

 中原中也詩集　大岡昇平編　1983　400
　　　　　　柴田治三郎編訳　1983　400
土佐日記　紀貫之/鈴木知太郎校注
　　　　　　　　　　　　　　　　　1993　200  新訂 方丈記　市古貞次校注 1998　250
日本詩詩　ｶﾊﾞｰ無　江村北海著/
　　　　　　　西沢道寛訳註　1988　450

　　　　　　　　　　三浦周行　1990　250 　　竹内玄玄一/雲英校注
 対訳 英米童謡集　河野訳　1998　　400

　　　　　　　守随憲治校訂　1990　200
平民新聞論説集 林茂他編 1992　400

 中国名詩選　全3揃　ｶﾊﾞｰ背上端色ｱｾ
近松門左衛門作/祐田善雄校注1998 350
ローマ人盛衰原因論 5,6ｹ所赤鉛筆線
 ﾓﾝﾃｽｷｭｰ/田中治男他訳 1989　250
義経記　目次他10ｹ所程赤鉛筆線他
　　　　　　　島津久基校訂　1997　450
きけわだつみのこえ(日本戦没学生の手記)
　日本戦没学生記念会編　1989　300

 ﾊﾟﾗﾌｨﾝ傷 石島快隆訳註 1987　1,000
新訂福翁自伝 富田正文校訂1981 300

　宮沢賢治作/谷川徹三編
　　　ﾉｻｯｸ作/神品芳夫訳　1987　400
新訳聖書福音書 塚本虎二訳1979 300
海国兵談　ﾔｹ有､小印　林子平述/ 昭15
　　　　　　村岡典嗣校訂　　昭17　900

昭14

西川如見著/飯島忠夫他校訂 昭18
紫禁城の黄昏　　ｶﾊﾞｰ帯､扉ﾍﾟﾝ書込多､10ｹ所程赤鉛筆線

R.F.ｼﾞｮﾝｽﾄﾝ/入江曜子・春名徹訳

自然の手帖 (四季の草木虫魚)  日本のことば (今と昔)　小口ﾔｹ黄ﾊﾞﾐ
　　　　　　　　　山崎 斌編　　昭40　750 昭36

 怪談 (民俗学の立場から)　小口ﾔｹ有
　　　　　　　 　　宮崎信江　　昭35　250 昭50
八月十五日 (終戦と女性の記録)  日本音楽史 (伝統音楽の系譜)
小口ﾔｹ有 NET社会教養部編 昭40  900 昭49
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文学堂書店  〒920-0984
 金沢市池田町2-20-1
 Tel・Fax 076-221-4088

当店、送料(国内)の上限
300円です。

(複数冊の場合でも)

X1319 X1320
X1321 　　　　歎異抄研究会著 350 
X1322 郷土料理案内　小口等ﾔｹ黄ﾊﾞﾐ有 X1323  日本美術図録

500 
以下、「文庫」

X1324 大和古寺　　　　帯､小口等ﾔｹ有 井上政次 角川文庫 450 
X1325 新版 千利休　　　　帯､少ﾔｹ 桑田忠親 角川文庫 750 
X1326 平安朝の生活と文学　　　　帯､少ﾔｹ 池田亀鑑 角川文庫 350 
X1327 堤中納言物語 付 現代語訳　ｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ 山岸徳平訳注 角川文庫 300 
X1328

服部逸郎 講談社文庫 300 
X1329 天才と狂人の間　　　　ｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ 杉森久英 角川文庫 750 
X1330 夏目漱石論　　　　ｶﾊﾞｰ､帯端等少ﾔｹ 蓮實重彦 福武文庫 1988 500 
X1331 安吾新日本風土記　　ｶﾊﾞｰ､小口等ﾔｹ有 坂口安吾 河出文庫 750 
X1332 般若心経　　　　ｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ 金岡秀友校注 講談社文庫 250 
X1333 1988 300 
X1334 二階堂正宏　縄文式出版 750 
X1335 900 
X1336

1995 300 
X1337 新撰エス和辞典　　裸本､小口等ﾔｹ有､表紙内少傷､少朱線､小型本

　　　日本エスペラント学会編刊 800 
X1338 通川文化社 1,000 
X1339

少ﾔｹ､小型本 柏木二郎 昭文社 1,200 
X1340 親友・ジョーイ　ｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ 講談社文庫 900 

以下、「岩波新書」　　少ﾔｹ
X1341 阿波根昌鴻 1999 450 
X1342 芝居入門　　ﾔｹ有少汚 450 
X1343 1975 250 
X1344 1970 750 

X1345  壬申の内乱　北山茂夫 1982 300 
X1346 X1347
X1348 井上正蔵 1981 450 
X1349 緑雨警語　　ｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ 1991 1,000 
X1350 わがｱﾘﾗﾝの歌 ﾋﾞﾆｰﾙｶﾊﾞｰ帯､少ﾔｹ汚､表紙内少書込 金達寿 中公新書 450 
X1351 750 
X1352 教育思想史　　ｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ 中野光・志村鏡一郎編 有斐閣新書 1978 450 
X1353 1981 1,200 
X1354 2010 400 
X1355 必然・偶然・自由　　　　帯､小口等ﾔｹ有､表紙｢見本｣印､記名　

津田左右吉　 角川新書 900 
X1356 外交つれづれ草　　裸本､小口等ﾔｹ有 加瀬俊一 河出新書 750 
X1357 中国古代の科学　　ｶﾊﾞｰ角少傷､少ﾔｹ 薮内 清 角川新書 450 
X1358 中公新書 1993 400 

古代ﾛｰﾏ散歩　　吉村忠典　昭36　900  歎異抄入門 (親鸞と現代)
東北の旅　　草野心平/他　昭36　500 昭46

　　　　　　　　　多田鉄之助　昭45　300 　　　岡田譲/奥平英雄編 昭42

昭39
昭44
昭39
昭55

77人の侍ｱﾒﾘｶへ行く　万延元年遣米使節の記録　　ｶﾊﾞｰ端貼付､小口等少ﾔｹ汚
昭49
昭54

昭63
昭48

永遠の反逆児ﾐｯｸ･ｼﾞｬｶﾞｰ　ｶﾊﾞｰ帯､少ﾔｹ　ﾏｲﾙｽﾞ編/岡山徹訳 ｼﾝｺｰ･
ｱｲｱﾑｿﾙｼﾞｬｰ (ｻｲﾚﾝﾄﾏﾝｶﾞ)　　ｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ 昭52
ﾁｬｲｺﾌｽｷｰ 生涯と芸術 ｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ ﾛｰｻﾞ･ﾆｭｰﾏｰﾁ/柿沼太郎訳 音楽文昭31
零戦よもやま物語 (零戦ｱﾗｶﾙﾄ)　　ｶﾊﾞｰ､薄ﾔｹ

柳田邦男/豊田穣 ほか　光人社NF文庫

昭8
韓国美術傑作選 (絵ﾊｶﾞｷ/50枚)　　紙袋少ﾔｹ傷
世界の自動車名鑑 (ﾛｰﾙｽﾛｲｽからﾎﾟﾙｼｪまで) (ﾐﾆﾐﾆｶﾞｲﾄﾞ文庫104)

昭53
オハラ/田中小実昌訳 昭52

命こそ宝 (沖縄反戦の心)　ｶﾊﾞｰ､小口等少ﾔｹ
小山内薫著/北村喜八補 昭25

ひとり暮しの戦後史(戦中世代の婦人たち) 小口等少ﾔｹ汚 塩沢美代子他
菅野すが (平民社の婦人革命家像)　　帯､終頁少ﾔﾌﾞﾚ　　絲屋寿雄
美の近代　ｶﾊﾞｰ 粟津則雄　1986　250
倭の五王　　　藤間生大　　　1979　300  ハインリヒ・ハイネ (愛と革命の詩人)
日本刀 ﾔｹ有 本間順治 昭14　1,200

斎藤緑雨/中野三敏編　冨山房百科文庫
昭55

暗い谷間の自伝 (追憶と意見)　ﾋﾞﾆｰﾙｶﾊﾞｰ帯､少ﾔｹ　大河内一男　　〃 昭54

日本商人の源流(中世の商人たち) ｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ 佐々木銀弥 教育社歴史
日本科学の先駆者(ｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ発見物語) ｶﾊﾞｰ､薄ﾔｹ 山嶋哲盛 岩波ｼﾞｭﾆｱ

昭34
昭30
昭39

ﾛﾝﾄﾞﾝ塔 (光と影の九百年) ｶﾊﾞｰ､小口等少ﾔｹ 出口保夫
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　　１～４０　雑誌創刊号

1 「東洋医界」　　　　　東洋医界社（東京）　55頁 明42 2,500

2 「演芸画報」　　　　　演芸倶楽部（東京）　108頁 大　3 2,500

3 「隅田川」　　　　　　隅田川吟社（東京）　22頁並 大　5 1,500

4 「社会問題研究」　　　弘文堂（京都）　32頁　河上肇 大　8 1,500

5 「国家社会主義」　　　売文社（東京）　58頁　尾崎士郎　並 大　8 1,500

6 「全関西婦人連合会」　同会（大阪）　　64頁　柳田国男　汚 大13 1,500

7 「若草」　　　　　　　宝文館（東京）　88頁　表紙挿絵　夢二　並 大14 4,000

8 「帝国工芸」1～3　　　3冊 同会（東京） 昭　2 3,000

9 「日本人」　　　　　　同社（旭川）　90頁　渡辺錠太郎 昭　2 1,500

10 「純」　　　　　　　　純社（富山）　14頁　石崎直義　美 昭　4 1,500

11 「世界の動き」　　　　同社（東京）　393頁　室生犀星 昭　5 1,500

12 「日本国民」　　　　　同社（東京）　640頁　中村吉蔵 昭　7 2,000

13 「漢方と漢薬」　　　　日本漢方医学会（東京）　120頁　少汚 昭　9 2,000

14 「籠球日本」　　　　　運動社（東京）　25頁 昭11 2,000

15 「わび」　　　　　　　河原書店（京都）　48頁　渡辺虹衣 昭12 1,500

16 「駿臺」　　　　　　　明治大学校友会（東京）　186頁 昭14 2,000

17 「皇楯」　　　　　　　軍人会館図書部（東京）　116頁　少難 昭15 1,000

18 「日独文化」　　　　　同協会（東京）　293頁　並 昭15 2,000

19 「部報」　　　　　　　舞鶴海軍人事部（京都）　86頁 昭15 1,500

20 「肇国精神」　　　　　紀元２６００年奉祝会（東京）　32頁 昭16 1,000

21 「俳句研究」　　　　　目黒書店（東京）　40頁　如是閑井泉水 昭19 1,500

22 「哲学季刊」　　　　　秋田屋（大阪）　 147頁　鈴木大拙　並 昭21 2,500

23 「人形界」　　　　　　東京人形作家協会　38頁　西沢笛畝　並 昭22 1,500

24 「歴史」　　　　　　　史学社（東京）　64頁　白鳥庫吉 昭22 1,500

25 「愛」　　　　　　　　京都日日新聞社　68頁　木村荘八 昭23 1,500

26 「ドレスメーキング」　鎌倉書房（東京）　66頁　中原淳一　並 昭24 2,000

27 「模範説教呼び声」　　　文化時報社（京都）　64頁 昭24 1,000

28 「文芸往来」　　　　　鎌倉文庫（東京）　100頁　川端康成 昭24 2,000

29 「碁」　　　　　　　　関西棋院（大阪）　40頁 昭24 1,500

30 「婦人評論」　　　　　同社（福井）　32頁　美 昭25 2,000

31 「小説公園」　　　　　六興出版社（東京）　166頁　高見順 昭25 2,000

32 「芸術と美育」　　　　芸美社（福井）　86頁　中野重治 昭29 3,000

33 「近代批評季刊」　　　金城大学英文学研究室（名古屋）　51頁 昭29 1,500

34 「中正」　　　　　　　中正社（東京）　64頁　鮎川義介 昭33 1,500

35 「北陸経済季報」　　　同研究所（富山大学内）　152頁 昭34 1,500

36 「コウロン」　　　　　中央公論社（東京）　62頁　松本清張 昭34 1,500

37 「月刊ペン」　　　　　月刊ペン社（東京）　380頁 昭43 1,000

38 「茶湯」　　　　　　　木芽文庫（東京）　104頁 昭44 1,000

39 「海」　　　　　　　　中央公論社（東京）　322頁 昭44 1,000

40 「野性時代」　　　　　角川書店（東京）　302頁 昭49 1,000
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41 宿泊料運賃其他諸物価割引店名簿　　北海道庁拓殖部　113頁 大　5 7,000

42 開道五十年紀念北海道 鴻文社（函館）

　　本文1179頁　広告200頁　帙　並 大　7 10,000

43 開道五十年記念北海道博覧会会場案内図 47×64

　　札幌北海石版所　両面 大　7 3,500

44 北海道の現状 北海道庁　58頁　美 昭15 2,000

45 能代港町町勢一覧（秋田） 能代港町役場　28頁 昭13 1,000

46 若松市案内（福島） 若松市役所　小判35頁 大12 1,500

47 福島市勢一覧　46×65 福島市役所　表全図　表紙付 昭　8 2,500

48 福島市勢一覧　46×65 福島市役所　表全図　表紙付　美 昭11 2,500

49 飯坂町勢一覧（福島）　38×53　町役場　裏略図　表紙付　美 昭　9 3,000

50 東京市全図　54×79 雄文館　裏町名早見　筒袋 昭　2 3,000

51 東京区分図　17×214 日本交通旅行案内社　表紙付 昭26 2,000

52 東京新川の今昔 岡村亀崖　214頁　函　非売品 昭38 2,500

53 酒蔵の町新川ものがたり 高木藤七小伝　高木藤夫　456頁函 平　3 2,500

54 「信濃毎日新聞」 明34．9～36．3内16部　略美 明34～ 8,000

55 長野県勢要覧 長野県　　小判47部　折込地図 昭　5 2,000

56 松本の産業と観光 松本市役所　46頁　美 昭12 1,000

57 鳥瞰図　　　日本北アルプス登山案内　33×54　大阪営林局 戦前 2,500

58 富士山と浅間神社 浅間神社　新書104頁　折込地図 大14 2,000

59 沼津市勢一班 沼津市役所　　18頁 昭　9 1,000

60 越中国立山禅定名所付図別当岩峅寺 60×41　木版墨刷裏打 江戸 17,000

61 「冨山日報」 明34．5．1～5．7内6部　冨山日報社

　　昭和天皇誕生記事　少裂、少落書含　全体に美 明34 6,000

62 伏木港概要（富山） 伏木港振興会　85頁　美 昭　7 3,000

63 氷見の山城 氷見市教育委員会　243頁 平13 1,500

64 福井県の昆虫　　井崎市左衛門　新書70頁　裏表紙微虫　非売品 昭　7 4,000

65 福井復興博覧会ポスター　76×53 気球と糸巻の図

　　チラシ2枚と入場券半券付　折　微穴2 昭27 28,000

66 真名川総合開発事業計画一覧図　37×53　福井県　両面　並 昭31 1,500

67 小浜市史（福井）　　12冊（全14冊内絵図地図編と年表総目次

　　の2冊欠） 小浜市史編纂委員会　函 昭46～ 24,000

68 鳥瞰図　大津　15×53 大津市観光課　表紙付　美 戦前 4,000

69 地券之証　32×46 度会県　微虫 明　6 7,000

70 大京都市街図　　都市計画予定線学区境及町名入　108×76

　　大黒屋　表紙付 昭　8 4,500

71 大大阪現代風景 大阪毎日新聞社　32景　表紙少難 昭　8 1,000

72 神戸市街地図　36×76 赤西万有堂　裏案内　筒袋　美 昭18 3,000

73 鳥瞰図　赤穂鉄道沿線図絵　18×77　同社　表紙付 昭　3 5,000

74 岡山県の歴史　　日本文教出版社　776頁　背少ヤケ　函難 昭43 1,000

75 佐伯町史（岡山） 同編纂委員会　653頁　函 昭50 2,000
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76 津山地方郷土誌　復刻　全4　　名著出版　函 昭52 8,000

77 吉井町史（岡山）　全3 吉井町　付図　函 平3～ 4,500

78 沼隅郡明細全図（広島）　39×55　沼隅郡先憂会　ヤケ　並 大　3 2,000

79 別府温泉市街図　39×54 和田成美堂　裏案内記　美 大13 2,500

80 第3期営業報告書 朝鮮殖産銀行　65頁　少シミ 大　8 2,500

81 営業報告24期25期　計2冊　　朝鮮銀行　計235頁　少シミ 大10 5,000

82 上海地方詳図　54×79 華和公司（上海）　筒袋　美 昭13 15,000

83 北京年中行事 満鉄北支事務局　52頁 昭14 2,000

84 画帖　想い出の北京 藤原英比古肉筆　折帖両面　14図　美 ？ 35,000

85 熱河探検画報 大阪毎日付録　12頁　並 昭　8 1,000

86 第26回半季報 台湾銀行　65頁　少シミ 明45 3,000

87 台中州物産案内 台中州立物産陳列館　小判25頁　美 昭　4 1,500

88 慶南の産業一班　　朝鮮博覧会慶尚南道協賛会　30頁　折込地図 昭　9 1,500

89 改正鉄道案内　15×158 小林書店　裏駅間里程及賃金表

　　表紙付　極美 明45 5,000

90 改訂鉄道案内図　19×83 日本地図　両面　並 昭21 1,500

91 観光日本鉄道図　25×113 東方美術　英文入　両面　記名 昭21 3,500

92 全国旅行案内地図　25×107　ロマンス付録　並 昭22 1,500

93 管内旅客関係年中行事調 仙台鉄道局　個人蔵印 昭　6 1,000

94 時刻表　6月号 日本交通公社　ポケット版　140頁 昭31 3,000

95 東京観光図 東京市設案内所 昭　9 3,000

96 東京から日帰り1．2泊名勝地図　39×54　東京日日付録 昭　9 2,000

97 「夜の東京遊覧」6 新日本観光　44頁 昭37 1,000

98 「東京のすべて」16 はとバス監修　56頁 昭37 1,000

99 「東京のすべて」8 はとバス監修　52頁 昭42 1,000

100 はとバス東京遊覧 はとバス　32頁 昭30代 1,000

101 「東京タワー」137 東京タワー出版　16頁 昭37 1,000

102 「東京タワー」149 東京タワー出版　16頁 昭46 1,000

103 遊覧案内趣味の大津 沢五車堂　56頁　折込地図　美 大15 3,500

104 奈良観光市街地図　79×109　裏観光のしるべ　表紙少難 昭11 3,500

105 苔寺案内記 西芳寺　22頁 昭24 1,000

106 観光宇治 実業春秋社　63頁　広告多 昭24 2,500

107 「夜の大阪遊覧」 大阪市営観光バス　12頁 昭39 1,000

108 鳥瞰図　観光八幡浜地図（愛媛）　18×52　藤井克修

　　裏写真　表紙付　非売品 昭26 2,500

109 松竹少女歌劇凱旋公演番組7月興行 築地東京劇場　16頁 昭　9 2,000

110 宝塚少女歌劇花組公演プログラム　東京　26頁　入場券付　美 昭10 2,000

111 新国劇脚本解説集 宮本武蔵他　北野劇場　44頁　美 昭16 1,500

112 パンフレット　シラノドベルジュラック　三越劇場　16頁 昭16 1,000

113 東京落語会パンフレット　76．78～82回　計6部

　　於ヤマハホール　入場券4枚付 昭40～ 3,000
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　　114～127　生写真

114 神宮丸　10×14　　明治39年度長浜農学校ヨリ満韓旅行セシ

　　時搭乗（宇品ヨリ大連）　39.1.12撮影　台紙貼 明39 4,000

115 倉敷尋常高等小学校卒業記念　10×14　台紙貼 大　2 1,000

116 倉敷尋常高等小学校卒業記念　10×14　台紙貼 大　4 1,000

117 日本石油株式会社柏崎製油所　同長嶺鉱場　計2枚　10×14

　　台紙（北越柏崎会田）貼 大　？ 4,000

118 組閣本部ニ入ル永野修身大将　16×11　説明封筒 昭11 1,000

119 丸之内精養軒ニ於ケル大分県人会　2枚　説明封筒 昭11 2,000

120 大蔵政務次官清瀬矩雄氏　大蔵省ニ於テ　11×14　説明封筒 昭14 1,000

121 丸ノ内工業倶楽部デ催サレタ宇佐神宮改築御造営奉賛会

　　東京支部理事会　11×15　説明封筒 昭14 1,000

122 近藤繁司氏並ニ仝家族　2枚　10×15　説明封筒 昭15 2,000

123 東京会館デ開催サレタ紀脩博士祝賀会　11×15　説明封筒 昭15 1,000

124 日比谷松本楼デ催サレタ伊藤灘尾訪日大分県知事歓送迎会

　　（在京大分県人会有志発起）　10×15　説明封筒 昭17 1,000

125 医学博士池辺棟三郎　16×12　説明封筒 戦前？ 1,000

126 長野綱良代議士　11×8 署名　贈宮川氏　説明封筒 戦前？ 1,000

127 植田謙吉大将　16×11 説明封筒 戦前？ 1,000

128 体操教範　　鈴木常松　小判200頁　画入　個人ラベル　少汚 明25 2,000

129 観艦式の栞 海軍省　32頁　軍艦写真6枚 昭　5 2,000

130 昭和8年陸軍特別大演習係員必携　　福井県　小判174頁

　　身分証　統監部関係員証付　表紙少汚 昭　8 4,000

131 昭和13年第2次防空訓練指導要領　大阪市防空本部　9頁 昭13 1,000

132 「空のまもり」4月号 大日本防空協会　28頁　少難 昭15 2,000

133 防空壕爆弾焼夷弾　3冊 大日本防空協会　小判　各30頁前後 昭16 1,500

134 写真集　わが中隊 歩62第3機関銃中隊　139頁　函 昭54 2,500

135 歩62第11中隊史 同刊行会　205頁　函 昭55 1,500

136 歩兵第62聯隊誌 同戦友会　985頁　函 平　3 3,500

137 歩兵第二二九聯隊史 同編纂委　1210頁　函少シミ 昭56 4,000

138 血盟団事件特別弁護人今泉定助弁論速記　50頁　記名 昭　9 2,000

139 全国五十万円以上資産家表 大阪時事新報社　19頁　少難 大　5 2,500

140 戦後財界裏面史 別冊実業之日本　204頁 昭30 1,000

141 煙草定価表　21×93 専売局　両面 大11 2,000

142 煙草売渡価格早見表 専売局　二つ折 昭　6 1,000

143 専売局製造煙草定価表　29×59　　専売局 昭13頃 2,000

144 近代日本地主制史研究 中村政則　東大出版　441頁　函は並 昭57 1,500

145 心理学講話 浜尾俊治　浩文社　312頁　函 昭　8 1,500

146 親鸞聖人の信仰と生涯 松本青邨　大洋社　423頁　函　美 昭14 2,000

147 国文学者一夕話付現代国文学者総覧 六文館　420頁 昭　7 3,000

148 宗吾伝 義民堂　32頁　美 昭12 1,000
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149 龍切手エンタイア写真　10枚　英文説明書　大判　畳紙　美 昭　2 4,000

150 郵便創業談 前島密　逓信協会　136頁 昭26 1,000

151 切手類在庫一覧表 鳥取郵便局　小判9頁 昭26 1,000

152 切手類目録 郵政省切手普及係　小判21頁 昭27 1,000

153 日本葉書封皮類総監1　復刻　森勝太郎　44頁　限60 昭32 1,000

154 ぼくらの日本切手カタログ1962 日本郵趣協会

　　第一版　新書80頁　美 昭36 1,500

155 日本郵便標語入日付印図鑑　　宇佐見正親　和装24頁　限100 昭42 1,000

156 山東省にあった日本郵便局とその消印　　吉田景保　24頁 昭49 1,500

157 続初期消印集成 中川長一　和装196頁 昭52 2,000

158 郵趣界ゴシップ20年史 昭33～53　京都寸葉抄　並 昭60 1,000

159 二重丸型日付印精集 日本郵趣協会　270頁　函 昭63 4,500

160 「兵庫貨幣会誌」27 兵庫貨幣会　18頁 昭43 1,000

　　161～167　講談本　木版口絵入

161 源平盛衰記全 玉田玉秀斎講演　岡本増進　206頁 明36 3,000

162 源平盛衰記冨士川合戦 玉田玉秀斎講演　岡本増進　203頁 明42 3,000

163 源平盛衰記石橋山合戦 玉田玉秀斎講演　岡本増進　199頁 明42 3,000

164 源平盛衰記倶利伽羅合戦 玉田玉秀斎講演　岡本増進　203頁 明42 3,000

165 源平盛衰記宇治川大合戦 玉田玉秀斎講演　岡本増進　201頁 明43 3,000

166 福島内乱記　　　　　神田伯龍講演　　中川玉成堂　202頁 明42 3,000

167 大石瀬左衛門　　　　神田伯龍講演　　奎文堂　214頁　少難 明43 1,500

168 己羊社書店発行文庫本　①秘密草紙　②男女のたのしみ

　　③若き男女の秘密　④夜明けまで　⑤男女生殖図解全書

　　⑥結婚の当夜　計6冊 各30～45頁　表紙少虫 昭　3 4,000

169 春情妓談水揚帳全釈 佐藤要人　太平書屋　初262頁　函 平　6 3,000

170 男女交際危険なデート 明星付録　34頁 昭41 1,000

171 女年中用文章 松川半山　文光堂　和装87丁

　　西洋衣服　西洋食事器他図入　美 明治 2,500

172 女子普通礼式 下田歌子　博文館　252頁　図入　美 明35 1,500

173 日本歴史カルタ　54×39 冨山房　　絵札読札未裁断2枚

　　大町桂月立案　小杉未醒画　美 明44 6,000

174 単語練習ＡＢＣカルタ クローバ屋玩具部　未裁断 戦後 1,500

175 紙看板版木　やけとの薬　54×23　富山県東砺波郡福野町

　　木舗笹城了念 明治 15,000

176 常磐生命保険ポスター　53×38　日の出鶴と日曜祭日表

　　上下金具付　少ヤケ 昭　2 5,000

177 講和記念新日本産業全国農機具大博覧会四日市フェアポスター

　　72×49　四日市市　裏書込 昭27 7,500

178 第13回国体弓道ポスター　79×54　富山県　略美 昭33 10,000

179 若州小浜八幡宮大祭ポスター　64×45　上下金具　美 戦前 8,000

180 東京オリンピック1964ポスター　102×55　日の丸五輪 昭39 25,000
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181 厩馬新論　　　　龍山堂主人　択善居刊行　30丁図版5枚　美 安政元 17,000

182 内外一覧 咬菜窩蔵版　橋詰敏識　折帖　美 明　6 3,000

183 武家華族名誉伝　初編全2　子安信成　山中市兵衛発兌

　　山本勝月画　和装計63丁　表紙少虫ナメ 明13 6,000

184 臓腑経絡詳解　巻2．4．付録　計3冊　岡本一抱子　少難 元禄3 6,000

185 「成医会月報」9 成医会　47頁　並 明15 2,500

186 石黒忠悳懐旧九十年 博文館　500頁　函少難 昭11 2,500

187 万代講　15×81　　御師綿谷太夫　折帖　表紙付　両面

　　伊勢道中宿付　中仙道多賀道定宿付　阿保越道中宿付 天保14 4,000

188 芝居番付　　　　　実録忠臣蔵他　10頁　歌舞伎座　清満画 明23 3,500

189 「新衣」8月号 宮本儀助商店　写真16頁　本文20頁 明43 2,000

190 「菊鶴」2 菊鶴足袋（岐阜）　14頁　美 昭28 1,000

191 「蝋人形」10月号 二葉書店　32頁　春夫、八十他　美 昭23 2,000

192 日本万国博覧会回数入場券 12枚綴　未使用　極美 昭15 10,000

193 布幟　　小粒せんたく石鹸ビーズ　204×70　花王マーク　美 戦前？ 4,000

194 株主招待券（綴） 松竹興行　一部使用28枚残り　表紙付 昭　8 2,000

195 総天然色立体漫画スライド　全6枚袋入　横山隆一、横山泰三

　　根本進、荻原賢次、清水昆、長谷川町子、ステレオキング付 戦後 10,000

196 耕耘機、エンジン、ストーブ他チラシ 19枚　美 昭30代 6,000

197 テレビラジオ年鑑　テレビ新聞社　814頁　広告多　表紙は並 昭35 3,500

198  '70年型乗用車比較ガイド　自動車付録　写真92頁　48頁　並 昭44 2,000

199 図南丸南氷洋捕鯨写真帳　日産水産研究所　80図　非売品　美 昭11 30,000

200 第1回営業報告書 極洋捕鯨　８頁 昭13 1,000

201 第35年度事業報告書付株主名簿 日清汽船　19頁 昭17 1,000

202 航路標識便覧表　　航路標識管理所　44頁　折込地図　点虫穴多 明32 3,000

203 森式照明器具6　　72頁　天井灯外灯軒灯他写真　表紙少虫ナメ 戦前 2,500

204 日本文化放送協会開局一周年記念　14頁 昭27 1,000

205 ＮＨＫのしおり ＮＨＫ 20頁 昭42 1,000

206 瀬川伸歌のアルバム 3折 サイン入　美 戦後 1,500

207 ＴＨＥ　ＡＴＲＥ　ＤＥ　ＰＯＵＰＥＥＳ（仏）　宮島綱男

　　文楽の人形芝居 日仏文化協会　44頁 昭　3 2,000

208 「名所旧跡」2巻1号 同社 38頁　ゴム印 昭　4 1,000

209 松平春嶽公　　　　　徳山国三郎　郷土史伝刊　180頁　記名 昭16 2,000

210 徐福 新宮保勝会　38頁 昭15 1,000

211 原色日本園芸竹笹総図説 岡村はた はあと出版

　　384頁　函　表紙に極微傷　函背少ヤケ 平　3 25,000

212 越前和紙　福井県和紙工業協組　見本紙269枚　限500　函 昭45 10,000

213 論集終末期古墳 森浩一　塙書房　582頁　函 昭53 1,500

214 犯罪者の心理　　金子準二　近代犯罪科学全集　初606頁　函 昭　5 2,000

215 殺人と性的犯罪　荒木治義　近代犯罪科学全集　初516頁　函 昭　5 2,000

216 初荷札　　40×15　赤と緑　計2枚 旭硝子　紐付　美 戦前？ 2,000
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　　217～227　豆本　9.5～10.3×6.4～7.2

　　※は裏表紙に記名あり　並～少難

217 アリバゝ物語　　　　榎本書店　教育お伽噺　31頁　※ 大　3 2,000

218 狼の恩人　　　　　　榎本書店　教育お伽噺　32頁　※ 大　3 1,500

219 母の形見　　　　　　榎本書店　教育お伽噺　30頁　※ 大　4 1,500

220 友千鳥　　　　　　　榎本書店　教育お伽噺　30頁　※ 大　4 2,000

221 稲葉太郎　　　　　　榎本書店　英勇文庫　　59頁 大　5 2,500

222 雲隠小天狗　　　　　榎本書店　英勇文庫　　62頁 大　5 2,000

223 奇遇のバイオリン　　富田屋書店　教育お伽噺　31頁　※ 大　4 2,000

224 逢ふが別れ　　　　　富田屋書店　教育お伽噺　30頁　※ 大　4 1,500

225 新カチューシャ　　　富田屋書店　家庭お伽噺　30頁　※ 大　5 2,000

226 祟りの火　　　　　　富田屋書店　家庭お伽噺　30頁　※ 大　5 2,000

227 黒い箱　　　　　　　富田屋書店　探偵文庫　　54頁　※ 大　5 2,500

228 高嶺の雪　　　　　　落合直文　明治書院　再136頁　個人印 明29 4,000

229 内に聴く　　　　　　高安やす子　玄文社詩歌部　再197頁

　　自刻木版2枚入　函　少疲 大10 3,500

230 瓢箪ものがたり　　　七五三翠巌　町田書店　254頁　函 大11 3,000

231 詩集野の娘　　　　　中川一政　　昭南書房　初187頁　署名　カバ 昭18 12,000

232 笹野権三郎　　　　　春江堂　　　新講談文庫　初207頁 昭14 2,000

233 荒川白蛇丸　　　　　大文館　　　大衆文庫　初237頁　表紙微穴 昭14 2,000

234 朝霧　　　　　　　　阿部知二　　三島文庫　　初231頁　美 昭21 1,000

235 故郷　　　　　　　　瀧井孝作　　三島文庫　　初240頁　美 昭21 1,000

236 草筏　　　　　　　　外村繁　　　三島文庫　　初294頁　美 昭21 1,000

237 海の鬼　　　　　　　伊藤栄之介　三島文庫　　初255頁　少シミ 昭22 1,000

238 舞扇　　　　　　　　北條誠　　　三島文庫　　初287頁　美 昭22 1,000

239 紅い花　　　　　　　上林暁　　　三島文庫　　初262頁　美 昭22 1,000

240 近代奇談第一集　　　三竹書房　94頁　乱歩　三宅一郎他 昭22 1,500

241 女学生群　　　　　　田村泰次郎　東方社　　初287頁　少シミ 昭25 1,000

242 「新小説」10年3巻 春陽堂　280頁　絵葉書欠

　　風葉未明鏡花　口絵清方　少シミ 明38 2,500

243 「新小説」10年11巻 春陽堂　288頁　絵葉書欠

　　柳浪露英不弧　口絵英萌　少シミ 明38 2,500

244 「新女苑」1月号　　　実業之日本社　森山啓　深田久弥他　並 昭18 1,500

245 「新女苑」2月号　　　実業之日本社　56頁　並 昭20 1,500

246 「新女苑」4月号　　　実業之日本社　阿部知二　泰次郎他　並 昭23 1,000

247 「新青年」5月号　　　博文館　64頁　十蘭　周五郎他 昭21 1,500

248 「作品」3　　　　　　北陸配電福井支店　18頁　非売品　綴穴 昭25頃 1,000

249 お化け煙突の世界－映画監督五所平之助の人と仕事

　　佐藤忠男　　　　ノーベル書房　329頁　函 昭52 2,000

250 アルプス伝説集 山下雷鳥　黒百合社　初147頁 昭　7 2,000

251 八百善物語 江守奈比古　新文明社　初351頁　函 昭37 2,000
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252 「愛書家くらぶ」1～10 10冊　斎藤夜居　限定　美 昭41～ 8,000

253 「紫水晶」16　　　　佐々木結梗　6頁　蔵書票1枚　限195 昭41 1,000

254 坂本一敏蔵書票集　　私家版　42枚貼　限30　川上澄生他 昭46 15,000

255 枕　　　　　　　　　伊藤晴雨　粋古堂　横36頁 昭23 3,500

256 「学燈」編集の思い出　本庄桂輔　白鳳社　初246頁　カバ帯 昭60 1,000

257 増補絵抄和字功過自知緑 須原屋他　41丁 天保9 3,000

258 墨場必携　全6　　　　　　市河米庵　鴻宝堂　和装　美 明13 4,000

259 和漢書道史　　　　　　　藤原鶴来　二玄社　399頁　函 昭49 1,000

260 臨書新研究　　　　　　　上田桑鳩　教育図書研究所　305頁　函 昭50 1,500

261 年賀状お手本　19×102 少女倶楽部付録　両面　美 昭12 1,500

262 現今英名百首　　　　　　江尻絓一郎　　梶田勘助出版

　　和装50丁　鮮斎永濯画　美 明14 6,000

263 越前武生文辰狂歌集　　　石橋重吉　文辰百年追遠会　98頁　非売 昭10 5,000

264 大日本骨董全書　　　　　玉椿荘楽只　大文館　854頁　函 昭　9 3,000

265 装剣奇賞　付録共全7 松雲堂　　明治刷　美 明治 30,000

266 以呂波引月耕漫画　3編全7 東陽堂支店　　和装　美　拵帙 明34～ 25,000

267 倭漢三才図会　　総目録共全6　　表紙少ヤケ　　チェック少線引 明34～ 20,000

268 西郷南洲翁画帖 尚美堂　小判折帖　奥付裂補修 昭　5 2,000

269 東海道五十三次図絵　　　池田遙邨　芸艸　裏表紙少虫　帙爪欠　並 昭13 5,000

270 李朝工芸と古陶の美　　　朴徹　　　東洋経済日報社　432頁　函 昭51 3,000

271 東一雄画集　　　　　　　同刊行会　101点　特装本　限200 昭58 5,000

272 瀬戸絵皿の魔力　　　　　三田村善衛　里文出版　185頁　カバ 平　7 1,000

273 中島菜刀書簡　19×78 蔓宛　絵入　封筒欠 ？ 3,000

274 巻物　古流生花中伝　17×300　松希斎理儔　松緩斎理雄 弘化3 3,000

275 巻物　相阿弥流盆山石　初之巻　17×630　少虫入

　　相□補正流盆山石　北越第4世師範　石英斎戸沢薫弘 明22 5,000

276 巻物　手綱目録　17×190 丹尾兵馬 安政4 5,000

277 煎茶道静風流　全2 海野彰堂　主婦の友社　計426頁　函 昭51～ 2,000

278 煎茶全書　全2 　　　　　主婦の友社　計878頁　函 昭51～ 2,000

279 地理初歩全 文部省編纂　13丁　筑摩県印　筒袋　美 明　6 3,000

280 小学臨画帖　松井昇　二書堂（小川九平、沢宗次郎）　20頁並 明11 2,500

281 小学唱歌集　3編 文部省編　和装45丁 明18 2,000

282 第15回卒業記念写真帖 大連商業学校　遊び紙切れ

　　顔写真にサイン入、巻末に寄せ書き 昭　5 5,000

283 裁縫帳　　　　福井市尋常小学校第456学年用　横44頁　美 昭　6 2,000

284 ヌリエ　フネ 熊谷鉄也画　東邦教材　25頁　未使用美 昭19 2,500

285 実業少年明治豪商立志譚4巻4号　博文館　72頁　裏表紙欠　並 明43 1,000

286 大臣大将の少年時代 沢田撫松　南海書院　250頁 昭　2 1,000

287 御民われら　　国民学校5年級　　少国民文化研究所編

　　崇文堂　初312頁　装幀寺本忠雄　函　並 昭16 3,500

288 「時事漫画」452 北沢楽天主筆　時事新報付録　8面　並 昭　5 2,000

ー25ー



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

289 ポスター　　加賀国金石港加能汽船　51×69

　　取扱店　北海道～馬関　28回漕店名　代理店　6店

　　船図入　3色木版　微シミ 明治 40,000

290 船舶国籍証書（河北郡七塚町木造汽船）　東海海運局七尾支局

　　動力漁船登録票　船舶検査証書他　計4点 昭37～ 4,000

291 時局防空必携 小松市　小判45頁 昭18 1,500

292 家庭防空防火　　防空協会石川県支部　小判52頁　書込　シミ 戦前 1,000

293 加越能共同株式開耕社小作人規則　6頁 明26 1,500

294 石川県羽咋郡西海村字風無地図（地籍図）　34図　少虫 昭7写 17,000

295 石川県羽咋郡西海村字千浦地図（地籍図）　48図　少虫 ？ 24,000

296 参宮旅行の栞　　　　金沢市少将町高等小学校　小判45頁　並 昭10 1,000

297 会員名簿　　　　石川県立小松中学校　小判187頁　綴金具錆折 昭11 1,000

298 会員名簿　　　　石川県立小松中学校　小判161頁　綴金具錆折 昭15 1,000

299 児童訓　　　　　　　石川県能美郡川北国民学校　小判折帖 戦前 1,000

300 「虚妾」創刊号　　　石川県立桜ヶ丘高校文芸部　100頁 昭24 2,000

301 「山脈」創刊号、2号　計2冊　　金沢大学文芸部　長岡博男　　　　昭24.5 4,000

302 「雪国」創刊号　　　雪国芸術社（金沢）　80頁　栃折久美子 昭21 3,000

303 「文彩」創刊号　　　文彩発行所（金沢）　26頁　美 昭21 2,000

304 歌集古志路　　太田静思（山代）遺著　287頁　函少難　非売品 昭15 3,500

305 郷土の書物－石川県関係書籍解題　川良雄　図書館協　364頁 昭39 2,500

306 創刊のこころ－金沢の戦後雑誌から　西田圀夫　非売　限定　帯 昭48 3,000

307 古流生花松廼影　　　松□斎千羽理芳　加賀金沢就正堂蔵版

　　和装　題簽欠　並 明14 5,000

308 加賀の工芸　　　　　高橋勇　　石川県美術文化協会　218頁 昭33 1,500

309 金沢の玩具　　　　　村尾泰　　北国出版社　173頁　カバ 昭46 1,000

310 九谷庄三展図録　　　　　　　　石川県美術館　135図 昭51 3,000

311 寺井の色絵九谷作品図録　　　　寺井愛陶会　112頁 昭56 3,500

312 小松の伝統美術工芸展　　　　　小松市立博物館　60図 平　2 2,000

313 古酒屋孫次展　　　　　　　　　寺井町九谷焼資料館　20頁 平　8 1,000

314 新加能画人集成　　　　　　　　金沢市　242頁　カバ 平　2 10,000

315 堀忠義画集　　　　　　　　　　協同美術印刷　61図　函 昭50代 1,500

316 忘羊録　　　　　　　坂野雄一　和装56丁　献署 昭60 1,000

317 北陸の百山　　　　　　　　　　朝日新聞　226頁　カバ帯 昭62 1,500

318 季の白山　　　　　　田中與志雄写真集　光村印刷　83頁　カバ 平　4 1,500

319 プログラム　ＨＩＴ　ＪＡＺＺ　ＯＦ　ＳＰＲＩＮＧ

　　北国第一劇場　3折　フランキー堺　ＥＨエリック他 昭28 2,000

320 人物紙芝居第一部　　脇内泰雄　北陸政経新報　158頁　美 昭29 1,500

321 北国銀行貯蓄すごろく　59×43　案益田金六　画坂みのる 昭31 5,000

322 石川県下商工便覧　復刻　　　　十月社　和装横小判　函　限定 平　4 12,000

323 石川県和倉温泉案内 和倉鉱泉営業組合　小判15頁　美 大11 1,000

324 金沢城下南部の歴史 新保望 562頁　付図6枚　函 昭62 2,500
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1 昭62 18000

2 近代フランスのデッサン 1970 4500

3 光村推古書院 昭50 10000

4 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

5 新加能画人集成　 金沢市教育委員会 カバー　美本　 金沢市 平2 8000

6 鉄斎研究　第二五号 　鉄斎研究所 昭51 1500

7 鉄斎研究　第二〇号 　鉄斎研究所 昭50 1500

8 芥子園画伝国訳釋解 山本元 再版、函 芸そう堂 昭52 2000

9 浮世絵の画人傳 　展望社 昭 56 1500

10 近代日本画の人脈 田中穣 函　帯 新潮社 昭50 1500

11 民族藝術　1 民族藝術学会編 カバー、創刊号 講談社 1985 2500

12 民族藝術　2 民族藝術学会編 カバー 講談社 1986 2500

13 民族藝術　4 民族藝術学会編 カバー 講談社 1988 2500

14 民族藝術　8 民族藝術学会編 カバー 講談社 1992 2500

15 民族藝術　11 民族藝術学会編 カバー 民族藝術学会 1995 2500

16 民族藝術　16 民族藝術学会編 カバー 民族藝術学会 2000 2500

17 越中製陶史稿 山本久作 和装本　状態良 輝久華荘 昭9 20000

18 岡山陶芸図鑑 函、大型本、帙入 岡山日日新聞社 昭56 10000

19 画集　ねむの木の詩 宮城まり子編 昭54 2000

20 1999 28000

21 昭58 45000

22 昭59 13000

23 1989 10000

24 中國書論集 中田勇次郎 1971 3000

25 書道大字典　上下揃　索引つき 伏見冲敬編 昭49 8000

26 書源 藤原鶴来編　初版 1970 6000

27 完本　宮柊二全歌集 宮柊二　　　　初版 昭46 4000

28 日々の俳句 沢木欣一 初版、カバー、帯 求龍堂 昭58 1500

29 評伝前田普羅 中西舗土 著 平3 2000

30 加賀の千代真蹟集　　改訂版 中本恕堂編 昭58 5000

31 不思議の名人　加賀の千代女 松居高生 初版、カバー、 能登印刷出版 2005 1500

32 句文集　母子草 杉原竹女 初版、函、状態良 あらうみ会 昭44 2000

33 新北陸俳句歳時記 石川県俳文学協会 初版　 カバー　 帯　 北国新聞社 平4 2000

34 昭45 15000

35 昭60 1000

36 大衆小説の世界と反世界 池田浩士 初版　 カバー　 帯　 　現代書館 1983 1500

37 作家の周辺 : 相田昭写真集 相田昭 著 初版　 カバー　 帯　 　新潮社 1994 1500

38 私と朝鮮 小田実 初版　 カバー　 　筑摩書房 1977 1000

39 1997 1500

40  函　 帯　月報付 　あかね書房 1961 10000

41 わたしの万葉歌碑 犬養孝 初版 カバー　 　社会思想社 1982 1000

42 昭48 1000

43 平5 1000

44 王城の旅　天皇家のふるさと 昭48 2000

45 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

46 近代漢方薬ハンドブック 1 高橋良忠 著 第11版　 カバー　 　薬局新聞社 平8 1500

47 江戸時代の科学 東京科学博物館編 　函　復刻版 　名著刊行会 平 7 4000

48 妹島和世+西沢立衛読本-2005 2005 2000

49 2015 1000

一誠堂能瀬書店
〒920-0862　金沢市芳斉1-4-31

tel/fax 076-256-3630

nose@ishikawa.kosho.gr.jp

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（（株））

監修・高田博厚　訳・杉本公子　記名有　カバー少切　岩崎美術社

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　函

譚景昇図・十六羅漢図・青緑山水図他

ドキュメント銀行　金融再編の20年史―1995-2015　　前田裕之　　カバー　帯　トゥエンティワン

初版、カバー、状態良　明治書院

限定700部　 　　　　　北国出版社

少年倶楽部　復刻愛蔵版　昭和7年度　全12冊 付録付　美本　外函付　　講談社

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　六郷出版

牧牛図・和合神図・噴飯帖他

再版　 函　状態経年並　　二玄社

初版　 函　状態経年並　角川書店

 函少痛有　状態経年並　　二玄社

函、別冊付、状態良　　立風書房

『ふるさと』と『裸像』　『裸像』覆刻全四巻　中野　深田　大間知　他　　　函　帯　限定500部　　　桂書房

小野武雄　千葉山人　編著　初版　函

カバー、署名・イラスト入　宮城まり子

ティリッヒ著作集　新装復刊　全11巻揃　初版　カバー 　巻末に印、状態良　　白水社

せきね文庫選集　第一期　別冊付　計13冊揃　250部限定版　　帙入　美本　輸送函　　　教育出版センター

蜀山人未刊資料集　国文学研究資料文庫28-30　全3巻揃　函　輸送函　状態良　ゆまに書房

中西進・岸哲男・津田由伎子　写真　片岡敏男　カバー　毎日新聞社

　　初版　カバー　帯　　エーディーエー・エディタ・トーキョー

シェイクスピアの謎 : 法律家のみたシェイクスピア　小室金之助　　初版　カバー　帯　　三修社

図説　日本民俗学全集　全八冊揃　　藤沢衛彦

白村江　敗戦始末記と薬師寺の謎　　鈴木治 カバー、帯、小日付印有　　学生社

海の正倉院沖ノ島 : よみがえる建国の神々　　武藤正行　　カバー　帯　　　世界日報社
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50 平18 1000

51 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

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

53 武道宝鑑　復刻版 講談社編 函 講談社 昭50 5000

54 夢想神伝流居合道　　改訂新版 　山蔦重吉 函　 愛隆堂 昭55 2000

55 相撲昭和史　激動の軌跡 高永武敏 初版　函　 恒文社 昭57 2500

56 世界哺乳類和名事典 今泉吉典監修 初版　函 平凡社 昭 63 8000

57 北九州市産蝶類分布概念図 上田将人 白水隆監修　函 自費出版 昭63 10000

58 小豆島土庄大会 平2 3500

59 平和宗教名鑑　1950年版 昭 25 2000

60 昭62 6000

61 良寛　伝記・年譜・文献目録 良寛全集別巻① 函　 野島出版 昭56 5000

62 ふるさと・くがみ　良寛自筆歌集 解説　安田ゆき彦 昭49 4000

63 仏教経典叙説　私訳阿弥陀経 高畑崇導 初版 函　状態良 　隆文館 昭55 1000

64 妙好人　清九郎物語 遠藤撮雄　　第4刷 昭55 1500

65 真宗聖典　　　　　　　第3版 昭57 2500

66 白鳥の歌びとー坂村真民 紀野一義 初版　 カバー　 帯　 　柏樹社 1990 800

67 初版、函、状態良 淡交社 1983 2000

68 千利休とその周辺 杉本捷雄 初版、函 淡交社 昭 45 2500

69 近松の浄瑠璃 白倉一由 第2版　函 近代文芸社 1989 3000

70 1993 4000

71 2011 5000

72 1993 1000

73 函 朝日新聞社 昭 4 1500

74 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

75 函 朝日新聞社 昭 4 1500

76 函 朝日新聞社 昭 5 1500

77 函 朝日新聞社 昭 5 1500

78 函 朝日新聞社 昭 5 1500

79 低能児教育の実際 荒木善次 再版　 函やけ　 文川堂書房 昭10 10000

80 2017 1000

81 紅と紺と　日本女性史 林屋辰三郎編 初版、函 朝日新聞社 昭41 1500

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

83 江戸切絵図と東京名所絵 白石つとむ 編 函、カバー、第2刷　 　小学館 1993 4000

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

85 初版　 カバー 東京新聞出版局 1994 1500

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

87 昭56 1500

88 2004 1000

89 1989 1500

90 1989 1000

91 江戸時代の制度事典 大槙紫山 付録つき　 函　 帯　 　歴史図書社 昭50 3000

92 函 吉川弘文館 昭42 2000

93 昭42 1000

94 郵便取扱の図　複製　　14図 柴田真哉 折本布装仕立て　 2000

95 家康公の時計　　　落合偉洲著 2013 1500

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

97 　足心道本部 昭56 1000

98 　イザラ書房 1977 1000

一誠堂能瀬書店
〒920-0862　金沢市芳斉1-4-31

tel/fax 076-256-3630

nose@ishikawa.kosho.gr.jp

足心道による健体康心法　柴田家庭健康術　　柴田和通　　第41版　函

季刊　月の牙　春の陣　創刊準備号　特集・燃える黒髪　　　経年スレ有

第二朝日常識講座10　食糧問題講話　　下村宏

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

神田川 : よみがえれ東京の源流

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　帯少シミ　八木書店

宮本常一の写真に読む失われた昭和　　佐野眞一著　　第3刷　カバー　帯　　平凡社

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　朝日新聞社

ふるさとの昭和史 : 暮らしの変容　　熊谷元一　井出孫六・解説　カバー　帯　岩波書店

光太夫の悲恋　大黒屋光太夫の研究　　亀井高孝

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　　講談社

郵政省逓信博物館

　　　初版　 カバー　 帯　著者署名・落款有　　平凡社

環境にやさしいリニアモーターを用いた新交通システム　　饗庭貢　　　カバー　　　北國新聞社

第三回全国潜れ切支丹研究大会　講演並各県代表発表要綱

石川県宗教連盟監修　平和宗教名鑑編纂委員会発行

北越偉人　沙門良寛全傳　復刻版　　西郡久吾編　渡辺秀英校訂　　函　帯　　　象山社

函　　　　　　　　中央公論美術出版

 カバー　角印２箇所　鉾立光蓮寺

合成皮革ケース入り　本体美本　　　東本願寺出版部

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3　社会と新聞　　美土路昌一

『茶経』と我が国茶道の歴史的意義　　　千宗室

新興キネマ　戦前娯楽映画の王国　　佐藤忠男　登川直樹　丸尾定　カバー　フィルムアート社

続々・明治期大阪の演芸速記本基礎研究　愛蔵版　旭堂南陵　　カバー　帯　　たる出版

さらば松竹新喜劇 : 天外・寛美と過ごした日々　　藤井薫　　カバー　帯　　情報センター出版局

第二朝日常識講座7　最新科学の話　　石川六郎

第二朝日常識講座 9 公民教育の話　　関口泰
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99 日本二千六百年史 大川周明 著 2017 1000

100 男装従軍記　　　　永田美那子 昭7 10000

101 2011 3000

102 能と連歌　 島津忠夫 初版　 カバー　 和泉書院 1990 2000

103 1977 1500

104 咸南名鑑 昭15 25000

105 北海道概況　昭和二十六年 昭27 1500

106 昭47 2000

107 一乗谷　朝倉史跡・伝説 青山作太郎 昭47 2500

108 ふるさと富山歴史館 　富山新聞社 2001 7000

109 日本海文化研究　　　　　　函 平1 2000

110 1994～2003 10000

111 越中志徴　復刻版　上下巻合本 　森田柿園著　 第2版　 函　 　富山新聞社 昭54 5000

112 平21 1500

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

114 初版　 函　 北国出版社 昭58 3000

115 昭61 3500

116 1988 2500

117 石川県医師会創立百年史 函　美本　 石川県医師会 2013 5000

118 平10 5000

119 カバー　美本　 珠洲市役所 平16 2000

120 函　美本　 石川県門前町 平16 3000

121 函　美本　 石川県門前町 平17 5000

122 函　美本　 石川県門前町 平16 5000

123 新修　七尾市史　6　近現代編 函　美本　 七尾市役所 平22 5000

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

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

126 函　美本　 七尾市役所 平16 5000

127 函　美本　 七尾市役所 平24 5000

128 函２ケ所小傷　美本　 七尾市役所 平15 5000

129 函　美本　 七尾市役所 平23 5000

130 図説　中島町の歴史と文化 函　 カバー　美本　 中島町役場 平7 2000

131 カバー　美本　 石川県内浦町 平17 1500

132 函なし　状態良 内浦町役場 昭57 4000

133 カバー　美本 石川県鳥屋町 平17 1500

134 カバー　美本 石川県富来町 平17 1500

135 カバー　美本 石川県鹿西町 平17 1500

136 鹿西町史 鹿西町役場 平3 8500

137 初版、カバー 橋本確文堂 平11 2000

138 能登半島学術調査書　付図共 昭40 20000

139 2007 7000

140 内灘郷土史　復刻版 中山又次郎 函　状態良　 　内灘町役場 昭49 5000

141 内灘町史 函　美本　 石川県内灘町 昭57 6000

142 吉野谷村史　史料編　近現代 平16 3000

143 図説　吉野谷村の歴史 平16 4500

144 鶴来町史　完結篇 平23 4000

145 図説　川北町の風土と歴史 美本　 川北町役場 平11 1500

146 蝶屋の歴史　通史編 函　美本 石川県美川町 平16 4000

147 小松商工会議所50周年記念誌 平4 5000

初版　新書判　　細田武・山本武生

気候の語る日本の歴史　そしえて文庫4　　山本武夫　　　第3刷　カバー　記名有　　そしえて

一誠堂能瀬書店
〒920-0862　金沢市芳斉1-4-31

tel/fax 076-256-3630

nose@ishikawa.kosho.gr.jp

舳倉の鳥たち : 能登半島沖50km　　　橘映州

函、付図7種類揃函入共　付図・本体状態良　　石川県

能登半島今昔写真帖 : 保存版　　中村裕監修　　　　カバー　大型本　　　　郷土出版社

函　美本　　石川県白山市鶴来支所

第2刷　 函　付録つき　美本　　石川県吉野谷村

安部磯雄の生涯 : 質素之生活 高遠之理想　　井口隆史　　カバー　帯　　　早稲田大学出版部

　　初版　函なし　状態経年並上　朝鮮元山毎日新聞社

天・小口経年ヤケ有　　北海道開発局官房開発調査課

志摩のはしりかね　附天保記　志陽略誌　ほか　岩田準一　限定版　鳥羽水族館内　中村幸昭

第3刷　 カバー　 帯　　毎日ワンズ

　初版　 函なし　背痛・経年やけ・小印有　日本評論社

鹿西町閉町記念誌　まほろばの郷

富来町閉町記念誌　さくら貝の詩が聞こえる

函　美本　　　　　石川県吉野谷村

函　正誤表付　美本　ゆうパックにて発送

富山県立山博物館　研究紀要　第1号～第10号揃

深井甚三, 米原寛 監修　　カバー　帯

日本海文化を考える富山シンポジウム実行委員会編　教育委員会

　　　　　　　　　富山県立山博物館

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

函　状態良　　　　小松商工会議所

図説　門前町の歴史　町制施行50周年記念

真宗大谷派　金沢別院史　下　史料編　　北西弘

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

蓮如さん : 門徒が語る蓮如伝承集成　　加能民俗の会　初版　カバー　帯　橋本確文堂

スポーツ石川のあゆみ　㈶石川県体育協会創立50周年記念史　　　函　正誤表付　　　　石川県体育協会

珠洲のれきし　珠洲市制五十周年記念

新修　門前町史　資料編4　海運

新修　門前町史　資料編5　近現代

新修　七尾市史　12　造形文化編

新修　七尾市史 15 通史編 2 近世

新修　七尾市史　2　古代・中世編

新修　七尾市史　14　通史編1　原始・古代・中世

図説　内浦町史　ときの輝の中で

内浦町史　第二巻　資料編　近世・近現代・民俗

ビジュアル鳥屋町史　夢おりなして
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148 函　美本　 石川県小松市 平28 5000

149 函　美本　 石川県小松市 平27 5000

150 函　美本　 石川県小松市 平20 5000

151 函　美本　 石川県小松市 平18 5000

152 函　美本　 石川県小松市 平16 5000

153 函　美本　 石川県小松市 平15 5000

154 函　美本　 石川県小松市 平22 4000

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

156 平12 2000

157 能登印刷出版部 1999 1500

158 平14 2500

159 加賀奇談考 西敏明 初版　 カバー　 文献出版 昭55 1000

160 昭63 1000

161 1988 1000

162 金沢市近江町市場史 　　　　　　初版　函 昭55 3000

163 平10 3500

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

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

166 白山 上杉喜寿 初版、カバー ビジョン北陸 昭61 4000

167 白山史料集　上巻 昭54 6000

168 白山 : 自然と文化 総合研究 北国新聞社 1992 8000

169 石川県林業史 平9 15000

170 平3 1500

171 九谷焼 : 産業と文化の歴史 矢ケ崎孝雄 1985 1500

172 初版 カバー　 北国出版社 昭49 8000

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

174 石川県写真史 昭55 2000

175 金沢市五郎島町史 平2 2000

176 増泉　春日神社誌 園崎善一編 平13 5000

177 金沢・常福寺歴史資料図録 平13 6000

178 平8 2000

179 昭57 15000

180 金沢　武蔵家おぼえ書 中村春江 昭54 5000

181 初版　 函少汚れ有　 　柏書房 1978 4000

182 金澤教会百年史 1981 3500

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

184 昭39-41 50000

185 昭56 7000

186 鏡花文学新論 蒲生欣一郎 初版、函、帯 山手書房 1976 5000

187 鏡花研究　第七号 平1 2500

188 室生犀星　ききがき抄 昭37 5000

189 室生犀星句集　魚眠洞全句 室生朝子編　再版 昭54 2500

190 龍書房 2000 1000

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

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

193 付録つき　美本　 北国出版社 昭62 2500

194 昭51 25000

195 平11 1000

196 兼六園歳時記 下郷稔 初版　 カバー　 帯　 　能登印刷 平5 1000

一誠堂能瀬書店

　　　　函、日本海文化叢書第4巻　　石川県図書館協会

　　　　　　　　初版　 函　附図三枚つき　

　　函　美本　　　石川県山林協会

加賀染　太郎田屋與右衛門　　　高桒砂夜子　カバー　署名本　加賀染振興協会　橋本確文堂

初版、カバー　　　日本経済評論社

手取川七ヶ用水誌　上下・附図揃 初版　函　　　　同用水土地改良区

函　献呈署名本　印有　　　私家版

若者組の研究　能登柴垣の若者組　　　天野武

　　　　　　　　　　函　　　日本基督教団金沢教会長老会

加賀象嵌職人　米沢弘安の人と作品　　田中喜男

〒920-0862　金沢市芳斉1-4-31

tel/fax 076-256-3630

nose@ishikawa.kosho.gr.jp

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

平成9年1月　ロシアタンカー油流出災害の記録　　　　　　石川県環境安全部消防防災課

文化財保存実態調査報告書　（美術工芸品保存調査業務）　平成9年度～平成13年度

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　国書刊行会

百万石の光と影 : 新しい地域史の発想と構築 浅香年木遺稿集第1集　初版　カバー　能登印刷

　　　近江町市場商店街振興組合

新修　小松市史　資料編6　水運

新修　小松市史　資料編5　曳山　CD-ROMつき

図説　こまつの歴史　新修小松市史10

江戸から金沢へ　旅日記「越の山ふみ」をたどる　　皆森禮子　　初版　カバー　美本　　蒼文舎

昔の十二ケ月 : 城下町金沢の年中行事　　　金沢市立玉川図書館編

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

　　　　　　　　函欠　正誤表付　　　石川県営業写真協会

函　　　　　　　　金沢市五郎島町会

函　美本　五ヶ庄総鎮守春日神社

　　函、金沢市文化財紀要177　　　金沢市教育委員会

加州鶴来　金釼宮仏供箱と出土銭貨　天文二四年銘文資料から　　芝田悟　クロス装　鶴来町教育委員会

兼六園全史　限定500部内231番　　石川県公園事務所編　　函　正誤表付　　兼六園観光協会

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

金沢泉丘高等学校蔵善本解題目録 状態良　　県立金沢泉丘高等学校

状態良　　　　　　石川近代文学館

新保千代子　初版　 函改装　 帯なし　状態良　　角川書店

 函背経年スレ 帯　　北国出版社

室生犀星研究　第20輯　資料・表棹影の日記　　室生犀星学会　状態良

松原敏詩集　埒もなきことにて候　　　　　　初版　函
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197 北陸悲恋伝説の地を行く 子母澤類 初版　 カバー　 帯　 　北国新聞社 2002 1500

198 加賀百万石の母 　近代文藝社 1994 1500

199 大奥の宰相　古那局 野村昭子 2000 1000

200 平17 2000

201 平1 2000

202 　ＢＯＣ出版部 1993 1000

203 1998 1000

204 金沢北地域誌　香我の譜 昭58 2000

205 金沢北郊の変貌 昭37 2000

206 北国出版社 昭47 1500

207 昭60 1000

208 平2 1500

209 加賀國菊酒考　複製本 富田景周 昭43 15000

210 能登・加賀漂流物語 　北国新聞社 平10 1500

211 加賀城下町の言葉 　　能登印刷 1998 1000

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

213 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

214 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

215 加賀藩主　前田斉泰　図録 平7 1500

216 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

217 加賀騒動 : おもかげの譜 平12 2000

218 　一頁線引き有　 私家版 昭48 2000

219 昭42 5000

220 稿本　金澤市史　市街編第二 和田文次郎編 経年やけ　附図良 　金澤市役所 大6 5000

221 稿本　金澤市史　市街編第三 和田文次郎編 函　本体経年並上 　金澤市役所 大6 5000

222 稿本　金澤市史　市街編第四 和田文次郎編 大9 5000

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

224 平11 15000

225 市史かなざわ　第1号・第2号 金沢市 平7・8 2000

226 改訂増補　加能郷土辞彙 日置謙編 　 函　状態良 　北国新聞社 昭48 28000

227 南町のあゆみ 平17 4500

228 富樫郷土史 昭46 1500

229 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

230 金沢百年 町名を辿る 読売新聞金沢総局 1990 1000

231 高儀町誌 高儀会編 　経年やけ　 金沢市高儀会 昭15 4000

232 平19 3000

233 緑地帯 林政武 昭16 2000

234 初版　 カバー　 帯　 　東都書房 昭34 1000

235 石川縣師範教育史 徳光八郎編 昭28 20000

236 1987 2500

237 イルクーツク州の日本人墓地 1993 2000

238 石川の戦後50年 初版　 函　美本 　北国新聞社 平7 5000

239 函、美本 　北國新聞社 平20 7000

240 初版、函、美本 　北國新聞社 2011 8000

一誠堂能瀬書店

函やけ　　　金沢大学明倫同窓会

金沢憲兵隊文書　満州事変前後の社会運動　　帯　状態良　石川県社会運動史刊行会

　　　　　　初版　カバー　附図つき　　石川県ロシア協会

愛蔵版　ふるさと写真館　北國新聞創刊115年記念

ふるさときらめき館 : 石川・富山の文化財 : 愛蔵版

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

金沢市史編さん事務局編　　　美本

函　美本　金沢市南町通り商工会

北田八州治　　小口経年ヤケ・汚れ有　富樫農業協同組合

 カバー　少マーカー引　能登印刷

金沢市町会連合会50周年記念誌　　　　　函　美本 　　　　　　　　　金沢市町会連合会

初版　　　　　　　　北國毎日新聞社

ズバリ直言　月ロケットは革命する　　　辻政信

　彩色絵入和装本　状態良　不明

佃和雄 　　　　初版　カバー　状態良

島田昌彦 　　　初版　カバー　状態良

状態良　　　石川県立歴史博物館

横山方子　初版　 カバー　マーカー引有　　能登印刷

創刊のこころ　金沢の戦後雑誌から　　　西田圀夫

67 金沢メインストリート《片町・香林坊》　　正誤表付 　　片町・香林坊商店街振興組合

印有　経年ヤケ並　　金澤市役所

めざそう！世界遺産　白山・金沢の文化遺産　初版　カバー　帯　CD未開封　北國総合研究所

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

〒920-0862　金沢市芳斉1-4-31

tel/fax 076-256-3630

nose@ishikawa.kosho.gr.jp

能登ぁいらんかね　ふるさとを語る　　　皆森禮子　初版　カバー　状態良

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

浅香年木監修　カバーヤケ　　金沢北ロータリークラブ

本岡三郎　 カバー　 帯　経年ヤケ有　　石川県図書館協会

能登守の弁　若林喜三郎随想集　　　　　　初版　カバー　状態良

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

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

野村昭子　　　初版　 カバー　署名本　

初版　 カバー　 帯　美本　叢文社
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L001 生きている民俗探訪 福井 昭55 1,200

L002 福井県の百年　県民100年史⑱

2000 1,500

L003 巧言出版 昭54 1,500

L004 昭55 800

L005 薗田宗人‣訳白水社 上下で 3,000

L006 ルネッサンスにおける道化文学 荒竹出版 昭58 900

L007 映画とエロティシズム 福田和彦 河出書房新社 1961 1,000

L008 映画とエロティシズム2 福田和彦 河出書房新社 1961 1,000

L009

　 筑摩書房 昭36 800

L010
筑摩書房 昭37 800

L011 角川書店 昭48 8,000

L012 柳原書店 昭18 1,200

L013 金文字典   松本筑峯 著 マール社 1986 2,500

L014 3刷・函入 創文社 昭47 3,000

L015 芸立出版 昭53 1,500

L016 詩人のいる風景　 加藤愛夫 （函ヨゴレ） 青土社 昭45 1,500

L017 桑原武夫 講談社 1967 900
L018 大河内一男 講談社 1982 800

L019 渡辺　一夫 講談社 1982 1,000

L020 佐藤明・訳 美術出版社 1960 1,200

L021 日下部鳴鶴 文海堂 昭55 1,500

L022 学燈社 昭56 1,000

L023 思索社 1983 1,700

L024 ぜんまい屋の葉書 金田理恵 筑摩書房 1991 1,200

L025 良品計画 平凡社 2015 2,500

L026  （函イタミ）飯塚書店 1963 900

L027 飯塚書店 1968 1,000

L028 みすず書房 2008 1,200

L029 親鸞　仏教無我伝承の実現 （カバー少切） 永田文昌堂 1995 700

L030 詩集　念ずれば花ひらく 2012 800

L031 仏教文化協会 昭28 1,000

L032 慈悲　（サーラ叢書１） 中村　元 平楽寺出版 1987 1,500

L033 集英社　 1984 800

L034 集英社　 1984 800

L035 クレーン:えものがたり L・チムニク 作画/矢川澄子訳 福音館書店 1970 3,500

L036 長沢　延子 天声出版 昭43 1,000

L037
みずすまし 平17 500

自在に生きる【涅槃経】（仏教を読む5）　平川彰

ある絵の伝記　　ベン・シャーン

引き裂かれた自己 分裂病と分裂病質の実存的研究　R.D

宇宙観を開く【華厳経】（仏教を読む２）松原哲明

写真良（文書込有）

人間と機械など（思想との対話12）

坂村 真民 サンマーク出版（34刷）

友よ私が死んだからとて-死を選ぶ17歳

常倫を超出する者(附　生きる日) 経年ヤケ/暁烏敏

 

初版・カバー背ヤケ

戦場のメリークリスマス（「影の獄にて」映画版）

ニーチェ（Ⅰ・Ⅱ）　M.ハイデガー
　P.ミルワード/監修

太宰治　必携　　三好行雄・編

二葉憲香・著

紫式部日記　紫式部集（新潮日本古典文学集成）山本利達/校注

写真良（文書込有）

屋代本　平家物語(貴重古典籍叢刊９）箱入少ヤケ

藤本良致・小林一男　　　第一法規

隼田嘉彦・笠松雅彦・末廣要和・木村亮
　　　　　　　　　　　山川出版社

富山のふるさと料理　2冊組箱入(日本海カラーブックス）

世界ノンフィクション全集第24巻大自然との戦いの壮絶な記録（バウンティ号の反乱/

私の7.13水害　その時、今、思ったこと。 ‐市民一人ひとりの水害体験記録集

山の出べそ　畦地梅太郎　文・画

素手時然　　小池一子・原研哉編集

ベトナム詩集（世界現代詩集11）大島博光・訳編

後村上天皇の聖蹟　　木村武夫・著（経年ヤケ）

　　　　　 2004年夏　新潟豪雨水害（三条発）

ヒクメット詩集（世界現代詩集４）

事実と創作 (思想との対話5）

自分で考える（思想との対話1）

アルプスの北壁／非情の山Ｋ２／船長日記）/月報/函/小口汚

第2刷・帯付

世界ノンフィクション全集第26巻　　　（おそるべき証人／死刑囚は逃げた／

／ある死体の冒険・モンタギュ）　蔵書印有/月報/函/小口汚

鳴鶴翁三體千字文（書道叢書29）

パリの陽だまりから 竹谷富士雄　初版/経年ヤケ

篠田 直隆�
ー39ー�
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