
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 加賀能登 史蹟の散歩 (地方史の視点から)　　ｶﾊﾞｰ背等ﾔｹ有､小印
田中喜男 北国出版社 昭46 900

X2 北の城下町・金沢 (金沢今むかし)　　ｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ
田中喜男編/谷内広撮影　文一総合出版 昭55 1,000

X3 北方心泉 [人と芸術]　　函背等ﾔｹ有少汚､少ﾔｹ　本岡三郎編　二玄社 1982 1,500
X4 加賀大乗寺史　　函､少ﾔｹ 舘 残翁著/山科杏亭校註 北国出版社 昭46 3,000
X5 金沢市史　資料編 13　寺社　　裸本､少ﾔｹ､月報付 金沢市 平8 2,500
X6 加賀・能登 歴史と文化　　ｶﾊﾞｰ少ｼﾐ跡汚､少ﾔｹ

石川県教育委員会編 北國新聞社 1993 350
X7 加賀を創造(たがや)した人々　　図録、P22、少ﾔｹ　　　農業農村整備 1998 350
X8 山川庄太郎翁　遺愛品展　　図録、少ﾔｹ、P34　　　　石川県美術館他 1963 750
X9 詩展 (明治・大正・昭和の詩集詩書) 　図録､少ﾔｹ､角少痛､少書込､P26

金沢詩話会 昭52 450
X10 名宝展図録 (開館一周年記念)　　図録、少ﾔｹ、P20　石川県美術館 1960 500
X11 金沢市の寺社文化財 (仏画・肖像画を中心に)　同上､P32　　〃 昭52 500
X12 加賀百万石名宝展　　図録、少ﾔｹ、P29 　　　　北陸中日新聞社 昭38 500
X13 須曽蝦夷穴古墳 (保存修理に係る第1、2次発掘調査の概要)

　　　　　　　　　　　図録､少ﾔｹ、P36 石川県能登島町教育委員会 1992 600
X14 鹿島郡中島町中島　橋本佐輔家文書目録　少ﾔｹ、P49

　　　　　　　　　　　　　加能地方史研究会編 　　　中島町教育委員会 昭63 750
X15 都市と民俗研究　　少ﾔｹ、P42、綴穴有 　　　金沢市教育委員会 1978 750
X16 加南地方史研究　第39号　　　　背ﾔｹ有 　　　加南地方史研究会 平4 750
X17 輪島市史　全7揃 (資料編第1～6/通史編)　函等少ﾔｹ

　　　　　　　　　同編纂専門委員会編 　　石川県輪島市役所　　昭46～51 21,000
X18 珠洲市史　第一巻 資料編　自然・考古・古代　　函等少ﾔｹ、蔵書印、付図2枚付

　　　　　　　　　　　　同編さん専門委員会編 　　　石川県珠洲市役所 昭51 2,800
X19 珠洲市史　第二巻 資料編　中世・寺院・歴史考古　　函等少ﾔｹ、小口等少ﾔｹ汚

　　　　　　　　　　　　同編さん専門委員会編 　　　石川県珠洲市役所 昭53 2,500
X20 石川県 志雄町史　　函等少ﾔｹ、小口等少汚、正誤表付、奥付少剥し跡

同編纂専門委員会編 志雄町役場 昭49 3,000
X21 石川県人名鑑　1990年版 函背等少ﾔｹ 北国新聞社 平元 2,000
E1 増補改訂 加能郷土辞彙　函等少ﾔｹ､蔵書印､復刻版

日置 謙編 北国出版社 昭48 19,000
X22 金沢古蹟志 (復刻)　全3揃+目次　　函等少ﾔｹ、外函欠

森田平次著/日置謙校訂 歴史図書社 昭51 24,000
X23 加賀藩士人別帳　上下巻　　一函､少ﾔｹ､各1ｹ所蛍光ﾍﾟﾝ線､非売品

古川脩編刊 1997 5,000
X24 新修　七尾市史　2　古代・中世編　　函、少ﾔｹ 七尾市役所 平15 3,800
X25 石川県史資料　近世篇 (5)(6)　2冊 (北徴遺文 一・二/全3の内)

函等少ﾔｹ、影印 石川県　　平17・19 4,000
X26 鹿島町の文化財　　裸本、表紙端色ｱｾ､記名消　　鹿島町教育委員会 昭61 1,200
X27 石川県中世城館跡調査報告書3 (加賀2)　　少ﾔｹ､表紙少色ｱｾ

石川県教育委員会編刊 平18 4,500
X28 北前船と西村屋忠兵衛　　裸本､少ﾔｹ汚､綴じ錆汚、口絵端少痛、新書判

堀田成雄 　　　羽咋市教育委員会 昭38 1,200
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以下、図録　　少ﾔｹ
X29 筑前大宰府 戒壇院 (九州の寺社ｼﾘｰｽﾞ 13)　P54　　九州歴史資料館 平14 1,000
X30 開館記念特別展　海を渡ってきた武人　P19　香芝市二上山博物館 1992 600
X31 はにわの世界展 (房総の古代ﾛﾏﾝ)　 西武美術館 1980 750
X32 信長の世界 (開館記念特別展『織田信長と安土城』　P71

　　　安土城考古博物館 平4 1,500
X33 企画展　文字は語る (墨書土器などから見た古代の房総)　P25

　　千葉県立房総風土記の丘 昭52 900
X34 科学が解き明かす古墳時代 (ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ)　P113　　日本文化財科学会 1995 1,200
X35 大和を掘る (1982年度発掘調査速報展 3)　P52　奈良県立橿原考古学 昭58 750
X36 淀川を行きかう人々 (河川交通と大山崎)　P32　　大山崎歴史資料館 平7 750
X37 重要文化財　長瀬高浜のはにわ　　P39 羽合町教育委員会他 平4 750
X38 政権交替 (古墳時代前期後半のヤマト)　P86

橿原考古学研究所附属博物館 2002 1,200
X39 百間川の遺跡群 (よみがえる原始・古代のﾑﾗ)　　P22

　　　岡山県古代吉備文化ｾﾝﾀｰ編刊 1989 750
X40 塩尻市立 平出遺跡考古博物館 (歴史民俗資料館 展示解説)　P36 900
X41 播磨の弥生土器とその周辺　　P47 加古川総合文化ｾﾝﾀｰ 昭63 1,000
X42 加曽利貝塚　　P6、少黄ばみ 加曽利貝塚友の会 300
X43 謎の湖底遺跡を探る (琵琶湖1万年の変貌)　P73

　　　滋賀県立近江風土記の丘資料館 1988 900
X44 写真譜・神話のさと南山田島 (会津田島祇園祭 国重要無形民俗文化財指定記念)

日本文化厚生財団編 桜楓社 昭61 1,000
X45 京都市の埋蔵文化財 展示図録　　P47 京都市埋蔵文化財研究所 1977 900
X46 特別展　京都府のはにわ　　P64 京都府立山城郷土資料館 1991 750
X47 日本のからくり展　　P36、少汚 編集/宇野小四郎 750
X48 千葉県の土偶 (付・千葉県土偶出土遺跡地名表・文献目録)　　P42

市立市川博物館図録 9 昭55 900
X49 貝塚と縄文人 (発掘された房総 -その3-)　P12　千葉県立上総博物館 昭54 350
X50 富山県小矢部市　北反畝遺跡 (条里遺構の発掘調査概要)　　P14

小矢部市教育委員会 1989 350
X51 むら・まつり・こふん (4・5世紀の磯城・磐余)　P38　奈良県立考古博物館 1976 750
X52 木造蔵王権現三尊立像　三体軀　修理報告書　P8、少汚 御嶽神社 昭52 300
X53 しすいの文化財　第二集　　P22 酒々井町教育委員会 昭52 500
X54 近江 湖東三山 (百済寺・金剛輪寺・西明寺) 湖東三山会 昭63 500
X55 特別展　考古学の風景 (名古屋における発見と調査のあゆみ)　　P112

　　　　名古屋市博物館 1988 900
X56 企画展 にしのおかのほとけ　　P24 　　　日向市文化資料館 平6 750
X57 奈良朝の政治と民衆　　函背天等少ﾔｹ 北山茂夫 校倉書房 1982 2,000
X58 律令制社会解体過程の研究　　函背天等少ﾔｹ､函角少痛

中野栄夫 塙書房 1981 1,800
X59 日本古代王権形成史論　　函背天少ﾔｹ汚、函角少ｽﾚ、小口等少ﾔｹ

山尾幸久 岩波書店 1983 2,000
E107 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 昭48 1,400
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E123 古墳時代 須恵器の生産と流通 (考古学選書)　ｶﾊﾞｰ帯、少ﾔｹ
中村 浩 雄山閣出版 1999 1,200

X60 美濃古瓦譜 (美濃文化20年記念)　　少ﾔｹ、P31
　　　　　　　　　　　美濃文化総合研究所編 大垣市文化財保護協会 1998 1,000

X61 木村捷三郎収集瓦図録　函背等少ﾔｹ､A4判 京都市埋蔵文化財研究所 1996 2,000
X62 長岡京古瓦聚成　本文編・図版編　2冊一函　　函背等少ﾔｹ､A4判

日向市教育委員会編刊 1987 3,000
X63 長岡京左京出土木簡 一 (京都市埋蔵文化財研究所調査報告書 第16冊)

          本文/図版1～60 (一函)　函等少ﾔｹ 京都市埋蔵文化財研究所 1997 1,200
X64 大宰府条坊跡 5 (昭和23年の大宰府) (大宰府の文化財 第13集)

　　　　　　　　　　　付図共一函　　少ﾔｹ 古都大宰府を守る会 1989 900
X65 平城京 長屋王邸宅と木簡　　ｶﾊﾞｰ背少色ｱｾ､少ﾔｹ､B5判

奈良国立文化財研究所編 吉川弘文館 平3 1,000
X66 多賀信仰　　ｶﾊﾞｰ背等少ﾔｹ､B5判　同編纂委員会編　多賀大社社務所 昭61 2,500
X67 河内国府石器時代遺跡発掘報告 等 (京都帝国大学文学部考古学研究報告

　　　　　　第二冊 (大正7年) 裸本、少ﾔｹ、複刻､B5判 臨川書店 昭51 1,200
X68 河内国府石器時代遺跡第二回発掘報告 等 (　同上　第四冊 大正8-9年)

裸本、少ﾔｹ、複刻､B5判 臨川書店 昭51 2,000
X69 古建築の基礎知識　　　ｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ 前 久夫　　　　　光村推古書院 昭61 1,800
X70 古建築行脚　　ｶﾊﾞｰ背下端小ｽﾚ、少ﾔｹ 天沼俊一 一條書房 昭19 2,000
X71 日本建築の研究　上下揃　　ｶﾊﾞｰ痛有、ｶﾊﾞｰ背・天等少ﾔｹ、下巻背上端少痛汚

伊藤忠太 龍吟社 昭19 3,500
X72 日本建築経済史　　ｶﾊﾞｰ角少痛､少ﾔｹ 原澤東吾 冨山房 昭19 1,200
X73 飛鳥・奈良建築 (日本の美術 No.196)　少ﾔｹ、背少黄ばみ

鈴木嘉吉編 至文堂 昭57 600
X74 平安建築 (　同上　No.197) 〃 工藤圭章編 至文堂 昭57 800
X75 鎌倉建築 (　同上　No.198) 〃 伊藤延男編 至文堂 昭57 1,500
X76 古代史論叢　上中下揃　　函背天等少ﾔｹ､函天少汚、小口等少ﾔｹ

　　　　　　　　　　　　　　　　井上光貞博士還暦記念会編 吉川弘文館 昭53 4,500
X77 史学論集 対外関係と政治文化 第二　政治文化 古代・中世編

　　　　　　　　　　函等少ﾔｹ　　森克己博士古希記念会編 吉川弘文館 昭49 2,500
X78 古代・中世国家と領主支配　　ｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ 小川弘和 吉川弘文館 平9 2,000
X79 角川日本地名大辞典　26　京都府 上巻 (総説・地名編)　函､少ﾔｹ 昭57 2,800
X80 関西近世考古学研究　7　特集 上方と江戸 (近世考古学から見た東西文化の差異)

少ﾔｹ 関西近世考古学研究会 1999 1,500
X81 日本女性生活史　全5揃 (原始・古代～現代)　　ｶﾊﾞｰ帯等少ﾔｹ黄ばみ・一部角少痛

女性史総合研究会編　東京大学出版会 1990 2,800
X82 日本女性史　全5揃 ((原始・古代～現代)　　ｶﾊﾞｰ帯、少ﾔｹ、1巻ｶﾊﾞｰ少ｷｽﾞ

女性史総合研究会編　東京大学出版会 1982 2,800
X83 以下、「日本経済史」　　ｶﾊﾞｰ背等少ﾔｹ、帯、天等少ﾔｹ 岩波書店 1989 各1,000

1　経済社会の成立 17-18世紀　速水融他編　　　2　近代成長の胎動　新保博他編
3　開港と維新　梅村又次他編　　　4　産業化の時代　上　帯半欠　西川俊作他編
5　産業化の時代　下　西川俊作他編　　　6　二重構造　中村隆英他編
7　「計画化」と「民主化」　中村隆英編　　　8　高度成長　安場保吉他編

X84 明治大正図誌　16　海外　　函角少ｽﾚ、少ﾔｹ 筑摩書房 昭54 800
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X85 日本史史話　3　近代・現代　　ｶﾊﾞｰ、小口等少ﾔｹ
大口勇次郎他編 山川出版社 1994 800

X86 中国人の視座から (近代日本論)　　ｶﾊﾞｰ帯､小口等少ﾔｹ汚
許介鱗 そしえて 1979 800

X87 占領と戦後改革 (近代日本の軌跡6)　　ｶﾊﾞｰ帯､少ﾔｹ
中村政則編 吉川弘文館 1994 800

X88 近代の天皇 (　〃　7)　　ｶﾊﾞｰ帯､少ﾔｹ 鈴木正幸編 吉川弘文館 1993 800
X89 以下、「日本思想大系」　　函帯、少ﾔｹ､月報綴穴有 岩波書店

8　古代政治社会思想　天少汚　山岸徳平他　1982　900　　　17　蓮如 一向一揆
天小汚　笠原一男他　1982　1,200　　　21・22　中世政治社会思想　上・下　石井進/
笠松宏至/他　1981　3,500　　　28　藤原惺窩 林羅山　小口小汚　石田一良他　1982
900　　　33　伊藤仁斎 伊藤東涯　背角少汚　吉川幸次郎他　1980　1,200
35　新井白石　背少汚　松村明他　1979　1,000　　　42　石門心学　柴田実　1979
1000　　　46　佐藤一斎/大塩中斎　相良亨他　1982　1,200　　　49　頼山陽　植手通有
1981　1,000　　　50　平田篤胤 伴信友 大国隆正　田原嗣郎他　1982　1,500
53　水戸学　天等小虫糞跡　今井宇三郎他　1982　1,200　　　55　渡辺崋山　高野長英
佐久間象山 横井小楠 橋本佐内　1981　1,500　　　56　幕末政治論集　吉田常吉他
1982　1,000　　　57　近世仏教の思想　柏原祐泉他　1980　1,000　　　61　近世芸道論
西山松之助他　1982　900　　　62・63　近世科学思想　上下揃　上巻小口等小虫糞汚
古島敏雄/広瀬秀雄他　1981　1,800

X90 柳田国男 (日本文学研究資料叢書)　　函天等少ﾔｹ 有精堂 昭51 1,200
X91 今昔物語集 (日本文学研究資料叢書)　　函天等少ﾔｹ 有精堂 昭46 1,000
X92 堤中納言物語序説　　函背天ﾔｹ有 鈴木一雄 桜楓社 昭55 2,500
X93 名所歌枕伝能因法師撰の本文の研究　　函背天ﾔｹ有、地名索引付

井上宗雄/片桐洋一/他編 　笠間書院 昭61 2,000
X94 論集 中世の文学 韻文篇　　函、少ﾔｹ 久保田 淳編 明治書院 平6 2,500
X95 二条院讃岐とその周辺 [付] 二条院讃岐集 私注　　函背天ﾔｹ有

森本元子 笠間書院 昭59 1,200
X96 新古今和歌集の研究 (基盤と構成)　函等少ﾔｹ、扉蔵書印

有吉 保 三省堂 昭43 6,000
X97 後撰和歌集　　函背天ﾔｹ有 岸上慎二/杉谷寿郎校注 笠間書院 昭63 1,500
X98 撰集抄 校本篇　　函背天ﾔｹ有　安田孝子/梅野きみ子/他　笠間書院 昭54 2,000
X99 以下、「日本名著全集」　　函、小口等少ﾔｹ 　日本名著全集刊行会

1　西鶴名作集　上下2冊揃　扉蔵書票剥し跡、押印　昭4　1,500　　　2　和文和歌集
上下2冊揃　昭2　1,800　　　3　狂文狂歌集　函少ｼﾐ跡汚、扉蔵書票貼付、小印
昭4　1,500　　　4　人情本集　函少汚、扉蔵書票剥し跡、押印　昭3　900　　　
5　近松名作集　上下2冊揃　大15　1,800　　　6　浮世草子集　昭3　1,000
7　黄表紙廿五種　函少ｽﾚ、扉蔵書票剥し跡、押印　大15　900　　　8　川柳雑俳集
函角・背下端少痛、扉蔵書票、押印　昭2　900　　　9　滑稽本集　函汚角ｽﾚ、
扉蔵書票、押印　昭2　1,200　　　10　洒落本集　昭4　1,000　　　11　偐紫田舎源氏
上下2冊揃　函角少ｽﾚ、少黄ばみ入　昭2　1,800

X100 注解　千字文　　函背天等少ﾔｹ、2冊一函 小川環樹他　　岩波書店 1984 2,500
X101 故事・俗信 ことわざ大辞典　　函天等少ﾔｹ、ｶﾊﾞｰ 小学館 昭57 2,000
X102 三省堂 中国故事成語辞典　函、小口等少ﾔｹ　金岡照光　　三省堂 1991 2,000
X103 中国古典名言事典 (新装版)　函帯ｶﾊﾞｰ､薄ﾔｹ　諸橋轍次　　講談社 2011 2,500
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X104 新漢英字典　函､帯少痛､ｶﾊﾞｰ､薄ﾔｹ JACK HALPERN編　　研究社 1991 2,500
X105 新潮日本人名辞典　　函ｶﾊﾞｰ､薄ﾔｹ 尾崎秀樹他編 新潮社 1991 3,800
X106 中国古典百言百話　全15揃　　ｶﾊﾞｰ帯､少ﾔｹ

村山 孚/守屋洋 責任編集　　PHP 1987 9,000
X107 謡曲百番 (新日本古典文学大系 57)　　函､少ﾔｹ､月報欠

西野春雄校注 岩波書店 2003 2,000
X108 風土と文化 =日本列島の位相= (日本民俗文化大系 1)

　　　　　　　　　　　　　函背等少ﾔｹ､帯 谷川健一他 小学館 昭61 1,500
X109 仙台方言集　付 東北の方言　少ﾔｹ､P78 田村 昭 宝文堂 昭61 500
X110 日本近世の思想と文化　　函背等少ﾔｹ､小印　奈良本辰也　岩波書店 1978 900
X111 地方史の研究と編集　(付) 全国地方史誌目録　　　函背等少ﾔｹ

有坂隆道/藤本篤 ﾐﾈﾙｳﾞｧ書房 昭43 900
X112 現代歴史学入門　　ｶﾊﾞｰ、帯切､少ﾔｹ 西川正雄他編　東京大学出版 1987 1,800
X113 ヨーロッパ歴史学の新潮流　　ｶﾊﾞｰ、帯切､少ﾔｹ

　　　　　　　　　　　　　　ｹﾞｵﾙｸ G.ｲｯｶﾞｰｽ/中村幹雄他訳 晃洋書房 1986 1,000
X114 ドイツ史学思想史研究　函背等少ﾔｹ､帯黄ばみ　岸田達也　ﾐﾈﾙｱﾞｧ 1976 2,000
X115 太平洋戦争のロジスティクス (日本軍は兵站補給を軽視したか)

　　　　　　　　　ｶﾊﾞｰ帯､薄ﾔｹ､底小汚 林 譲治 学研 2014 1,200
X116 日本を亡ぼしたもの (軍部独裁化とその崩壊の過程) (復初文庫 5)

　　　　　　裸本､天等少ﾔｹ汚 山本勝之助/解説 橋川文三　　評論社 昭44 750
X117 近代天皇制研究序説　　函背等少ﾔｹ 下山三郎 岩波書店 1984 1,000
X118 意味と無意味　　函背ﾔｹ有､小口他蔵書印､小口等少ﾔｹ

　　　　　　　　　　　　ﾓｰﾘｽ･ﾒﾙﾛ=ﾎﾟﾝﾃｨ/永戸多喜雄訳 国文社 昭48 900
X119 フッサールと現代思想 (現象学叢書 1)　　函帯背ﾔｹ有、函角少痛、ｶﾊﾞｰ、

　　　　　　　　　小口他蔵書印 E･ﾌｨﾝｸ他/立松弘孝他訳 せりか書房 1972 900
X120 高橋里美全集　第四巻　ﾌｯｾﾙの現象学および現代日本の体系哲学について

　　　　　　　　　　　　　　函背ﾔｹ有､小口他蔵書印、少ﾔｹ 福村出版 1973 2,000
X121 現代哲学の主潮流　2 (現代の経験主義―ﾙﾄﾞﾙﾌ･ｶﾙﾅｯﾌﾟとｳｨｰﾝ学団/他)

  ｶﾊﾞｰ、小口等少ﾔｹ､扉他蔵書印他　W.ｼｭﾃｰｸﾐｭﾗｰ　法政大学出版 1981 1,500
X122 現代哲学の主潮流　4 (宇宙の進化/他)〃　〃 〃 1984 1,500
X123 戦闘的自由主義者　河合栄治郎　　ｶﾊﾞｰ帯､薄ﾔｹ

松井慎一郎 社会思想社 2001 1,000
X124 精神と言葉 (ﾍｰｹﾞﾙ研究)　　函背天等少ﾔｹ 出口純夫 創文社 昭55 2,500
X125 ヨーロッパ文明 (1900-1970)　2　　ｶﾊﾞｰ等少ﾔｹ

G.ﾘﾋﾄﾊｲﾑ/塚本明子訳 みすず書房 1981 1,200
X126 ナチス民法学の精神　函､小口等少ﾔｹ黄ばみ　吾妻光俊　岩波書店 昭17 1,000
X127 ドイツ農村におけるナチズムへの道　　ｶﾊﾞｰ帯､少ﾔｹ

豊永泰子 ﾐﾈﾙｳﾞｧ書房 1994 1,800
X128 マリ=アントワネット　全2揃　　ｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ､扉底他押印

A.ｶｽﾄﾛ/村上光彦訳 みすず書房 1972 1,400
X129 戦後四十年の発言 (政治・教育・社会)　　ｶﾊﾞｰ背等少ﾔｹ､扉底等小印

田中美知太郎 筑摩書房 昭62 1,200
X130 ﾓﾝﾃｽｷｭｰ 法の精神　全3揃　　函背等少ﾔｹ､扉他蔵書印記名等有、他本体良

　　　　　　　　　　　　　　　　野田良之・稲本洋之助・他訳 岩波書店 1987 3,000
X131 河野與一　哲学講話　　ｶﾊﾞｰ帯､薄ﾔｹ 渡辺義雄編 岩波書店 1993 1,200
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X132 以下、「世界文学全集 (愛蔵版)」　函背等少ﾔｹ､月報欠 集英社
2　神曲　ﾀﾞﾝﾃ/寿岳文章訳　昭51　1,500　　　4　ﾛﾐｵとｼﾞｭｰﾘｴｯﾄ/ﾊﾑﾚｯﾄ/ｵｾﾛｰ/他
ｼｪｲｸｽﾋﾟｱ/平井正穂他訳　1,000　　　14　アシャー館の崩壊他　ﾎﾟｰ/藤川義之他訳
タイピー　ﾒﾙｳﾞｨﾙ/土岐典二く訳　750　　　26　狭き門/田園交響楽　ｼﾞｯﾄﾞ/若林真訳
テレーズ・デスケールー　ﾓｰﾘｱｯｸ/遠藤周作訳　昭48　900　　　28　スワンの家のほうへ
ﾌﾟﾙｰｽﾄ/鈴木道彦訳 ヴェニスに死す他　ﾄｰﾏﾝ･ﾏﾝ/佐藤晃一訳　昭48　900
29　月と六ペンス/劇場/他　ﾓｰﾑ/中野好夫訳　昭49　750　　　35　大地　ﾊﾟｰﾙ･ﾊﾞｯｸ/
小野寺健訳　昭51　1,200　　　40　夜間飛行 他　ｻﾝ=ﾃｸﾞｼﾞｭﾍﾟﾘ/堀口大学訳
征服者/王道　ﾏﾙﾛｰ/渡辺一民他訳　昭49　1,200

X133 庄野潤三全集　全10揃　　函背天等少ﾔｹ汚､2巻小口少汚､10巻綴少弱、月報付
講談社 昭48 15,000

X134 懐かしい日々の想い　　　　ｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ 多田富雄 朝日新聞社 2002 900
X135 応用と実際　明日の手工芸　裸本、少ﾔｹ汚 村井武生 文化書房 昭7 12,000
X136 漱石全集　33冊 (全35の内15,28巻欠)　　函等少ﾔｹ､3冊函少ｽﾚ痛､3巻函少ｼﾐ跡汚・

　　　本体下部少汚､3冊数ヶ所赤鉛筆線丸有、新書判 岩波書店 1978 4,500
X137 鴎外選集　20冊 (全21の内第13巻欠)　函背等少ﾔｹ､3冊函角少痛

岩波書店 1978 3,500
X138 俳句問答 下之巻　少ﾔｹ汚､背等痛有､文庫判　正岡子規　金尾文淵堂 明35 3,500
X139 新日本大観　全22揃 (3綴)　　少ﾔｹ　ｶﾒﾗ･本誌写真部 世界文化社 昭38 11,000
X140 記念写真帖　　表紙角端痛有、少ﾔｹ､写真29枚、非売品

産業と観光の大博覧会協賛会 昭7 12,000
X141 朝鮮風景風俗写真帖　　少ﾔｹ､32点､13×19 日之出商行 大3 15,000
X142 満州事変　国防献品記念録　　少ﾔｹ､綴紐・花布少痛、見返蔵書印等消

陸軍省 昭8 4,800
X143 手漉和紙　全一巻・3冊 (標本紙編 上下・解説編)

　　　　　　　　　　　　　　外函少ﾔｹ、布函、大判、付録付 毎日新聞社 昭50 25,000
X144 ガレの芸術ノート　函帯等少ﾔｹ　ｴﾐｰﾙ･ｶﾞﾚ/由水常雄編訳　瑠璃書房 昭55 4,300
X145 TAKEDA HIDEO AND JAPANESE CARTOON TRADITION at BRITISH MUSEUM

　　　　　　　　　　　　　　　英文、帯(武田秀雄の世界)、少ﾔｹ汚､ｶﾀﾛｸﾞ 1993 1,500
X146 工芸美論　　　　裸本､少ﾔｹ 柳宗悦 萬里閣書房 昭4 2,800
X147 明解 現代芥子園画伝 (花鳥・動物編)　　裸本､少ﾔｹ､記名

馬 驍著/鶴田武良訳 日貿出版社 1984 1,200
X148 文字性霊　寄鶴軒書話　　函少ﾔｹ 青山杉雨 二玄社 1991 900
X149 会津八一書論集　　函背等少ﾔｹ､函角少痛、小口等虫糞汚有

長島健編 二玄社 1971 900
X150 増補 五体字類　　函ﾔｹ有､角少痛　法書会出版部編著 西東書房 昭38 1,200
X151 書籍文化史　十二　 薄ﾔｹ 鈴木俊幸編刊 2011 1,200
X152 太陽庭と家シリーズ　全4揃　少ﾔｹ､付録付　監修=森蘊他　　平凡社 昭55 2,800
X153 別冊太陽　芭蕉 (漂泊の詩人)　　〃 監修=栗山理一 平凡社 昭56 900
X154 別冊太陽　俳画歳時記　　　　　〃 監修=鈴木進 平凡社 昭56 750
X155 別冊太陽　料理　　少ﾔｹ黄ばみ､付録付　高橋義孝他 平凡社 1976 600
X156 以下、「太陽やきものシリーズ」　　少ﾔｹ､付録付 平凡社 昭51 各　700

1　志野 織部 (古瀬戸・黄瀬戸・瀬戸黒)　　　構成=小山冨士夫
2　仁清 乾山 (長次郎・光悦・頴川・木米)　　　構成=林屋晴三
3　唐津 萩 (上野・高取・薩摩)　　　構成=佐藤雅彦
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以下、「古本ランダム」
X1000 白い征服者との闘い (ｱﾒﾘｶ･ｲﾝﾃﾞｨｱﾝ酋長ﾚｯﾄﾞ･ﾌｫｯｸｽの回想)　　ｶﾊﾞｰ帯､少ﾔｹ

　　　ﾚｯﾄﾞ･ﾌｫｯｸｽ記述/ｷｬｯｼｭ･ｱｼｬｰ編集/秋山一夫訳 ｻｲﾏﾙ出版会 1971 900
X1001 飛騨の系譜　　ﾋﾞﾆｰﾙｶﾊﾞｰ帯、少ﾔｹ 桑谷正道　　日本放送出版協会 昭46 750
X1002 壁に隠れて (理髪師ﾏﾇｴﾙとｽﾍﾟｲﾝ内乱)　　ｶﾊﾞｰ帯､少ﾔｹ

　　　　　　　　　　　　　　　　　ﾛﾅﾙﾄﾞ･ﾌﾚｰｻﾞｰ/長谷川四郎訳 平凡社 1973 900
X1003 女ひとり　　　　ｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ ミヤコ蝶々 鶴書房 昭45 500
X1004 鹿鳴館(やって来た異人たち) ｶﾊﾞｰ帯､少ﾔｹ ﾊﾟｯﾄ･ﾊﾞｰ/内藤豊訳 早川 昭45 750
X1005 与論島を出た民の歴史 ｶﾊﾞｰ帯､少ﾔｹ 森崎和江/川西到 たいまつ社 1971 1,800
X1006 日本軍が銃をおいた日 (太平洋戦争の終焉)　　ｶﾊﾞｰ帯､少ﾔｹ

ﾙｲｽ･ｱﾚﾝ/長尾睦也他訳 早川書房 昭51 1,200
X1007 畸人　佐藤垢石　　ｶﾊﾞｰ帯背等少ﾔｹ 志村秀太郎 講談社 昭53 900
X1008 人物昭和史　2　実業の覇者 (池田成彬・他)　ｶﾊﾞｰ帯､少ﾔｹ　筑摩 1978 500
X1009 　〃　4　ﾏｽｺﾐの旗手 (正力松太郎・他)　ｶﾊﾞｰ､帯少痛、少ﾔｹ　〃 1978 500
X1010 ながい鉛の道 (記録文学)　　ｶﾊﾞｰ帯、少ﾔｹ林 青梧 文藝春秋 昭47 900
X1011 夷狄襲来 (幕末の異人たち)　　ｶﾊﾞｰ帯、少ﾔｹ

パット・バー/内藤 豊訳 早川書房 昭47 900
X1012 ひかり北地に　　　　ｶﾊﾞｰ帯、少ﾔｹ 戸川幸夫　　　　新日本出版社 1973 900
X1013 二等兵記　　　　ｶﾊﾞｰ、少ﾔｹ 松前重義　　東海大学出版会 1975 1,500
X1014 ジプシーの魅力　ｶﾊﾞｰ帯背等少ﾔｹ　ﾏﾙﾁﾝ･ﾌﾞﾛｯｸ/相澤久訳　養神書院 1966 900
X1015 おんな三代　　　　ｶﾊﾞｰ帯、少ﾔｹ 小林初枝 朝日出版社 昭49 1,000
X1016 イシ (北米最後の野生ｲﾝﾃﾞｨｱﾝ)　　函、少ﾔｹ

　　　　　　　　　　　　　　　　　ｼｵﾄﾞｰﾗ･ｸﾛｰﾊﾞｰ/行方昭夫訳 岩波書店 昭46 900
X1017 辻政信は生きている　　　　ｶﾊﾞｰ、天等少ﾔｹ 野田 衛 宮川書房 昭42 750
X1018 日本人の性格 (県民性と歴史的人物) ｶﾊﾞｰ帯、少ﾔｹ 宮城音弥 朝日新 昭45 600
X1019 日本の科学百年　　ｶﾊﾞｰ、天等少ﾔｹ 本田一二 鹿島出版会 昭44 900
X1020 さらばわがアメリカ (自由と抑圧の25年) ｶﾊﾞｰ帯、少ﾔｹ 石垣綾子 三省堂 昭47 750
X1021 革命の商人 (ﾊﾟﾙｳﾞｽの生涯)　　　　ｶﾊﾞｰ端少痛、帯、少ﾔｹ

　　　　　　　　　　　　　　　　ｾﾞｰﾏﾝ/ｼｬﾙﾗｳ/蔵田雅彦他訳 風媒社 1971 1,900
X1022 走れオンワード (事業と競馬に賭けた50年)　　　　ｶﾊﾞｰ背等少ﾔｹ

樫山純三　　　日本経済新聞社 昭51 800
X1023 風の地平　　　　初版､ｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ 日野啓三 中央公論社 昭51 750
X1024 興行師一代　初版､ｶﾊﾞｰ背少色ｱｾ､小口等少ﾔｹ汚　五味康祐　新潮 昭48 1,200
X1025 色の道教えます　正続2冊　　函背等ﾔｹ有少汚､正帯､7刷･初版

五味康祐 新潮社 昭39 1,500
X1026 海の国 (安藤対馬守信睦の生涯) ｶﾊﾞｰ帯、少ﾔｹ 武田八洲満 文藝春秋 昭51 750
X1027 草むらの語り　　　ｶﾊﾞｰ帯、少ﾔｹ､初版 岩倉政治 東邦出版 昭48 1,200
X1028 月光　　　　初版、ｶﾊﾞｰ帯、少ﾔｹ 有馬頼義 毎日新聞社 昭46 1,200
X1029 十二階崩壊 初版、ｶﾊﾞｰ帯、少ﾔｹ､ﾋﾞﾆｰﾙｶﾊﾞｰ端少痛 今東光 中央公論 昭53 1,200
X1030 一家の主　　　初版、ｶﾊﾞｰ帯、小口等少ﾔｹ 吉村 昭 毎日新聞社 昭49 1,200
X1031 青年の樹　(一)、(二) 2冊揃 函角少痛､少ﾔｹ、7・6版､小口少汚有

石原慎太郎 角川書店 昭36 1,200
X1032 花はくれない (小説 佐藤紅緑)　　函背等少ﾔｹ佐藤愛子 講談社 昭44 900
X1033 わが六道の闇夜　　初版､ｶﾊﾞｰ帯、少ﾔｹ 水上 勉 読売新聞社 昭48 900
X1034 鬼どもの夜は深い　ｶﾊﾞｰ背小汚､帯､少ﾔｹ､二刷 三枝和子 新潮社 昭58 700
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X1035 裏声で歌へ君が代　　函帯ｶﾊﾞｰ、少ﾔｹ、2刷 丸谷才一 新潮社 昭57 900
X1036 仏教の勝利 (聖徳太子1)　　ｶﾊﾞｰ少ﾔｹ 梅原 猛 小学館 昭57 500
X1037 二番煎じ ものぐさ精神分析　ｶﾊﾞｰ帯、小口等少ﾔｹ　岸田 秀　青土社 昭53 750
X1038 峠と人生　　　　ﾋﾞﾆｰﾙｶﾊﾞｰ、少ﾔｹ 直良信夫 NHKﾌﾞｯｸｽ 昭52 750
X1039 構想力の時代　　　　ｶﾊﾞｰ少ﾔｹ 堀内 守 福村出版 1979 600
X1040 科学・創造・人間　　函記名消、少ﾔｹ 八杉龍一 明治図書 1968 750
X1041 群衆と権力 (下)　ｶﾊﾞｰ帯､少ﾔｹ　ｴﾘｱｽ･ｶﾈｯﾃｨ/岩田行一訳　法政大学 1971 1,200
X1042 攻撃する人間　　ｶﾊﾞｰ､帯端貼付､少ﾔｹ､小口天少汚

　　　　　　　　　　　　A.ﾐｯﾁｬｰﾘﾋ/竹内豊治訳　法政大学出版局 1970 450
X1043 愛するということ　　函等少ﾔｹ汚、函角少痛

ｴｰﾘｯﾋ･ﾌﾛﾑ/懸田克躬訳　紀伊國屋書店 1960 450
X1044 本能 (その社会学的考察)　　ｶﾊﾞｰ少汚､少ﾔｹ

R・ｶｲﾖﾜ/野村二郎他訳 思索社 昭49 900
X1045 言葉の海へ　　ｶﾊﾞｰ角少ｼﾐ跡汚､帯､少ﾔｹ 高田宏 新潮社 昭53 450
X1046 弁証法入門　　　　ｶﾊﾞｰ、少ﾔｹ 高山岩男 清水弘文堂 昭53 450
X1047 逆転 (ｱﾒﾘｶ支配下・沖縄の陪審裁判)　　ｶﾊﾞｰ帯､少ﾔｹ、天少汚

伊佐千尋 新潮社 昭53 450
X1048 奇蹟の人 (ｴﾄﾞｶﾞｰ･ｹｲｼｰの生涯)　　ｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ､表紙内ﾃｰﾌﾟ跡汚

J・ﾐﾗｰﾄﾞ/十菱 麟訳 霞ケ関書房 1977 1,900
X1049 夜よ、さようなら (ﾊﾟﾘ娼婦の自伝)　　ｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ､小口少汚

　　　　　　　　　　　　　　　　　ｼﾞｬﾝﾇ･ｺﾙﾄﾞﾘｴ/谷口侑他訳 読売新聞社 1980 500
X1050 聖なる男女 (深層への旅)　　ｶﾊﾞｰ帯､少ﾔｹ 秋山さと子 青土社 1980 600
X1051 日本語の論理　　ｶﾊﾞｰ帯､天等少ﾔｹ､記名消 外山滋比古　　中公叢書 昭48 500
X1052 経験の本性　　　ｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ ﾗｯｾﾙ･ﾌﾞﾚｲﾝ/山鳥 重訳 みすず書房 1979 900
X1053 核時代の哲学と倫理 (人類生存のために)　　ｶﾊﾞｰ帯､少ﾔｹ

　　　　　　　　　　　　　　　　　ｼﾞｮﾝ･ｻﾏｳﾞｨﾙ/芝田進午他訳 青木書店 1980 1,200
X1054 靖国闘争 (終りなき自由への戦い)　　　　ｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ、記名消

戸村政弘編 新教出版社 1970 1,000
X1055 プラトン (大教育家文庫 9)　裸本､少ﾔｹ汚、表紙ｽﾚ有　久保勉　岩波 昭14 900
X1056 アリシアの日記・他五篇　　函等少ﾔｹ汚､天等少虫糞跡

ﾄﾏｽ･ﾊｰﾃﾞｨ/秋山徹夫訳 八潮出版社 1976 450
X1057 英語対象 ブラジル語会話 ｶﾊﾞｰ等少ﾔｹ汚、蔵書印 佐野泰彦 大学書林 昭48 450
X1058 最後のコラム (鮎川信夫遺稿集103篇 1979～1986)

　　　　　　　　　　　　　　ｶﾊﾞｰ帯､少ﾔｹ、ﾋﾞﾆｰﾙｶﾊﾞｰ角少痛 文藝春秋 1987 450
X1059 書かれない郷土史 (武蔵・相模を中心として)　　ｶﾊﾞｰ少ﾔｹ汚

川口謙二 錦正社 昭35 900
X1060 やまなしの民俗 (祭りと芸能)　上下揃　　函等少ﾔｹ､帯・ﾊﾟﾗﾌｨﾝ紙端貼付

上野晴朗 光風社書店 昭48 2,500
X1061 以下、「中国の思想」　函背等ﾔｹ有　監修 松枝茂夫他　経営思潮研究所 昭39 各　400

1　韓非子　西野広祥他訳　　　2　戦国策　守屋洋訳　　　3　孟子　今里禎訳　月報欠
X1062 ｱﾒﾘｶのﾃﾞﾓｸﾗｼｰ(その栄光と苦悩) ｶﾊﾞｰ少ﾔｹ 三宅一郎他編 有斐閣選書昭57 750
X1063 続 職人衆昔ばなし　　函、帯痛有、少ﾔｹ 斎藤隆介 文藝春秋 昭43 800
X1064 日本語 実用の面　ｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ､ﾋﾞﾆｰﾙｶﾊﾞｰ端少痛　中野重治　筑摩 1976 750
X1065 ことばを読む　　　　ｶﾊﾞｰ帯､少ﾔｹ 井上ひさし 中央公論社 昭57 500
X1066 ほろにがき日々　　　函帯ｶﾊﾞｰ、少ﾔｹ 芦田伸介 勁文社 昭52 600
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X1067 語られなかった<開発> (鹿島から六ケ所へ)　　ｶﾊﾞｰ帯､小口等少ﾔｹ
石川次郎 辺境社 1973 1,700

X1068 哲学に何ができるか (現代哲学講義)　ｶﾊﾞｰ帯少ﾔｹ
　　廣松渉 + 五木寛之 朝日出版社 1979 500

X1069 南京対虐殺 (「まぼろし」化工作批判) ｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ 洞 富雄 現代史出版 1975 750
X1070 御恩 (やさしい真宗入門)　　　　ｶﾊﾞｰ、少ﾔｹ 加茂仰順 永田文昌堂 昭52 900
X1071 双つの顔　　　　ｶﾊﾞｰ帯、少ﾔｹ 水芦光子 北国出版社 昭58 450
X1072 ヨーロッパへの偏見　　　　ｶﾊﾞｰ、少ﾔｹ 金崎 肇 古今書院 昭57 750
X1073 君は第二次大戦を知っているか (教科書では学べない戦争の素顔)

　　　　　　　　　ｶﾊﾞｰ帯、小口等少ﾔｹ 中野五郎 光人社 昭57 600
X1074 カネが邪魔でしょうがない (明治大正・成金列伝)　　ｶﾊﾞｰ帯、少ﾔｹ、背部少斜めに潰れ

紀田順一郎 新潮選書 2005 900
X1075 フライデイ　ｶﾊﾞｰ帯、少ﾔｹ　ﾛﾊﾞｰﾄ･A･ﾊｲﾝﾗｲﾝ/矢野徹訳 早川書房 昭59 750
X1076 吉良の言い分 (真説・元禄忠臣蔵)　上下揃　　ｶﾊﾞｰ、上帯欠、少ﾔｹ

岳真也 KSS出版 1998 900
X1077 イギリス文学史入門　　ｶﾊﾞｰ少汚､少ﾔｹ 内多 毅　　　東海大学出版会 1977 500
X1078 語順がわかれば英語が見える　ｶﾊﾞｰ帯、少ﾔｹ平岡 肇 創育 1997 900
X1079 英語の発音と英詩の韻律 (英語学入門講座・第7巻)　　ｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ

窪薗晴夫他 英潮社 1996 1,500
X1080 日本人英語の陥し穴　　ｶﾊﾞｰ少ﾏｼﾞｯｸ汚､少ﾔｹ、解答付

　　　　　　　　　　　ﾌﾗﾝｼｽ･ﾊﾟﾜｰ著/押谷善一郎他編訳　　大阪教育図書 平10 600
X1081 日本人が間違いやすい英語表現　　ｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ、解答付　〃　〃 平12 900
X1082 日常会話英作文　ｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ､[教授用資料]付　中田清一他　成美堂 2000 1,000
X1083 原因別日本人が間違いやすい英語 ｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ　ﾋﾟｰﾀｰ･ﾛｽ他 朝日出版 1988 600
X1084 英文法日本人が繰り返す200の間違い ｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ 清水健二 ベレ出版 2000 1,000
X1085 日・英語の比較による英作文　　ｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ 長谷川 潔 成美堂 1997 500
X1086 すぐわかる統計処理　　　　ｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ 石村貞夫 東京図書 1999 500

　以下、「戸川猪佐武」著 ｶﾊﾞｰ帯､小口等少ﾔｹ 講談社
X1087 伊藤博文と維新の元勲たち (明治・大正の宰相 1)　底墨汚有 昭58 450
X1088 山県有朋と富国強兵のリーダーたち (　〃　2) 昭58 600
X1089 以下、同上 (昭和の宰相) 昭57 各　600

1　犬養毅と青年将校　天少ﾔｹ　　　　 2　近衛文麿と重臣たち　裸本　　450円
3　東条英機と軍部独裁　天少ﾔｹ　 4　吉田茂と復興への選択　天少ﾔｹ

X1090 人間のための鏡 (文化人類学入門)　　ｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ
　　　　　　　　　　　　　　　ｸﾗｲﾄﾞ･ｸﾗｯｸﾎｰﾝ/光延明洋訳　　ｻｲﾏﾙ出版会 1971 750

X1091 花をたむけてねんごろに　ｶﾊﾞｰ､小口等ﾔｹ入 中山正男 太平出版 昭41 750
X1092 岡倉天心の生涯　　　　ｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ 澤村龍馬 ﾌｪﾆｯｸｽ出版 昭57 1,200
X1093 芸術創造の精神力学 ｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ ﾊﾞｰﾊﾞﾗ･ﾛｲﾅｰ/福原嘉一郎訳 紀伊國屋1974 1,000
X1094 農民の地学者・宮沢賢治　ｶﾊﾞｰ､帯痛、少ﾔｹ 宮城一男 築地書館 1975 900
X1095 性の象徴的傷痕 ｶﾊﾞｰ帯､少ﾔｹ ﾌﾞﾙｰﾉ･ﾍﾞｯﾃﾙﾊｲﾑ/岸田秀訳 せりか叢書1971 900
X1096 二十世紀小説論　　　　ｶﾊﾞｰ帯、少ﾔｹ 福永武彦 岩波書店 1984 1,200
X1097 悪について　　　函帯、少ﾔｹ ｴｰﾘｯﾋ･ﾌﾛﾑ/鈴木重吉訳　紀伊國屋書店 1970 450
X1098 東洋の歴史 7 大モンゴル帝国　函帯､少ﾔｹ　田村実造編　人物往来社 昭42 500
X1099 地名の知識100　　　　ｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ 池田末則他　　　　新人物往来社 昭52 900
X1100 宮武外骨　　　　ｶﾊﾞｰ、帯少汚、少ﾔｹ 吉野孝雄　　　　　河出書房新社 1980 900



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 マンダラの理論と実践　　ｶﾊﾞｰ・本体角ｼﾐ跡汚、帯、少ﾔｹ
　　　　　　　　　　　　　　　ｼﾞｭｾﾞｯﾍﾟ･ﾄｩｯﾁ著/ﾛﾙﾌ･ｷﾞｰﾌﾞﾙ訳 平河出版 1984 750

X1102 大日本帝国の崩壊　　ﾋﾞﾆｰﾙｶﾊﾞｰ帯、天等少ﾔｹ汚
　　　　　　　　　　　　　　　　ｳｨﾘｱﾑ･ｸﾚｲｸﾞ/浦松佐美太郎訳 河出書房 1968 750

X1103 身体 (東洋的心身論の試み)　　ｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ、見返切取、P98～100書込・蛍光ﾍﾟﾝ線
湯浅泰雄 創文社 昭52 750

X1104 百　　　　ｶﾊﾞｰ帯､少ﾔｹ、初版 色川武大 新潮社 1982 900
X1105 日本の遺跡発掘物語　2　縄文時代　　ｶﾊﾞｰ・表紙角ｼﾐ跡汚､少ﾔｹ

森浩一 監修 社会思想社 1983 500
X1106 新聞の自由と責任　　　　函、少ﾔｹ 川中康弘 南窓社 1972 900
X1107 童話及び児童の研究　　函、少ﾔｹ汚、数ヶ所ﾍﾟﾝ線・書込有

松村武雄 培風館 大11 2,000
X1108 書物の解体学　　　　ｶﾊﾞｰ帯、少ﾔｹ 吉本隆明 中央公論社 昭50 500
X1109 夢の引用 (映画随想)　　　　帯、少ﾔｹ 武満徹 岩波書店 1984 1,200
X1110 郷土の人物 (かがのとおくにものがたり4)　　裸本、背等少ﾔｹ、表紙端少ｼﾐ跡汚、記名消

石川県児童文化協会 昭35 500
X1111 トマス・ハーディ(20世紀文学の先駆者)ｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ 大沢衛他編 篠崎書林昭61 1,500
X1112 司法卿 江藤新平　ｶﾊﾞｰ､帯背少色ｱｾ､少ﾔｹ 佐木隆三 文藝春秋 1995 600
X1113 以下、「歴史をつくる女たち」　　函等少ﾔｹ汚 集英社 1983 各　350

2 不滅の愛に生きて (ｲｿﾞﾙﾃﾞ/ｸﾘｰﾑﾋﾙﾄとﾌﾞﾘｭｰﾝﾋﾙﾄ/他)　月報欠　　4 華麗なる宮廷の
誘惑 (ﾌﾞｲﾖﾝ公爵夫人/ﾏﾘｱ･ﾃﾚｼﾞｱ/他)　 5 世紀末の愛と炎 (ｼﾞｮﾙｼﾞｭ･ｻﾝﾄﾞ/ｼﾞｭﾘｴｯﾄ･
ﾄﾞﾙｰｴ/他)　　6 妻の名のもとに (ｸﾗﾗ･ｼｭｰﾏﾝ/ｺｰｼﾞﾏ･ﾜｰｸﾞﾅｰ/他)　　7 革命と戦争と恋
(ﾛｰｻﾞ･ﾙｸｾﾝﾌﾞﾙｸ/ｲｻﾄﾞﾗ･ﾀﾞﾝｶﾝ/他)　 8 私たちは挑戦する (ｺｺ･ｼｬﾈﾙ/ﾎﾞｰｳﾞｫﾜｰﾙ/他)

X1114 江戸女豆事典　　ｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ汚､記名等消　田井友季子 原生林 昭56 700
X1115 郷愁の日本語 (市井のくらし)　ｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ　池田弥三郎 あずさ書房 昭55 500
X1116 中国やきもの紀行　景徳鎮　ｶﾊﾞｰ端少痛､少ﾔｹ　陳舜臣 平凡社 1979 750
X1117 日中戦争　帝国陸海軍全作戦 (秘蔵写真で知る 近代日本の戦歴 4)

　　　　ｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ、天少汚、綴少弱 千葉仁志　　　　ﾌｯﾄﾜｰｸ出版社 1992 1,000
X1118 スペイン市民戦争　全2揃　　背角少痛(2巻)、ｶﾊﾞｰ､帯端ｽﾚ､少ﾔｹ汚

ﾋｭｰ･ﾄﾏｽ/都築忠七訳 みすず書房 昭41 1,200
X1119 海戦　函角少痛、表紙角等少ｽﾚ、少ﾔｹ、蔵書印　斎藤忠 海洋文化社 昭17 1,500
X1120 ヨット・モーターボートの航海術 ｶﾊﾞｰ、少ﾔｹ 大河原明徳 舟艇協会出版部昭50 750
X1121 進化学の方法と歴史 (ｼﾘｰｽﾞ 進化学 7)　　　　ｶﾊﾞｰ下端少汚、少ﾔｹ

　　　　　　　　　　　　　　　　長谷川眞理子/八杉貞雄/他 岩波書店 2005 1,500
X1122 茶花図譜　函角少痛・少ﾔｹ汚、小口等少ﾔｹ 西堀一三 河原書店 昭46 1,000
X1123 現代美術事典 (ｱﾝﾌｫﾙﾒﾙからﾆｭｰ･ﾍﾟｲﾝﾃｨﾝｸﾞまで)　　ｶﾊﾞｰ角小痛・少汚

　　　　　　　　　　　中原佑介監修/美術出版社編集部編 美術出版社 1988 750
X1124 香料化学　裸本､小口等ﾔｹ有､少汚　奥西平曹/八木彌助/他　修教社 昭23 1,500
X1125 美術史 <日本>　　ｶﾊﾞｰ、少ﾔｹ　久野 健/辻 惟雄/他編 近藤出版社 1988 750
X1126 愛と不思議にみちた動物の世界 (親と子で読む)　　ｶﾊﾞｰ、少ﾔｹ

藤原英司 福音社 1992 750
X1127 竹と人生　函等少ﾔｹ汚、前半少ﾍﾟﾝ書込等有 上田弘一郎　　明玄書房 昭52 1,200
X1128 昭和言論史への証言 函角痛・少ｽﾚ汚､小口等少ﾔｹ 黒田秀俊 弘文堂 昭41 800
X1129 言葉と鋏 (漢字読み書きばなし) 裸本､天等少ﾔｹ汚 駒田信二 文藝春秋 昭62 450
X1130 角倉素庵 (朝日評伝選 19)　　ｶﾊﾞｰ等少ﾔｹ汚 林屋辰三郎　朝日新聞社 昭53 750
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X1131 五體字書　函欠、ｶﾊﾞｰ背上端痛有、少ﾔｹ　前田黙鳳編 マール社 1988 1,200
X1132 神話伝説辞典 函欠､ｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ汚､蔵書印消 朝倉治彦他編 東京堂 昭44 750
X1133 大雅堂 (ｱﾙｽ美術叢書)　ｶﾊﾞｰ等少ﾔｹ汚,普及版 小杉未醒　アルス 昭3 900
X1134 裁かれた沖縄戦　　ｶﾊﾞｰ端少ｽﾚ､少ﾔｹ 安仁屋正昭編 晩聲社 1989 900
X1135 次郎長の手紙 (随筆)　　ｶﾊﾞｰ端痛､少ﾔｹ 畑 市次郎 東京書房 昭33 750
X1136 数学文化史　　函等少ﾔｹ汚､少ｶﾋﾞ臭 吉岡修一郎 河出書房 昭14 900
X1137 十五対一 (ﾋﾞﾙﾏの死闘)　　裸本、少ﾔｹ 辻 政信 酣燈社 昭25 900
X1138 潜行三千里　　裸本､少ﾔｹ、端少ｽﾚ 辻 政信 毎日新聞社 昭25 750
X1139 激流(昭和ﾚｼﾞｽﾀﾝｽの断面) ﾋﾞﾆｰﾙｶﾊﾞｰ帯､少ﾔｹ 瀧川幸辰 河出書房新 昭38 750
X1140 獄中紙 『すがも新聞』 (戦後史の証言)　　ｶﾊﾞｰ端少汚・少ｽﾚ､少ﾔｹ

茶本繁正 晩聲社 1980 900
X1141 旅順攻囲軍　　　　函、少ヤケ 木村 毅　大日本雄弁会講談社 昭12 1,200
X1142 伊号58帰投せり (日本潜水隊血戦秘録)　　ｶﾊﾞｰ端痛､少ﾔｹ、見返年月日判子他

橋本以行 鱒書房 昭27 750
X1143 食人窟存稿　　　少ﾔｹ、ｼﾐ跡汚、非売品 小林 泉 畊煙書屋 昭8 750
X1144 落語の味わい方 (味わい方叢書)　　ｶﾊﾞｰ角痛､少ﾔｹ汚、後十ｹ所程ﾍﾟﾝ線

馬場雅夫 明治書院 昭48 450
X1145 茶室の案内 (茶の湯ﾗｲﾌﾞﾗﾘｰ 4)　裸本､少ﾔｹ 井口海仙 淡交社 昭43 350
X1146 鯵ヶ沢町史年表 (町政施行九十周年記念誌)　　少ﾔｹ､見返記名等有、正誤表付

鯵ヶ沢町 昭54 750
X1147 ｱﾝｿﾛｼﾞｰ叢刊　幻妖 (日本文学における美と情念の流れ)　　函背ﾔｹ・少汚、少ﾔｹ

解説 澁澤龍彦 現代思潮社 1972 800
X1148 温暖化の衝撃 (超食糧危機が来る)　ｶﾊﾞｰ帯､少ﾔｹ 船瀬俊介 三一書房 1997 750
X1149 徒歩旅行者の歴史学　　裸本､小口等ﾔｹ有 服部清道 牧書房 昭19 900
X1150 木の民芸 (日常雑器に見る手づくりの美)　　函色ｱｾ汚､小口等少ﾔｹ

池田三四郎 文化出版局 昭49 750
X1151 口語調による 現代香語下炬集　　裸本､題せんﾊｶﾞｼ跡、小口等少ﾔｹ､非売品

静永賢純編　　滋賀教区教化団 昭37 900
X1152 通俗絵入 親鸞聖人御一代記 角少痛,少ﾔｹ汚 大富秀賢 永田文昌堂 昭45 600
X1153 海軍航空の概要　　少ﾔｹ、表紙蔵書印、正誤表付、P90

海軍省海軍軍事普及部 昭10 900
X1154 日露戦役の回顧と我等国民の覚悟　　少ﾔｹ、裏表紙・地図角ｼﾐ跡汚、P48

　　　　　　陸軍省新聞班 昭11 750
X1155 社寺まうで　　　　少ﾔｹ、P42 　　　　　　名古屋鉄道局 昭13 750
X1156 今日庵歴代好物一班(今日庵月報第六巻第一号附録) 少ﾔｹ汚､P29 大2 350
X1157 ある日の祇園精舎あみだ経のおしえ 小口等ﾔｹ有､P90 山田重誓 光教寺 昭34 450
X1158 日本のおんな ｶﾊﾞｰ角痛､少ﾔｹ 近藤市太郎著/影山光洋撮影 鹿島出版 昭42 750
X1159 信長の野望合戦事典 秀吉VS家康　　ｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ､値札剥跡

　　　　　　　　　　　　　　　シブサワ・コウ監修/稲葉義明他 光栄 1993 600
X1160 宗教哲学の場面と根底　　函背天ﾔｹ有、小口等ﾔｹ黄ばみ、小印、年月日書込有

石津照璽　 創文社 昭43 1,200
X1161 雲の流れ (自由競争時代における新聞記者の記録)　　　　函角少痛・少ﾔｹ汚

　　　　　　　　　　　　　　　　辻 豊次編 "自由と正義の像"建設委員会 昭43 1,200
X1162 明治三十七八年海戦史　上　　裸本､少ﾔｹ､表紙少ｽﾚ

軍令部編 　　　内閣印刷局朝陽会 昭9 3,900
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X1163 世界景気と我国民の覚悟　附録 世界不景気の基本的解説　　裸本､少ﾔｹ
大蔵大臣　井上準之助 経済知識社 昭5 1,200

X1164 東亜モンロー主義への驀進 (経済断怖るるに足らず)　　裸本､少ﾔｹ､少ｽﾚ
高木友三郎 千倉書房 昭7 1,500

X1165 軍縮会議を中心として　　少ﾔｹ、表紙蔵書印､少赤鉛筆線､P15+表12枚
海軍省海軍軍事普及部 昭9 1,500

X1166 日米開戦の真相　　裸本､少ﾔｹ､見返謹呈書込　長谷川 了 大日本出版 昭17 1,800
X1167 欧米空の旅　函背等少ﾔｹ、非売品　伊藤正雄　　帝国社臓器薬研究所 昭12 1,500
X1168 フアツシズム (思想・運動・政策) 裸本､少ﾔｹ､記名有 土方成美 岩波書店 昭7 3,800
X1169 家中みんなの下着 (赤ちゃん ｺﾄﾞﾓ 婦人 男子 85種の作り方)

　　　　　　裸本､少ﾔｹ汚､天少ｼﾐ跡汚 花森安治編　　暮しの手帖社 昭28 1,500
X1170 茶掛け鑑賞ｶﾊﾞｰ端少痛､少ﾔｹ黄ばみ 田山方南監修/黒田陶々庵編光芸昭50 750
X1171 有識故実 (日本の美と教養) 函､本体背少ｽﾚ､少ﾔｹ 江馬 務 河原書店 昭52 1,000
X1172 協同組合の名著　2 (柳田国男 最新産業組合通解/岡田良一郎 柳田国男氏の報徳社

　　　と信用組合論を読む/他) 函背等少ﾔｹ、函角少ｽﾚ 家の光協会 昭46 1,500
X1173 原発安楽死のすすめ　　ｶﾊﾞｰ帯､少ﾔｹ 槌田 敦 学陽書房 1992 500
X1174 新しい方言研究 (愛蔵版)　裸本､少ﾔｹ､正誤表付 加藤正信編 至文堂 昭60 750
X1175 悪魔の恋 (世界幻想文学大系 1)　　函､函ｶﾊﾞｰ等少ﾔｹ汚

J・カゾット/渡辺一夫他訳 国書刊行会 昭51 1,200
X1176 調停美挙佳話集 (金沢地方裁判所管内)　　ｶﾊﾞｰ背等少ﾔｹ、見返ｼｰﾙ貼付

津田 進編 　　　　金沢調停懇話会 昭26 3,800
X1177 能登の風土記　民話の言い伝え (第一集)　　ｶﾊﾞｰ帯､少ﾔｹ

細谷義男 日本文学館 2004 800
X1178 大樋焼　　裸本､少ﾔｹ､謹呈署名入り 大樋勘兵衛　大樋加賀楽研究会 平6 800
X1179 雑誌　文華　11月号　小説特輯 (第一巻第十号)　　背等少痛、少ﾔｹ

石川文化懇話会編　　　北国毎日新聞社 昭21 1,500
X1180 かなざわ名木百選 (保存樹・保存樹林のすべて)　　少ﾔｹ 金沢市 平元 1,500
X1181 曹洞宗大本山　総持寺祖院　　少ﾔｹ 関口道潤編　大本山総持寺祖院 平5 750
X1182 潜行三千里 (決定版)　裸本､帯､小口等ﾔｹ有  辻 政信 亜東書房 昭26 900
X1183 北陸の風土と文学 (金沢の文学を中心として) 函少ﾔｹ汚 藤本徳明 笠間 昭51 750
X1184 わが白山連峰 (ふるさとの山々と渓谷)　　ｶﾊﾞｰ帯､少ﾔｹ､P17赤ﾍﾟﾝ線

長崎幸雄 北国出版社 昭62 1,200
X1185 白山の埋み火 (白峰村河内の存亡史)　　ｶﾊﾞｰ・小口等少ﾔｹ汚

加藤政則 川上御前社跡保存会 1986 1,500
X1186 文壇資料 城下町金澤　ｶﾊﾞｰ帯､少ﾔｹ､年月日書込　磯村英樹　講談社 昭54 900
X1187 金澤城 (その自然と歴史)　　ｶﾊﾞｰ背少ｼﾐ跡汚、少ﾔｹ､P68

金沢大学生活協同組合出版部 昭43 700
X1188 飛騨白川郷の伝説と民話 ｶﾊﾞｰ等少ﾔｹ汚 西野機繁 白川村観光協会 昭55 750
X1189 前田利家物語(加賀百万石の祖) ｶﾊﾞｰ等少ﾔｹ汚 北村魚泡洞 北国出版 昭60 600
X1190 加賀武士団の創統 林一族　裸本､表紙等少ﾔｹ汚 寺西艸骨 北国新聞 平2 1,200
X1191 かが・のと歌謡曲百選　　　ｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ 大竹敏雄編著 北国新聞社 1994 1,000
X1192 北前の記憶 (北洋・移民・米騒動との関係)　少ﾔｹ､天少ｼﾐ跡汚跡、天小印､

           裏表紙内記名等､背部少斜めに潰れ 井本三夫編  桂書房 1998 1,500
X1193 百万石の海商 銭屋五兵衛と千賀　　　　ｶﾊﾞｰ､帯背色ｱｾ､少ﾔｹ

筆内幸子 北国出版社 昭61 900
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X1194 福井県の歴史 (県史ｼﾘｰｽﾞ18) ｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ､2ｹ所頁折跡 印牧邦雄 山川 昭50 500
X1195 福井の意外史 ｶﾊﾞｰ､帯少汚､小口等少ﾔｹ 読売新聞福井支局 勝木書店 昭52 1,500
X1196 仏像めぐりの旅 6 信越・北陸 ｶﾊﾞｰ帯､少ﾔｹ､底赤丸印 毎日新聞社編刊 1993 500
X1197 金澤高等工業学校一覧 (抄)　　少ﾔｹ汚､背少痛､職員名簿付、P44

　　　　金澤高等工業学校 昭13 1,200
X1198 牡蠣の話　附 かき料理法　　少ﾔｹ汚､表紙角少痛、P26

三和牡蠣養殖場 (能登 瀬嵐湾) 昭13 900
X1199 金沢 (岩波写真文庫 93) 少ﾔｹ 岩波書店 1953 450
X1200 金城霊澤碑文解説 少ﾔｹ､3つ綴穴有､P29 長沢美津編 津田鉄外喜刊 昭39 750
X1201 冨樫文献集 少ﾔｹ､裏表紙内記名等消 金沢工業大学文化事業部編刊 昭45 1,800
X1202 金沢市寺中町 大野湊神社文書目録　　少ﾔｹ、表紙少汚

金沢市立図書館編刊 昭62 1,500
X1203 石川県高等学校和漢書目録 上巻少ﾔｹ､表紙少汚 石川県教育ｾﾝﾀｰ編刊平3 1,200
X1204 郷土のなかの明治　　少ﾔｹ、上端少ｼﾐ跡汚､1ｹ所朱線､P18

石川県立郷土資料館 昭44 900
X1205 石川県金沢港 大野からくり記念館十二年誌　　少ﾔｹ 同記念館 平20 800
X1206 加賀ゆかりの蒔絵展 (加賀蒔絵の源流をさぐる)　　表紙汚有、小口等少ﾔｹ､非売品

金沢美術青年会編刊 平7 2,000
X1207 高尾城址分布調査報告書 (金沢市文化財紀要 83)

　　　　　　　　　表紙等少ﾔｹ汚､付図付､終頁角少痛　　金沢市教育委員会 平2 1,200
X1208 古地図をたよりに金沢散歩学 (公式ｶﾞｲﾄﾞﾌﾞｯｸ) 　 少ﾔｹ､地図付

　　　　かなざわ・まち博2002開催委員会 2002 750
X1209 みくに(明るく豊かで魅力ある町づくり) 町勢要覧1977 少ﾔｹ汚 三国町役場1977 350
X1210 本多家と蔵品館　　　　少ﾔｹ汚、P14 　　　　藩老本多蔵品館 昭52 200
X1211 郷土俳誌における俳文学研究関係資料目録 ― 「長庚」・「月華」・「俳道」・「くらげ」・

　　　「白山」・「北国俳壇」 (明倫館『学心』三号 別刷　少ﾔｹ､P28　図書課 昭62 450
X1212 石川郷土史学会五十年のあゆみ (創立50周年記念誌)　少ﾔｹ汚、P45 平14 750
X1213 館蔵品目録　　　　背等少ﾔｹ 石川県立郷土資料館 1983 900
X1214 金沢市の指定文化財 (金沢市文化財紀要 84)　　少ﾔｹ汚、背書名書込、1ｹ所天紙貼付

　金沢市教育委員会 平3 800
X1215 戦国の寺・城・いくさ -南砺の城と人-　見学会・ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ (第118回 企画展)

                     　　　　　　　少ﾔｹ汚、地図貼付　　ｲﾍﾞﾝﾄ実行委員会編刊 平18 900
X1216 石川県災異誌　　　　少ﾔｹ汚 　　石川県農林部・金沢地方気象台編刊 昭36 900
X1217 全楽譜・北陸民謡集　　　　少ﾔｹ 加賀山 昭　　ﾋﾞｸﾀｰ民謡研究会 1991 3,000
X1218 石川郷土史学会々誌　第24号　　　　少ﾔｹ汚 　　　　　石川郷土史学会 平3 900
X1219 能登羽咋 十村加藤日記目録 (第四輯) -加藤日記選集-　　少ﾔｹ

羽咋市歴史民俗資料館 平9 1,500
X1220 釜屋遺跡　　　　少ﾔｹ汚 　　　羽咋市教育委員会 1989 800
X1221 石川縣学事報告　第二号　　少ﾔｹ汚、虫損有 　　　　　　石川縣学務課 明17 1,500
X1222 能州史叢　第一巻第三号　少ﾔｹ汚、P32　美濃晃順著編 同刊行会 昭33 450
X1223 長崎医大原子爆弾救護報告 (週刊朝日 臨時増刊)　少ﾔｹ 朝日新聞社 1970 750
X1224 辻留　茶懐石　炉編 (茶の湯実践講座)　ｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ　辻義一　淡交社 昭62 900
X1225 古美術　22　特集 曼荼羅の世界　　少ﾔｹ、角少汚 三彩社 昭43 700
X1226 古美術　19　特集 四十八体佛　　少ﾔｹ 三彩社 昭42 800
X1227 開国百年記念祭 (英文)　少ﾔｹ､贈呈印､角小痛､P28　John Foster Duiies 1953 900
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X1228 記念帖 東京美術倶楽部　創立五十周年記念　少ﾔｹ､角等小ｽﾚ､非売品 昭31 1,200
X1229 印籠と根付 骨董を楽しむ 4 (別冊太陽)　少ﾔｹ　監修 関戸健吾　平凡社 1995 1,400
X1230 「乾山と京のやきもの」展 (尾形乾山開窯300年・京焼の系譜)　　図録、少ﾔｹ

NHK編刊 1999 800
X1231 日本の肖像 (幕末から明治・大正・昭和)　裸本､少ﾔｹ 日本写真文化協会 1999 2,800
X1232 琵琶湖逍遥(ﾏﾂｼﾏ ｽｽﾑ写真集) ｶﾊﾞｰ角少ｽﾚ､少ﾔｹ､著者署名入 東方出 1999 750
X1233 茶の湯研究　和比　第六号　　　　少ﾔｹ 不審菴文庫 平21 1,200
X1234 名釜と茶器　　ｶﾊﾞｰ等少ﾔｹ汚、角少痛、図録 　　　　　　石川県美術館 昭45 750
X1235 日本の海水魚 (ﾌｨﾙﾄﾞﾍﾞｽﾄ図鑑) ｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ､背少斜めに潰 木村義 学研 2000 450
X1236 間諜兵学 裸本､小口等少ﾔｹ､表紙少ｽﾚ､見返少剥跡 山本石樹 人文閣 昭18 2,800
X1237 現役入営者の心得 (昭和十六年度改正)　　少ﾔｹ､裏表紙少書込､P32､端少ｲﾝｸ汚

　　　　　帝国陸軍教育社 昭16 1,500
X1238 東日時局情報 第一輯 少ﾔｹ､裏表紙欠､背少痛 東京日日新聞発行所他　　　昭12 900
X1239 峠の民俗地誌 (境をめぐって)　ｶﾊﾞｰ少ﾔｹ汚角少ｽﾚ 林 正巳 古今書院 昭61 1,200
X1240 アイヌの衣裳 (日本の染織 16) 少ﾔｹ 岡村吉右衛門 京都書院 1993 2,000
X1241 平和の発見(巣鴨の生と死の記録) 裸本､天等少ﾔｹ花山信勝 光寿無量院昭45 900
X1242 北海道の歴史 (ｼﾞｭﾆｱ版)　　ｶﾊﾞｰ等少ﾔｹ汚､ｶﾊﾞｰ端少ｽﾚ

榎本守恵　　　　北海道新聞社 昭58 350
X1243 銅ものがたり (銅が語る日本の歴史)　裸本､少ﾔｹ中村直勝他監修

　　　　　日本銅センター 1978 750
X1244 東海道五十三次　　55枚、印刷、函痛有、3×19㎝ 900
X1245 日本海運史綱要　　ｶﾊﾞｰ端少痛､小口等少ﾔｹ古田良一 経済図書 昭18 900
X1246 日本の民謡(全国の代表民謡とその踊り方) 裸本､少ﾔｹ 中山義夫 鶴書房 昭30 750
X1247 以下、「吉本隆明 著作」 少ﾔｹ

1　言葉からの触手　函　1989　450　　　2　論註と喩　ｶﾊﾞｰ　言叢社　昭53　900
3　「ハイ・エディプス論」 (個体幻想のゆくえ ｲﾝﾀﾋﾞｭｰ集)　ｶﾊﾞｰ　言叢社　1990　900
4　詩的乾坤　函　国文社　昭49　900　　5　ハイ・イメージ論　1・2　2冊で　ｶﾊﾞｰ　福武
2,000　　　6　空虚としての主題　ｶﾊﾞｰ　福武書店　1982　450　　　7　世界認識の方法
ｶﾊﾞｰ　中央公論社　昭55　450　　　8　マス・イメージ論　ｶﾊﾞｰ　福武書店　1984　450
9　重層的な非決定へ　ｶﾊﾞｰ､小口等少黄ばみ浮　大和書房　1985　900　　10 「反核」
異論　ｶﾊﾞｰ　深夜叢書社　1983　800　　11 超西欧的まで　ｶﾊﾞｰ　弓立社　昭62　600

X1248 愛の重荷　　　　函帯、少ﾔｹ､初版 源氏鶏太 集英社 昭43 900
X1249 命賣ります　　　ｶﾊﾞｰ帯、少ﾔｹ､角少シミ跡汚 三島由紀夫 　集英社 1968 450
X1250 四万人の目撃者 ほか二篇　有馬頼義推理小説全集 1　　ｶﾊﾞｰ上端少シミ跡汚・

角少痛、帯、少ﾔｹ 東邦出版社 昭46 1,200
X1251 道の島 第一・二部揃 2冊 ｶﾊﾞｰ帯(2帯欠)､少ﾔｹ汚 霜多正次 新日本出版1976 2,000
X1252 開戦前夜　　　　ｶﾊﾞｰ、少ﾔｹ 児島 襄 集英社 1973 450
X1253 ノモンハン　　　　ｶﾊﾞｰ少ﾔｹ 五味川純平 文藝春秋 1975 900
X1254 ある作戦参謀の悲劇(堀場一雄反骨の記録) ｶﾊﾞｰ少ﾔｹ 芦澤紀之 芙蓉 昭52 1,200
X1255 兵士の現代史 (二・二六から敗戦へ)　　ｶﾊﾞｰ、小口等少ﾔｹ

竹森一男 時事通信社 昭53 750
X1256 インパール ある従軍医の手記 (戦争と人間の記録)　　ｶﾊﾞｰ帯、少ﾔｹ

軽部茂則 徳間書店 1979 1,000
X1257 証言記録 敵前逃亡 (生きている陸軍刑法)　　ｶﾊﾞｰ、少ﾔｹ

　瓜生良介・平塚柾　　　新人物往来社 昭49 1,900
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X1258 ジェイルバード　ｶﾊﾞｰ､天等少ﾔｹ　ｶｰﾄ･ｳﾞｫﾈｶﾞｯﾄ/浅倉久志訳 早川 昭56 750
X1259 スラップスティック (または、もう孤独じゃない!)　ｶﾊﾞｰ帯､少ﾔｹ　〃　〃 昭54 750
X1260 評伝 弘世 現　　　　ｶﾊﾞｰ、少ﾔｹ 萩原啓一　　　　国際商業出版 昭52 500
X1261 二十世紀の石器人 (ﾆｭｰｷﾞﾆｱ･ﾀﾞﾆ族の記録)　　ｶﾊﾞｰ角少ｽﾚ､少ﾔｹ

　　　　　　　　　　　　　　　　ﾋﾟｰﾀｰ･ﾏｼｰｽﾝ/大門一男訳　　文藝春秋新社 昭39 900
X1262 昭和恐慌 (その歴史的意義と全体像)　　ｶﾊﾞｰ､ﾋﾞﾆｰﾙｶﾊﾞｰ背ﾔｹ有・少汚､少ﾔｹ

隅谷三喜男編 有斐閣選書 昭49 700
X1263 物語 日本近代史 1 倒幕から明治国家の確立まで　　ｶﾊﾞｰ帯､少ﾔｹ、正誤表付

　犬丸義一・中村新太郎 新日本選書 1971 350
X1264 新人間主義の哲学 (疎外の克服は可能か)　　ｶﾊﾞｰ帯､少ﾔｹ

城塚 登 NHKﾌﾞｯｸｽ 昭56 400
X1265 味と映画の歳時記　ｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ　池波正太郎 著・装幀・挿画　新潮社 昭57 450
X1266 金銭 (日本人の歴史 3) ｶﾊﾞｰ少ﾔｹ汚・角少痛  樋口清之 講談社 1979 450
X1267 世界児童文学ノート　1　十九世紀的世界　　ｶﾊﾞｰ帯､少ﾔｹ､天等少汚

安藤美紀夫 偕成社 1975 900
X1268 傍流教育 (綴方・芸術・信仰)　　ｶﾊﾞｰ、少ﾔｹ 西 秀隆 而立書房 1984 750
X1269 民主教育実践史 (新版)　　ｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ 海老原治善 三省堂選書 1977 750
X1270 北洋鮭鱒　　裸本､三方ﾔｹ入､附録(概要図)付 岡本信男 水産週報社 昭29 2,800
X1271 抗命 (ｲﾝﾊﾟｰﾙ作戦-烈師団長発狂す) ｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ 高木俊朗 文藝春秋 昭44 1,200
X1272 神を信ぜず (BC級戦犯の墓碑銘)　ｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ　岩川 隆 立風書房 昭51 750
X1273 一皇族の戦争日記 ｶﾊﾞｰ角痛有､小口等少ﾔｹ汚 東久邇稔彦 日本週報 昭32 3,000
X1274 批評家とその言語　ｶﾊﾞｰ帯､少ﾔｹ ﾏﾆｭｴﾙ･ﾃﾞｨｴｹﾞｽ/及川馥訳 審美社 1972 500
X1275 ロベルト・シューマン　　　ｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ 高橋悠治 青土社 1978 900
X1276 若い荒地　　　　ｶﾊﾞｰ角少痛､少ﾔｹ 田村隆一 思潮社 1968 1,300
X1277 桜花 (非情の特攻兵器)　　裸本､少ﾔｹ汚 内藤初穂 文藝春秋 昭57 500
X1278 天皇の年輪　　ｶﾊﾞｰ等少ﾔｹ汚、1ヶ所折跡 榊原亀之甫　サンケイ 昭56 500
X1279 科学ブック　1～15　15冊 少ﾔｹ､13巻表紙少落書有､二綴 世界文化社 昭36・7 4,500
X1280 以下、「丸谷才一著」　　　　裸本、少ﾔｹ 各　300

1　コロンブスの卵　筑摩書房　1979　　　2　梨のつぶて (文芸評論集)　晶文社　1973
3　低空飛行　新潮社　昭52　　　4　日本語のために　新潮社　昭49　　5　言葉あるいは
日本語 (対談集)　構想社　1977　　　6　男のポケット　新潮社　昭51
7　星めがね　集英社　1975　　　8　雁のたより　朝日新聞社　1975
以下、「文庫判」　　ｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ

X1281 秘剣、豪剣、魔剣 (時代小説の楽しみ 1)　　ｶﾊﾞｰ背少色ｱｾ
縄田一男編 新潮文庫 平6 400

X1282 時代小説・十二人のﾋｰﾛｰ ( 〃 別巻)　　同上 〃 新潮文庫 平7 350
X1283 閉ざされた城の中で語る英吉利人 ﾋﾟｴｰﾙ･ﾓﾘｵﾝ/生田耕作訳 中公文庫 2003 750
X1284 ラカン 帯 文:ﾌｨﾘｯﾌﾟ･ﾋﾙ/絵:ﾃﾞﾋﾞｯﾄﾞ･ﾘｰﾁ/訳:新宮一成他 ちくま学芸文庫 2007 750
X1285 サマルカンド年代記 (『ﾙﾊﾞｲﾔｰﾄ』秘本を求めて)　　ｶﾊﾞｰ後値札剥し跡

　　　　　　　　　　　　　　　　ｱﾐﾝ･ﾏｱﾙｰﾌ/牟田口義郎訳　　ちくま学芸文庫 2001 900
X1286 日本文壇史　1 (開化期の人々)～5 (詩人と革命家たち)　5冊で　帯

伊藤 整　　　講談社文芸文庫 1994 1,750
X1287 映画で英詩入門 (愛と哀しみ、そして勇気) 帯 松浦暢 平凡社ﾗｲﾌﾞﾗﾘｰ 2004 900
X1288 記号論 2 (同時代ﾗｲﾌﾞﾗﾘｰ)　　帯　　U.ｴｰｺ/池上嘉彦訳 岩波書店 1996 1,000
X1289 苦悩の旗手 太宰治　　小口等少ﾔｹ入 杉森久英 河出文庫 昭58 400
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X1290 魯山人陶説　　　　　　　　　　北大路魯山人/平野雅章編 中公文庫 1992 450
X1291 日本の食文化 平野雅章 中公文庫 1991 450
X1292 食味往来 (食べものの道) 河野友美 中公文庫 1990 450
X1293 日本の詩歌　5　石川啄木 中公文庫 1991 500
X1294 天声人語にみる戦後50年　上 (1945.9～1970.12)　朝日新聞論説委員室編

朝日文庫 1995 350
X1295 ローランの歌 狐物語 (中世文学 2)　　ｶﾊﾞｰ背下端小欠 ちくま文庫 1990 900
X1296 越中万葉百歌 少ﾔｹ黄ばみ､小冊子 監修中西進 高岡市教育委員会他 昭58 200
X1297 プラトン書簡集　　帯､小口等少ﾔｹ､扉蔵書印 山本光雄訳　　角川文庫 昭45 750
X1298 ドイツ国民に告ぐ　　小口等ﾔｹ､扉蔵書印､前20頁程赤鉛筆線

ﾌｨﾋﾃ/小野 浩訳 角川文庫 昭28 750
X1299 改訂増補 二宮翁夜話 全 小口等ﾔｹ少汚､背痛 福住正兄著 報徳文庫 昭15 750
X1300 財界回顧　正続2冊揃　　帯背色ｱｾ､少ﾔｹ､扉蔵書印、続小口黄ばみ、正前半所々

　　　　　朱ﾍﾟﾝ線正前半所々朱ﾍﾟﾝ線 池田成彬 三笠文庫 昭27・28 2,000
X1301 縮刷　彼岸過迄　　裸本､少ﾔｹ､表紙ｽﾚ汚有､扉欠、見返書込、底書名書込､再版

夏目漱石 春陽堂 大6 900
X1302 照葉狂言 (名作傑作集 第三編)　裸本､少ﾔｹ汚　泉鏡花 春陽堂 大9 1,200
X1303 時局と娯楽問題　　　少ﾔｹ､複製､P50 権田保之助述 文部省 昭17 500
X1304 神まうで　　　裸本､少ﾔｹ汚､見返少痛 鉄道省編 博文館 大11 1,200
X1305 歩兵操典 縮刷　　　　裸本､少ﾔｹ､綴錆汚､ﾎﾟｹｯﾄ判､P474 兵書刊行会 昭5 2,800
X1306 訓練教程　　　函痛落書､少ﾔｹ､見返記名他 成武堂編刊 昭3 1,200
X1307 応用新案 漢詩と新体詩　　裸本､少ﾔｹ 小宮水心 積善館 明40 3,000
X1308 四季の星座 (ﾎﾟｹｯﾄ図鑑)　ｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ　解説・写真 藤井旭 成美堂出版 1998 450
X1309 ｺﾚｸｼｮﾝこどもと大相撲 ｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ､底赤線 景山忠弘 京都書院ｱｰﾂｺﾚｸｼｮﾝ平10 500

以下、「岩波文庫」　　　帯、少ﾔｹ
X1310 東洋民権百家伝　小室信介編/ X1311  女工哀史 細井和喜蔵 1980 350

　　　　林　基校訂　　1977 450 X1312  日本の労働運動　片山潜 1976 600
X1313 維納の辻音楽師　帯無､少汚　昭13 X1314  三浦梅園集　三枝博音編 昭30 300

　ｸﾞﾘﾙﾊﾞﾙﾂｪﾙ作/石川錬次訳 750 X1315  ﾛｼﾔ文学評論集 2　小口等ﾔｹ有
X1316 ｴﾋﾟｸﾛｽ -教説と手紙-　　出隆他訳 　ﾍﾞﾘﾝｽｷｰ/除村吉太郎訳 昭26 200

1985 450 X1317  植木枝盛選集　家永三郎編
X1318 道徳と宗教の二源泉　背色ｱｾ､扉少書込､ 1976 900

天ﾔｹ入ﾍﾞﾙｸﾞｿﾝ/平山高次訳昭38 750 X1319  近時政論考　陸 羯南 1984 350
X1320 日本ｲﾃﾞｵﾛｷﾞｰ論　小口小赤ｲﾝｸ跡 X1321  産業革命　T.S.ｱｼｭﾄﾝ/

　　　　　　　戸板 潤　　1977 450 　　　　　　中川敬一郎訳 昭48 900
X1322 東京の三十年　田山花袋　1981 750 X1323  ｶﾙｳﾞｧﾝ小論集
X1324 音楽家訪問　ｱﾗﾝ/杉本秀太郎訳 　　　　　波木居齊二編訳 1982 450

1980 350 X1325  ﾍﾞｰｵｳﾙﾌ 厨川文夫訳 1977 750
X1326 人生の短さについて　他二篇

　　ｾﾈｶ/茂手木元蔵訳　1980 750 X1327  自叙伝　全5揃　河上肇 1976 1,500
X1328 きけ　わだつみのこえ (日本戦没学生 X1329  明治百話　上下揃　ｶﾊﾞｰ､扉蔵書印

　の手記)　　同記念会編　1982 300 篠田鉱造 2002 700
X1330 ﾊﾞﾗﾊﾞ　ﾗｰｹﾞﾙｸｳﾞｨｽﾄ/尾崎義訳 X1331  日本の弓術　ｵｲｹﾞﾝ･ﾍﾘｹﾞﾙ述
X1332 　　　　　　　　　　　　　　　昭49　 1,200 　　　　　　柴田治三郎訳 1982 450
X1333 平塚らいてう評論集 小林登美枝/米田佐代子編 1987 500


