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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
250円です。

(複数冊の場合でも)

X1
長岡博男 慶友社 1,800 

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

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

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

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

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

　　羽咋市粟ノ保公民館 750 
X19

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

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

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

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

高桑砂夜子　加賀染振興協会 1,500 

加賀能登の生活と民俗 (考古民俗叢書 14)　　函少ﾔｹ汚
昭50
昭61

ふるさと加賀・能登 (身近な地域の地理巡検)　　少ﾔｹ
昭56
平10

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

昭7
こども石川県史 (民話・物語編)　　ｶﾊﾞｰ､天等少ﾔｹ､小印 平3

昭37

徳田与吉郎+上田正二　北陸中日新聞 昭58
昭47
昭46

城下 (安政飢民抄)　　ｶﾊﾞｰ帯､小口等少ﾔｹ汚､著者謹呈署名入

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

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

平7
浅井長政の実弟 大文字屋の研究 (歴研ﾌﾞｯｸﾚｯﾄ)　P40

平7
昭47
昭54
昭49

昭49

昭39
昭46
昭55

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

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

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

平3



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

当店、送料(国内)の上限
250円です。

(複数冊の場合でも)

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

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

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

みすず書房 1976 2,900 
X86

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

みすず書房 1975 3,000 
X88

みすず書房 1977 6,000 
X89

原書房 6,000 
X90

原書房 2,500 
X91

原書房 2,500 

昭45

　　　　　　　　　　　　　　　　昭44 昭44

　能登路の旅　正続2冊
　改作所旧記　全3揃　函少汚

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

昭48
昭51

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

昭51
ｼﾞｬﾝ･ﾀﾞﾊﾞﾝ/水波 朗訳 昭52

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

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

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

P･I･ﾘｬｼﾁｪｺ/山下義雄訳 昭49



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

当店、送料(国内)の上限
250円です。

(複数冊の場合でも)

X92 近代中国政治史研究　　　　函､薄ﾔｹ､押印 衛藤瀋吉　東京大学出版 1986 1,200 
X93 新版 アメリカ合衆国史　　函背等少ﾔｹ､裏表紙内ﾍﾟﾝ書込有､押印

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

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

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

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

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

創文社 2,000 
X106

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

X107 1980 3,500 
X108 1969 1,200 
X109

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

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

みすず書房 1980 1,200 
X124

ﾅｶﾆｼﾔ出版 2001 3,500 

　　　　　　　　　　　　ﾁｬｰﾙｽﾞ･ﾋﾞｱｰﾄﾞ他/松本重治他訳

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

昭41
昭57

日本近代化の世界史的位置 (その方法論的研究)　　函等少ﾔｹ

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

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

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

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

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

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

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

意味の弾性 (ﾚﾄﾘｯｸの意味論へ)　ｶﾊﾞｰ等少ﾔｹ汚　　〃
言語と自然 (ｺﾚｰｼﾞｭ･ﾄﾞｩ･ﾌﾗﾝｽ講義要録 1952-60)　裸本､少ﾔｹ､扉小印･年月日書込
　　　　　　　　　　　　　　　　M.ﾒﾙﾛ=ﾎﾟﾝﾃｨ/滝浦静雄他訳
道徳の哲学者たち (倫理学入門) 第二版　　ｶﾊﾞｰ帯､薄ﾔｹ､少鉛筆線消
　　　　　　　　　　　　　　　　ﾘﾁｬｰﾄﾞ･ﾉｰﾏﾝ/塚崎智他監訳
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250円です。

(複数冊の場合でも)

X125
1979 1,000 

X126 大修館書店 1986 900 
X127

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

現代思潮社 1971 800 
X131

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

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

未来社 1954 750 
X136 函背等ﾔｹ有､函角小傷､蔵書印･記名

講談社 800 
X137

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

舟木重信 創芸社 750 
X139 10,000 
X140

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

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

板垣直子 大和書房 1965 1,500 
X145

6,000 
X146 1985 1,500 
X147

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

X149 岩波書店 1979 4,800 
X150

　　函等少ﾔｹ、増補版 筑摩書房 2,000 

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

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

昭53

昭41

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

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

ｱﾝﾄﾞﾚ･ﾓｰﾛﾜ/谷長茂訳

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

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

神皇正統記 増鏡 (日本古典文学大系 87)　　函帯等少ﾔｹ､裏表紙内印､

林芙美子の生涯 (うず潮の人生)　　ｶﾊﾞｰ端少傷み､ﾔｹ少汚

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

昭45
各1,000

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

昭56



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

当店、送料(国内)の上限
250円です。

(複数冊の場合でも)

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

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

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

X154
大石慎三郎・木村礎 編　文一総合出版 1,800 

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

X157 以下、「日本歴史新書」　　函､少ﾔｹ､状態良 至文堂

X158
監修 半藤一利 ユーキャン 4,500 

X159
監修 原田勝正 ユーキャン 4,000 

X160 平凡社 1994 4,500 

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

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

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

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

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

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

富山県の地名 (日本歴史地名大系 16)　函ｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ
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当店、送料(国内)の上限
250円です。

(複数冊の場合でも)

X161
富安風生 五月書房 2,500 

X162 900 
X163

短歌新聞社 2,000 
X164

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

光美術工芸 15,000 
X167

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

著者 塚本善隆他　　講談社 15,000 
X169

入江泰吉 保育社 6,000 
X170

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

美術出版社 1990 3,000 
X177

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

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

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

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

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

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

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

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

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

昭47

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

昭52
日本の庭園　上下揃 (名園探訪/名庭観賞)　　裸本､少ﾔｹ､大判

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

色彩の詩人　ヒロ・ヤマガタの世界 (新装版)　ｶﾊﾞｰ帯､少ﾔｹ　講談社

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

杉村勇造/永井敏男 昭55
昭49

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

昭48

明12

伊勢度会郡山田 箕曲主膳　　文化7
〃　　　　　文政11

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

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

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

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

昭47
昭56
昭52
昭45

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

西川幸治　　NHKﾌﾞｯｸｽ ｶﾗｰ版 昭54

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

昭47
むかし人魂 いまUFO　　函、少ﾔｹ

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

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

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

昭5
城 (築城の技法と歴史)　裸本､少ﾔｹ汚 昭49

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

昭35
昭41

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

昭46
昭55

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

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

昭36
磐梯 (日本の自然誌 2)　　　　ｶﾊﾞｰ､薄ﾔｹ 平3



文学堂書店  〒920-0984
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当店、送料(国内)の上限
250円です。

(複数冊の場合でも)

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

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

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

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

岡部伊都子 新潮社 450 
X1052 500 
X1053

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

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

750 
700 
800 
900 

1,000 
1,000 
1,000 

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

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

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

沼田稲次郎 法律文化社 1977 1,700 

教育と人間(民主主義と平和のために)ｶﾊﾞｰ角少傷､少ﾔｹ 矢内原忠雄

昭41

昭49
日本のユートピア (日本的共同体の実証的研究)　　ｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ

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

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

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

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

昭47

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

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

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

(複数冊の場合でも)

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

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

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

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

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

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

編集執筆 黛 弘道 筑摩書房 900 
X1103

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

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

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

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

昭46
ふるとさ　　小冊 (影印)､少ﾔｹ､帙入､解説付 昭21

昭57
昭22
昭16

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

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

昭25
昭24
昭33
昭44

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

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

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

昭13

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

大5
昭19

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

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

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

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

ﾎﾟｰﾙ･ﾌﾞｰﾙｼﾞｴ/廣瀬哲士訳　東京堂 昭14
昭41

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

昭4

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

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

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

昭40
内田百閒全集　月報　1～10揃 昭46

昭7
昭22

新訂　高等小学唱歌　伴奏附　第一学年用/第二学年用　2冊で
昭10

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



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

当店、送料(国内)の上限
250円です。

(複数冊の場合でも)

X1146 　　　裏千家今日庵文庫 900 
X1147

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

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

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

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

X1163
1,200 

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

伊澤一男 主婦の友社 900 
X1166

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

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

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

昭54
昭22

枯野の雪(家庭教育歴史読本) 明39
昭19

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

大13

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

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

谷崎潤一郎作/菅楯彦絵 昭18
1冊　750

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

屠 文毅著/監訳 椙村憲之　　緑書房 平3

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

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

鍼灸真髄 (沢田流聞書)　ｶﾊﾞｰ､小口等ﾔｹ有 昭47
昭48
昭48

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

昭50
　　藤平 健/小倉重成 昭54

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

昭48
陸痩燕・朱汝功編著/間中喜雄訳　〃 昭47



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

当店、送料(国内)の上限
250円です。

(複数冊の場合でも)

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

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

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

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

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

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

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

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

文理書院 1963 2,000 
X1213

1987 900 

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

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

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

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

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

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

昭63
日本の名随筆　9　町　　　　函､少ﾔｹ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ﾐﾈﾙｳﾞｧ書房 2002 1,500 
X1240

河出書房 3,000 
X1241

新潮社 1974 900 
X1242

篠崎書林 900 
X1243 1976 900 
X1244

谷口陸男 南雲堂 500 
X1245

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

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

昭38
ｼﾞｪｲ･ﾛﾊﾞｰﾄ･ﾅｯｼｭ/小鷹信光編訳 草思

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ｱﾝﾘ･ﾐｼｮｰ/小島俊明訳編　思潮社



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

当店、送料(国内)の上限
250円です。

(複数冊の場合でも)

X1248 平凡社選書 1977 1,000 
X1249

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

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

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

1981 1,500 

1981 1,500 
1981 1,500 

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

志賀かう子 北上書房 1990 600 
X1266

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

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

昭55
獄中十八年　裸本､小口等ﾔｹ有　徳田球一/志賀義雄 昭22

昭56
昭54
昭42

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

昭58

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

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

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

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

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



文学堂書店  〒920-0984
 金沢市池田町2-20-1
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当店、送料(国内)の上限
250円です。

(複数冊の場合でも)

以下、「新書」
X1271

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

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

以下、「文庫」
X1285

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

X1289
雲英末雄　　　日本古書通信社 1,200 

L400
中公文庫 600 

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

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

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

京の町人 (近世都市生活史)　　ｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ

昭42

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

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

本居宣長 (改訂版)　ｶﾊﾞｰ背等少汚､少ﾔｹ 昭55

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

芥川龍之介全集　1　羅生門 鼻 芋粥 他　ｶﾊﾞｰ､少ﾔｹ

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

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

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

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

昭52



1. 俳人の書画美術　全12巻揃　函 少傷み　集英社 昭54 5,000円
2. 皇室の至宝　御物　全13巻揃　函　毎日新聞社 平3 11,000円
3. 平山郁夫全集　全7巻揃　函　講談社 平3 8,000円
4. 米山　人と書　函 少傷み　浅海蘇山 編　墨美社 昭44 15,000円
5. 手島右卿　函　ビジョン企画 昭50 8,000円
6. 青木香流壁書 昭51 12,000円
7. 宮永岳彦画集　限定愛蔵版　函　実業之日本社 昭54 3,000円
8. 小磯良平素描作品集　函 限定1000部。布装版。　ウメダアート 昭54 3,000円
9. 小磯良平素描作品集　函 限定150部。革装版。リトグラフ欠け。　ウメダアート 昭59 3,000円
10. 定本　前田青邨作品集　函　鹿島出版会 昭56 10,000円
11. 村田省蔵画集　函　一枚の絵社 平3 10,000円
12. 風景・花　村田省蔵近作集　函　一枚の絵社 平5 5,000円
13. 村田省蔵画集　函　北国新聞社 平19 10,000円
14. 平田雅哉作品集 数寄屋造り 正続新3巻揃　函 少傷み　毎日新聞社 昭47 3,000円
15. 新劇年代記 戦前・戦中・戦後編　全3巻揃　函　倉林誠一郎　白水社 昭47 2,000円
16. 圓生全集 全10巻揃　函 傷み、汚れ　青蛙房 昭35 2,000円
17. 木下順二作品集　全8巻揃　函　未来社 昭36 1,800円
18. 木下順二評論集　全11巻揃　函　未来社 昭47 8,000円
19. 木下順二集　全16巻揃　函 背ヤケ　岩波書店 昭63 4,000円
20. 小山内薫 演劇論全集 全5巻揃　函 汚れ　未来社 昭39 8,000円
21. 小山祐士戯曲全集 全5巻揃　函　テアトロ 昭42 2,500円
22. 現代日本戯曲大系 第一期・第二期　全14巻揃　 汚れ、少傷み 昭46 40,000円
23. 秋元松代全作品集 全3巻揃　函 昭51 6,000円
24. 日本現代演劇史 全8巻揃　函 蔵書印　白水社 昭60 55,000円
25. 宝生流地拍子謡本　全37巻揃　函　わんや書店 昭54 50,000円
26. 定本 加賀藩被差別部落関係史料集成　 印あり　田中喜男 編　明石書店 平7 10,000円
27. 金沢日本基督教会50年史　 蔵書印あり。裸本。　中沢正七 編　金沢日本基督教会 昭5 8,000円
28. 加賀志徴 上下巻・2冊揃　 復刻版　石川県図書館協会 昭44 10,000円
29. 稿本　金沢市史　全14巻揃　函 少傷み　名著出版 昭48 20,000円
30. 白山史料集 上下巻・2冊揃　石川県図書館協会 昭54 8,000円
31. 石川近代文学全集・19巻＋別巻・全20冊揃　カ 別巻に少線引き　石川近代文学館 昭63 20,000円
32. 新修　小松市史　資料編1　小松城　函　小松市 平11 3,000円
33. 新修　小松市史　資料編2　小松町と安宅町　函　小松市 平12 3,000円
34. 新修　小松市史　資料編3　九谷焼と小松瓦　函　小松市 平13 3,000円
35. 新修　小松市史　資料編4　国府と荘園　函　小松市 平14 3,000円
36. 新修　小松市史　資料編5　曳山　函 CR-ROM付　小松市 平15 3,000円

オヨヨ書林　新竪町店
920-0995　石川県金沢市新竪町3－21　Tel / Fax: 076-261-8339
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37. 新修　小松市史　資料編6　水運　函 CR-ROM付　小松市 平16 3,000円
38. 鏡花全集 全28巻+別巻・29巻揃　函 少汚れ　泉鏡花　岩波書店 昭48 10,000円
39. 暁烏敏全集　全28冊（別巻共）揃　函 少汚れ　涼風学舎 昭53 18,000円
40. 定本　野口雨情　全8巻揃　 少傷み、少汚れ　野口雨情　未来社 昭60 5,000円
41. 南方熊楠全集 全12巻揃(10巻＋別巻2冊)　 少汚れ　南方熊楠　平凡社 昭46 8,000円
42. 大漢和辞典　縮写版　全13冊揃（本巻12＋索引）　函 少汚れ　諸橋轍次　大修館書店 昭51 5,000円
43. 網野善彦著作集　全19巻揃い（本巻18巻+別巻）　函　岩波書店 平20 38,000円
44. 津田左右吉全集　本巻28冊＋別巻5冊・全33冊揃　 少汚れ　岩波書店 昭38 6,000円
45. 室生犀星全集　全12巻＋別巻2巻・14冊揃　 少傷み　新潮社 昭39 20,000円
46. 芥川龍之介全集　全12巻揃　函 少汚れ　岩波書店 昭40 3,000円
47. 武藤山治全集　全9巻揃　 少汚れ、少傷み　新樹社 昭41 5,000円
48. 獅子文六全集　全16巻揃　函　朝日新聞社 昭43 15,000円
49. 桑原武夫全集 全7巻揃　函 蔵書印 昭44 1,500円
50. 大島亮吉全集　全5巻揃　函 蔵書印　あかね書房 昭45 4,000円
51. 勝海舟全集　全22巻揃　函 少汚れ　講談社 昭47 10,000円
52. 日本庶民生活史料集成 第一期・第二期　全20巻揃　函 少傷み、蔵書印　三一書房 昭49 18,000円
53. 日本民俗誌大系 全12巻揃　函 少汚れ　角川書店 昭49 3,000円
54. 花材別現代いけばな芸術全集　全6巻揃　函 少汚れ　主婦の友社 昭50 3,000円
55. 日本古文書学講座　全11巻揃　函 少ヤケ　雄山閣出版 昭54 3,500円
56. 現代短歌全集　全15巻揃　 少汚れ　筑摩書房 昭55 5,000円
57. 定本　横光利一全集　本巻全16巻+月報集成・17巻揃　函 少汚れ　河出書房新社 昭56 20,000円
58. 福原麟太郎随想全集　全8巻揃　 少汚れ　福武書店 昭57 3,000円
59. 吉村昭自選作品集　全15巻揃　函 少汚れ　新潮社 平2 15,000円
60. 幸田文全集 全23巻＋対話・揃　函　岩波書店 平6 8,000円
61. 芥川龍之介全集　全24巻揃い　岩波書店 平7 10,000円
62. カラー図説　日本大歳時記　全5巻揃　函 少汚れ　講談社 昭57 2,500円
63. 週刊　古寺をゆく　全60冊揃（本編50冊＋別巻10冊）　小学館 平13 3,000円
64. 天保年間金沢大絵図　 昭和20年写し。彩色。軸装。170×110センチ。 200,000円
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ドイツ・オーストリアの袖珍本 

 

 
１、（独）ヴァルター・フォン・デア・フォ
ーゲルヴァイデ アルトゥール・レスラー
篇 ウィーン、コネーゲン、1921 年 ⽊版
エルヴィン・ラング 書体ユーナ・シャル
ホフ 総紺⾊⾰装、平に⾦押し標題、天⾦。図
版 6 葉。アルトゥール・レスラー（1877-1955）
は、オーストリアの美術批評家。ウィーン⼯房や
オーストリア⼯作連盟の活動に深く関わった⼈
物。⽊版のエルヴィン・ラング（1886-1962）は、
オーストリアの画家。版画を得意とした。シー
レ、ココシュカとともに、ウィーン分離派の傍で
活動的だった芸術家グループ、ハーゲンブント
のメンバー。ヴァルター・フォン・デア・フォー
ゲルヴァイデは、12 世紀後半頃に活躍したドイ
ツの詩⼈。 

12,000 
２、（独）少年の魔法の⾓笛 ウィーン、コ
ネーゲン、1921 年 版元こげ茶⾊総⾰装、⾦
押し背標題、⽊版挿絵及び書体イーダ・ベリッシ
ュ 図版 6 葉、全⾴にヴィネットや枠飾り。『少
年の魔法の⾓笛』は 19 世紀初めに編集された⺠
衆歌謡詩集で、ドイツのマザー・グースと呼ばれ
ている。 

12,000 
３、（独）ゴットフリート・ケラー詩集 ウ
ィーン、コネーゲン、1922 年 版元茶⾊総
⾰装、⾦押し標題 挿絵及び書体イーダ・ベリッ
シュ。図版 6 葉、全⾴にヴィネットや枠飾り。
ケラーは、スイスの 19 世紀リアリズムの代表的
作家。 

12,000 
４、（独）恐ろしき復讐 ゴーゴリ著 ライ
プチヒ、メッテス、1924 年 版元背布装 ⽊版
挿絵⼊り。 

3,500 

５、（独）聖⼥と愚か者 アグネス・ギュン
ター シュトゥットガルト、シュタインコ
ップフ、1918 年 全⼆巻 57-58 版 版元背
⾚⾊⾰装、⾦押し背標題、平マーブル、⼩⼝緑、
⾒返しマーブル、全ページに緑⾊の薔薇の花咲
く垣根の縁飾り、テキスト⻲の⼦⽂字、極美本、
函の平に貼り付けられた標題に擦れあり。ドイ
ツの出版史上最も版を重ねた、⼥流作家⼤衆⼩
説。 

5,400 
６、（独）朗らかなディオゲネス ヴォル
フガング・ポルテ ライプチッヒ（旧東
独）、⼈⺠公社、1984 年 布装、函、極
美。ヴェルナー・クレムケ挿絵と装幀。ヴェル
ナー・クレムケは旧東独で⼤活躍したイラスト
レーター。 

3,200 
 
 

3  1  

2  2  

6  4  
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7. ワァヅワス詩集 幡⾕正雄訳 新潮社、
昭和 14 年第 15 版 新潮⽂庫第 25 編 

1,500 
8. FARNDON, John. The Oxford and 
Cambridge Questions; Do you think youʼre 
clever? Ldn, Icon Bks, 2009.  

1,000 
9. WHORF, Benjamin Lee. Language, 
Thought, and Reality. Ed. and with an 
introduction by John B. Carrol. Cambridge, MIT 
Pr., 1969.  

1,500 
10. GADAMER, Hans-Georg. The 
Beginning of Philosophy. Translated by Rod 
Coltman. NY, Continuum, 1998.  

1,300 
11. SALISBURY, Harrison E. Black Night 
White Snow. Russiaʼs Revolutions 1905-1917. 
NY, Da Capo, (1977). （『⿊い夜⽩い雪』 ソー
ルズベリー 後藤洋⼀訳 時事通信社 原書） 

1,300 
12. (BLAKE) FULLER, David. Blakeʼs 
Heroic Argument. Ldn & al., Croom Helm, 
1988. 書き⼊れ 

2,300 
13. (IRVING BERLIN) WOOLLCOTT, 
Alexander. The Story of Irving Berlin. New 
Introduction and Song List by Stanley Green. 
With 16 Illustrations Portrait by Neysa McMein. 
NY, Da Capo, 1983. アーヴィング・バーリン物
語 

3,100 
14. ANDREE, Rolf. Arnold Böcklin. Die 
Gemälde. Basel, Hirmer, 1998. ベックリン画
集バーゼル・ヒルマードイツ語版 

25,000 
15. ヴォルプスヴェーデふたたび 種村季
弘著 筑摩書房、1980 年 函、帯  初版 

2,400 

16. STEFFEN, Gustav. Krieg und Kultur. 
Solzialpsychologische Dokumente und 
Beobachtungen vom Weltkrieg 1914. Jena, 
Diederichs, 1915. EA. OLn mit SU. 第⼀次⼤戦
のドキュメント シュテッフェン著 イエナ、
1915 年刊 

2,400 
17. アメリカとは何ぞや アンドレ・ジー
グフリート著 伊吹武彦訳 世界⽂学社、 
昭和 21 年 

1,100 
18. RICHTER, Werner. Kronprinz Rudolf 
von Österreich. Mit fünf Bildnissen. 
Erlenbach-Zrch & Lpz., Rentsch, 1941.  

1,500 
19. わが回想 エレンブルク ⽊村浩訳 
朝⽇新聞社、昭和 36 年 函 

1,000 
20. 現代の演劇 メルヒンガー 尾崎賢治
訳 ⽩⽔社、1964 年 背焼け 

1,000 
21. FONTANE, Theodor. Stine. Ein 
Roman. Insel=Bücherei Nr. 39. OPpbd, Namen 
und Datum (1929) auf Vorsatz, sehr gut.  
シュティーネ フォンターネ著 インゼル⽂庫
39 番 ⾒返しに記名 希少装幀 

4,800 
22. KASACK, Hermann. Aus dem 
chinesisschen Bilderbuch. Zeichnungen von 
Casper Neher, Frankfurt am Main, Suhrkamp, 
1955. OHLn, etw. flecking, sonst sehr gut. EA. 

1,500 
23. 反哲学的断章 ⽂化と価値 ヴィトゲ
ンシュタイン 浜沢静也訳 ⻘⼟社、1999 年 

2,200 
24. HEMMINGS. The Life and Times of 
Emile Zola. Ldn, Elek, 1977. ゾラの⽣涯とそ
の時代 ヘミングス著 

3,200 
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L001

2009 1,000

L002 能登の伝説人-能登空港着工記念　　渋谷利雄/写真　瀬戸久雄/著 　 　
能登学研究会・編　能登印刷出版部 平12 2,500

L003 能登の揚げ浜塩田　　大安尚寿・長山直治・西山郷史・横道嘉弘/編著

 訂正文付　　奥能登塩田村・発行 平25 2,000

L004 (323P)

2012 3,000

L005
珠洲市役所 平16 5,000

L006 中日新聞社 平15 1,000

L007 生きている民俗探訪 福井 昭55 800

L008 婦女会出版社 平4 1,000

L009 福井県の百年　県民100年史⑱

 2000 1,000

L010

　 朝日新聞社編　 朝日新聞社 昭49 900

L011

　 朝日新聞社編　 朝日新聞社 昭49 850

L012

　 朝日新聞社編　 朝日新聞社 昭49 900

L013
朝日新聞社編　 朝日新聞社 昭49 900

L014

　 朝日新聞社編　 朝日新聞社 昭48 900

L015

　 朝日新聞社編　 朝日新聞社 昭48 900

L016

　 朝日新聞社編　 朝日新聞社 昭49 900

L017

　 朝日新聞社編　 朝日新聞社 昭50 1,200

L018

　 朝日新聞社編　 朝日新聞社 昭50 1,200

L019
朝日新聞社編　 朝日新聞社 昭50 1,100

L020 国際文化情報社 昭30 800

L021 国際文化情報社 昭29 800

L022 国際文化情報社 昭30 750

L023 2000 300

L024 2001 300

L025 2002 300

函・ﾊﾟﾗﾌｨﾝ破ﾚ少し･帯

ｱｻﾋｸﾞﾗﾌに見る昭和の世相Ⅲ　(昭和９年-１１年)

函・ﾊﾟﾗﾌｨﾝ破ﾚ

画報近代百年史第十集　1917～1923（閉じ穴有）

画報近代百年史第十一集1923～1926（穴破ﾚ有）

画報近代百年史第十六集1940～1943（穴破ﾚ折ﾚ）

函・ﾊﾟﾗﾌｨﾝ･帯付

朝日新聞に見る日本の歩み 焦土に築く民主主義Ⅱ(昭和22-23年)

函・ﾊﾟﾗﾌｨﾝ･帯付

ｱｻﾋｸﾞﾗﾌに見る昭和の世相Ⅰ　(昭和元年-５年)

函・ﾊﾟﾗﾌｨﾝ破ﾚ少し･帯

ｱｻﾋｸﾞﾗﾌに見る昭和の世相Ⅱ　(昭和６年-８年)

朝日新聞に見る日本の歩み　暗い谷間の恐慌・侵略Ⅰ(昭和元-5年)

函・ﾊﾟﾗﾌｨﾝ･帯付

朝日新聞に見る日本の歩み　破滅への軍国主義Ⅱ(昭和15-16年)

函・ﾊﾟﾗﾌｨﾝ破ﾚ少･帯付

朝日新聞に見る日本の歩み 破滅への軍国主義Ⅲ(昭和17-19年)

函・ﾊﾟﾗﾌｨﾝ･帯付

朝日新聞に見る日本の歩み　破滅への軍国主義Ⅰ(昭和12-14年)

函・ﾊﾟﾗﾌｨﾝ破ﾚ･帯付

つのぶえNo.153 日本海の児童文学

つのぶえNo.156 日本海の児童文学

(128P) 北陸児童文学協会

(162P) 北陸児童文学協会

つのぶえNo.157 日本海の児童文学 (128P) 北陸児童文学協会

鶴彬はばたく‐生誕百年記念祭と映画『鶴彬こころの軌跡』製作の記録

『鶴彬こころの軌跡』製作実行委員会・編集

藤本良致・小林一男　　　第一法規

　　　　　　　　　　　山川出版社

能登燦々　百景百話　藤平朝雄/文 渋谷利雄/写真

伝説とロマンの里－石川県立飯田高等学校百周年記念誌　西山郷史/編著

　　石川県立飯田高等学校百周年記念事業実行委員会・発行　　　

珠洲のれきし‐珠洲市制五十周年記念　　箱入り・上製本

　　　　　　　珠洲のれきし編さん委員会/編集

隼田嘉彦・笠松雅彦・末廣要和・木村亮

全国郷土玩具ガイド２関東・東海 畑野栄三/著

朝日新聞に見る日本の歩み 焦土に築く民主主義Ⅰ(昭和20-21年)

朝日新聞に見る日本の歩み　焦土に築く民主主義Ⅲ(昭和24-25年)

函汚ﾚ・ﾊﾟﾗﾌｨﾝ破ﾚ･帯
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L026

　 筑摩書房 昭37 800

L027

　 筑摩書房 昭37 700

L028

　 筑摩書房 昭38 700

L029 表紙書込有 中央公論社 昭52 600

L030 河出書房新社 昭54 500

L031 噂の真相休刊号（2004年4月号） 噂の真相 2004 1,000

L032 筑摩書房 平7 800

L033 サムライと横文字　 惣郷正明　　ブリタニカ出版 1977 1,000

L034 遊民の系譜-ユーラシアの漂泊者たち 杉山二郎 青土社 1988 900

L035 十牛図-自己の現象学 筑摩書房 1982 800

L036

　　 　 安原　顕/著 双葉社 2001 1,000

L037

　 　 松本　猛/著 講談社 2002 600

L038 こんにちは昔話です 2009 700

L039 魂のみなもとへ　誌と哲学のデュオ 表見返に書込有・帯付き

　 　 近代出版 2001 700

L040 青龍社 1990 600

L041 ぜんまい屋の葉書 金田理恵 筑摩書房 1991 1,000

L042 猫印極楽読書録 1994 500

L043 七尾湾のいわし雲－上荒屋エッセイ通信Ⅶ  

2013 600

L044 句集　ホームレス羽抜鳥 大石　久 創造書房 平16 700

L045 うみ山のあいだ(詩集） 江森國友 書肆山田 1990 1,000

L046 小笠原鳥類 思潮社 2004 500

L047 白石かずこ天声出版 昭43 1,000

L048 ケープ・コッドの天使たち 草間彌生 而立書房 1990 800

L049 供花‐町田町蔵詩集 町田町蔵 思潮社 1992 900

L050 塩谷マスクーダ 2008 1,000

L051 カシミールの民話 （椋鳥書房） 2004 650

L052 細川律子 雪嶺文学会 2001 700

L053

　 平20 1,200

L054

　 1979 900

L055 雪　（岩波新書赤版　8） 29刷 中谷宇吉郎 岩波書店 昭45 1,000

L056
みずすまし 平17 500

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

　　　　　 2004年夏　新潟豪雨水害（三条発）

三角宇宙　　　　　谷川俊太郎/吉本ばなな/高田宏

はしれ！ショウガパンうさぎ ランダル・ジャレル/著　長田宏/訳

 　（岩波ようねんぶんこ15）　　第1刷　汚ﾚ･ﾔｹ 　岩波書店　　

世界の文房具（暮らしの設計117号）

 M.シェファー　W.D.シュトルル/著

エドワード・バッチ　魂の植物　バッチの花療法への新しい洞察

ドストエフスキー／唐伯虎伝）蔵書印有/月報/函/小口汚ﾚ

世界ノンフィクション全集第27巻　芸術家の創造の秘密（神との結婚／パリ放浪記／

世界ノンフィクション全集第39巻　　　　　（ある黒人奴隷の半生/思痛記/

黒い灯/浦上切支丹旅の話）蔵書印有/月報/函/小口汚ﾚ

世界ノンフィクション全集第30巻　　　　　（レーニン／一革命家の思い出／

／大杉栄自伝）　蔵書印有/月報/函/小口汚ﾚ

読書狂いもほどほどに　第一刷、著者謹呈署名入､オビ付、裏表紙汚れ少し

小澤俊夫/著 小澤昔ばなし研究所

愛たちけものたち神たち　横尾忠則装丁

サリーの魅力－インドと日本の架け橋

花菜畑-ふるさとの小さな物語（サイン入）

　　フレグランスジャーナル社

塩谷マスクーダ・細川律子

函少しｽﾚ汚れ

素晴らしい海岸生物の観察(詩集)

　汚ﾚｽｺｼ有

頓智　創刊号(1995年10月）

第2刷・帯付

文芸読本　宮澤賢治　　少ﾔｹ、裏表紙汚、4刷

谷川俊太郎・長谷川宏

上田閑照・柳田聖山

ｶﾊﾞｰ裏端少ｽﾚ

ぼくが安曇野ちひろ美術館をつくったわけ　著者署名入､オビ付、上下擦れ

瀬川　あずさ　　能登印刷出版部

大森　定嗣/著　　能登印刷出版部
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1 重要文化財　全33巻揃 文化庁監修 函 毎日新聞社 昭58～ 50000

2  348/359/371/440/443/444/445他 日本漆工会 昭5～昭1513000

3 条幅範書百選　漢字篇 青山杉雨 編 初版　二重 函　外函やけ 二玄社 1984 2500

4 条幅範書百選　かな篇 青山杉雨 編 初版　二重 函　外函やけ 二玄社 1984 2500

5 現代書道名家　墨蹟大鑑 碓井善助編 帙劣化痛有　本体状態良 赤城出版社 昭13 3000

6 中國書論集 中田勇次郎 再版　 函 二玄社 1971 3000

7 書道大字典　上下揃　索引つき 伏見冲敬編 初版　 函　 角川書店 昭49 8000

8 書源 藤原鶴来編 初版　 函少痛み有 二玄社 1970 6000

9 函、帯、　状態良 中央公論社 昭53 15000

10 初版　 函　 帯　月報つき あかね書房 1961 10000

11 日本民俗学大系　全13冊揃 初版　 函　月報つき　 平凡社 昭33～3510000

12 250部限定版　帙入　美本 教育出版センター昭58 45000

13 八木書店 昭56 1500

14 早稲田文庫の古文書解題 柴辻俊六 編 初版　 函　状態良 岩田書院 平10 2500

15 初版、カバー、巻末に印有 白水社 1999 28000

16 田中英光全集　全11巻揃 田中英光 函　 函カバー切有　月報付 芳賀書店 昭40 15000

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

18 函、状態良 朝日新聞出版 2008 6000

19 北國新聞社 平18 1000

20 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

21 朝日ソノラマ 平4 2500

22 阪東妻三郎 秋篠健太郎 初版　カバー 毎日新聞社 昭52 1500

23 剣戟王阪東妻三郎 丸山敞平 初版　カバー ワイズ出版 1998 2000

24 剣戟王嵐寛壽郎 三一書房 1997 2000

25 初版　カバー 白川書院 1976 2000

26 フィルムアート社 1993 4000

27 安藤鶴夫作品集②　寄席 安藤鶴夫 函 朝日新聞社 昭45 1500

28 安藤鶴夫作品集③　芸 安藤鶴夫 函 朝日新聞社 昭45 1500

29 銀蛇の窟　高垣眸全集1 高垣眸 初版　函　月報付 桃源社 昭45 2500

30 龍神丸　高垣眸全集2 高垣眸 初版　函　月報付 桃源社 昭45 2500

31 付録付　美本　外函付 講談社 昭45 15000

32 六興出版 昭60 1000

33 初版　 カバー　経年やけ 講談社 昭61 800

34 (カストリ文化)考 長谷川卓也 初版、カバー、帯 三一書房 昭44 1500

35 初版　記名有 KKベストセラーズ昭53/54 2000

36 2004 1000

37 朝日新聞社 1989 1500

38 1989 1000

39 大臣日記　　訂正表つき 田中角栄 初版　ビニールカバー　 新潟日報 昭47 12000

40 男装従軍記 永田美那子　　　初版  函なし背痛　経年やけ　小印 日本評論社 昭7 10000

41 シベリア出征日記 風媒社 1978 1000

42 平10 1500

43 平12 2000

44 イルクーツク州の日本人墓地 1993 2000

45 昭57 1000

46 憲法問題を考える　視点と論点 　佐藤功 カバー、第4刷 日本評論社 1987 1000

47 初版　 カバー　 帯 海竜社 2015 1000

48 浦野匡彦言論集 二松学舎松苓会編 昭62 1500

徳川夢声とその時代　もんじゅ選書23　　三国一朗

明治・大正くらしの物語　上下揃

宮本常一の写真に読む失われた昭和　　宮本常一撮影　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

ふるさとの昭和史 : 暮らしの変容　　熊谷元一写真・文　井出孫六解説　　初版　カバー　帯　　　　岩波書店

大河内傳次郎　人と作品　その魅力のすべて　　梶田章　　第2刷　カバー

渡辺才二　嵐寛寿郎研究会　　初版　カバー

鞍馬天狗のおじさんは　聞書アラカン一代　　竹中労

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　　初版　カバー

少年倶楽部　復刻愛蔵版　昭和7年度　全12冊

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

週刊朝日百科　甲子園の夏　1915-2008　全20冊揃

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

漆と工藝　第348号～第455号の内13冊一括

支那神話傳説の研究　増補改訂版　　出石誠彦

図説　日本民俗学全集　全八冊揃　　藤沢衛彦

せきね文庫選集　第一期　全12冊・別冊付　計13冊揃

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

ティリッヒ著作集　新装復刊　全11巻揃

松尾勝造著　高橋治解説　　　カバー

平和の礎　シベリア強制抑留者が語り継ぐ労苦8　　　カバー　　　　　　　平和祈念事業特別基金

平和の礎　シベリア強制抑留者が語り継ぐ労苦10　　　カバー　　　　　　平和祈念事業特別基金

クズネツォフ　金沢ロシア語研究会　石川県東シベリア墓参団　　附図付

父母ニ孝ニ兄弟ニ友ニ　教育勅語ほか 初版、カバー　　　　　エヌシービー出版

いちばんよくわかる！　憲法第９条　　西修

非売品　函　　　　　　　二松学舎松苓会
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49 漢方医学十講　東洋医学選書 細野史郎 初版、函に記名有 創元社 昭57 3000

50 泰西医学史　古代中世篇 小川政修 初版　 函欠　 第一書房 昭6 3000

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

52 仮面と神像 朝日新聞社編 帯　 朝日新聞社 昭45 1000

53 藝術解剖学　　　　　改訂三版 中村不折  函欠　年月日書　経年やけ 日本美術学院 大6 2000

54 明20 5000

55 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

56 江戸切絵図と東京名所絵 白石つとむ 編 1993 4000

57 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

58 初版　 カバー　 人物往来社 昭42 2000

59  函痛有　天・小口少シミ有　政教社 昭38 3000

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

61 日本人物在世年表 上園政雄 編 第2刷　 カバー 吉川弘文館 昭61 1500

62 初期日独通交史の研究 今宮新 初版　 函経年やけ有 鹿島出版会 昭46 2000

63 カバー、第3刷　小印有 新生出版 1977 1000

64 お雇い外国人　2　産業 吉田光邦 初版、カバー 鹿島出版会 昭43 2500

65 歯と民族文化 山崎清 初版　 函　 天佑書房 昭18 2000

66 性と日本人　日本人の歴史4 樋口清之 初版、カバー 講談社 1980 800

67 初版、カバー 主婦の友社 昭56 700

68 絵はがきの旅・歴史の旅 中川浩一 著 初版　 カバー　 帯　 原書房 1990 1000

69 パリ散歩画帖 山本容子 著 2006 1000

70 サッフォーたちの饗宴 1987 1500

71 病む猫ムシ 井上光晴 初版、函、帯、絶筆短篇集 　集英社 1992 800

72 猫は夜中に散歩する 田中小実昌 初版、カバー 冬樹社 昭55 1000

73 わが愛猫記 横川成子 初版、カバー 北国出版社 昭52 1500

74 1996 1000

75 フランスの起床ラッパ アラゴン　大島博光訳 第4版　帯なし　経年やけ　 三一書房 1954 2000

76 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

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

78 加賀の千代真蹟集　　改訂版 中本恕堂編 限定700部　 函経年シミ少 北国出版社 昭58 5000

79 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

80 日々の俳句 沢木欣一 初版、カバー、帯 求龍堂 昭58 1500

81 評伝前田普羅 中西舗土 著 初版、カバー 明治書院 平3 2000

82 仏心の俳句 : わが俳人伝記抄 村上護 著 初版、カバー 佼成出版社 平4 1000

83 カバー、購入日書入 潮文社 昭47 700

84 あの山越えて　山頭火行乞記　 大山澄太編 第3刷　新書判 潮文社 昭46 1000

85 漂泊の俳人　山頭火の手記　 大山澄太編 第3刷　 帯　新書判 潮文社 昭46 800

86 句集　花すこし　私家版 戸板康二 函少汚れ有　献呈署名本 三月書房 昭60 1500

87 初版　 函やけ有　 三河発行所 昭51 2500

88 初版　 カバー　 主婦と生活社 1996 1500

89 わが死民　水俣病闘争 石牟礼道子編 初版　 カバー　 帯　 現代評論社 昭47 1000

90 講談社 昭42 1000

91 昭45 10000

92 初版　 カバー　 帯　美本 講談社 2007 1000

93 中国小説史考 前野直彬 初版　 函　 秋山書店 昭50 2000

94 中国史論 : 政治・経済・文化 斎藤実郎 著 初版　 函汚れ有 高文堂出版社 昭58 1000

95 咸南名鑑 朝鮮元山毎日新聞社編 昭15 25000

96 昔の南洋と日本　ラジオ新書24 　板澤武雄 第16版　 カバー　新書判　 日本放送出版協会昭17 700

卓池雑考　「三河」叢書第十七号　　鈴木煙浪

橘曙覧「たのしみ」の思想 : 幕末の歌人　　神一行

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

野に叫ぶ人々　足尾銅山鉱毒事件連作版画集 版画36葉  小口一郎  解題・略図付 帙 外函やけ  明治文献

中国現代アート : 自由を希求する表現　　牧陽一

初版　 函なし　　　朝鮮元山毎日新聞社

原始技術史入門　技術の起原をさぐる　　岩城正夫

日本のシルクロード　旅の起こりとこころ　　樋口清之

初版、カバー、帯　　阪急コミュニケーションズ

城景都 作品 ; 白石かずこ 詩　　初版　帯　　　　　　　ＰＡＲＣＯ

幸せになる猫との暮らし　猫と友達になるための7つの知恵　　小暮規夫監修　初版　カバー　帯　　ベネッセ

俳人山頭火　その泥酔と流転の生涯　　上田都史

浮嶋情話集　　私家版500部第40号　　村本山雨楼

NEW　ＮＡＴＩＯＮＡＬ　ＳＥＣＯＮＤ  ＲＥＡＤＥＲ　　細川芳之助　細川清助　初版　ボール表紙　少鉛筆書込　印有　戸田直秀

函、カバー、第2刷　大判本　　小学館

天正美少年記　歴史小説選書10　　八切止夫
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97 出口榮二選集　全四冊揃 出口栄二 初版、函 講談社 昭54 10000

98 一燈無盡　西田天香選集2 西田天香 初版、函、帯 春秋社 1968 1000

99 考古堂書店 2000 1000

100 考古堂書店 2000 1000

101 仏像図典 佐和隆研編 第3刷　函　 帯 吉川弘文館 昭37 2000

102 石仏残影 服部邦夫 初版、カバー 木耳社 昭47 1000

103 生活に生きる佛教語 山田法胤 平13 1000

104 最澄瞑想 梅原猛 初版、カバー、帯 佼成出版社 昭62 1000

105 真宗史探訪 西本願寺 昭58 800

106 元気に老い、自然に死ぬ 山折哲雄　秦恒平 初版、カバー、帯 春秋社 2001 700

107 夢しごと : 三蔵法師を伝えて 白鳥正夫 著 初版、カバー、帯、美本 東方出版 2000 800

108 ここに禅の生き方が 田中忠雄 初版、カバー 日本教文社 昭40 1000

109 光明無盡　五十五人の宗教者 岩波光次編 初版、カバー 文化評論社 昭57 800

110 新大乗仏教 美濃芳雄 函、献呈識語署名本 永田文昌堂 昭55 2500

111 二つの浄土真宗 杉本正信 著 カバー、第2版 永田文昌堂 1998 1500

112 般若心経で意識革命を 吉岡棟一 カバー、 日新報道出版部昭58 700

113 やがて世界は仏教にたどりつく 　渡部隆志 平21 1000

114 法句経　真理のことば 藤吉慈海 カバー、新装版3刷 大蔵出版 2005 1500

115 まほろばの僧高田好胤 太田　信隆 著 初版、カバー、帯 草思社 2005 1000

116 母　はは　父母恩重経を語る 高田好胤　　　　第5刷 カバー、「感謝」識語署名本 現代出版会　徳間書店昭51 1000

117 薬師寺　好胤説法 高田好胤 カバー、普及版第1刷 学生社 2001 800

118 初版、カバー 学生社 2012 1000

119 現代社会と浄土真宗 池田行信 著 カバー、第2刷　 法藏館 2000 800

120 仏教語入門　法蔵選書24 橋本芳契 初版、カバー、献呈署名本 　法蔵館 昭58 1500

121 五百回忌　蘇る蓮如 小倉正一郎 平10 1000

122 初版　 帯　 カバー経年シミ  橋本確文堂 1988 2500

123 蓮如五帖御文 : 現代の聖典 細川行信 ほか著 第3刷　 カバー　 法蔵館 平6 2000

124 父と娘の清沢満之 亀井鑛 著 第2刷　 カバー 帯 大法輪閣 平14 1500

125 北国新聞社 2004 2000

126 新しい生き方 : 法句経に学ぶ 大谷徹奘 　　　　第8版  カバー 帯　識語署名本 善本社 平13 800

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

128 和讃に学ぶ : 浄土和讃 宮城シズカ 著 第2刷　記念印有　 大谷派宗務所 平13 800

129 大乗仏典 中村元 編 初版第18刷　 函　美本 筑摩書房 1999 3000

130 新修梵語學 榊亮三郎原著 第11刷　 函 永田文昌堂 平8 3000

131 聖典講座　歎異抄 原随園 初版　 カバー 本願寺出版協会昭48 1000

132 みちびかれて 片山宥雄 初版　 カバー 大覚寺出版部 平17 1000

133 人文書院 1995 1500

134 米峯出版 昭56 1500

135 大原問答説教　絵入 大行寺信暁 第12版　経年やけ 永田文昌堂 昭6 1500

136 空を拝む　私の般若心経 荒崎良徳 初版　 カバー　 水書坊 昭60 800

137 黒潮圏の八丈島　風俗と慣行 小川武 再訂版第2刷　 カバー 吉田南光園 昭44 1500

138 八丈島のショメ節 内藤茂 非売品　 私家版 昭54 1500

139 三国近代文学館 印牧邦雄 昭46 4500

140 飛騨山王宮日枝神社史 　同神社 平8 10000

141 飛騨史考　近世金森時代編 岡村守彦 初版　 函　美本 岡村健守 昭61 5000

142 昭37 3000

143 1994～200310000

144 平8～平123000

まんが良寛ものがたり　郷土まんがシリーズ1　　高橋郁丸　　　初版　カバー

まんが良寛を慕う貞心尼ものがたり　郷土まんがシリーズ2　高橋郁丸　初版　カバー

カバー、第5版　識語署名本　　善本社

文・西崎浄尚　写真・中西康雄　　第2版　カバー

初版、美本　　　　　　　チューリップ企画

おヘソとの対話　改訂増補「色即是色」　高田好胤

初版 カバー　　　　　中日新聞北陸本社

蓮如さん : 門徒が語る蓮如伝承集成

それで死んでも悔いなかろう : 私の出遇った暁烏先生　　林暁宇　　初版　カバー

般若心経の新世界 : インド仏教実践論の基調　　　宮坂宥洪　　第2刷　カバー

み仏の心を刻む　越後の石彫師　高橋三広　　室岡博著　　初版　函　帯

函　非売品　　　　　　福井県三国町役場

遷座四百年記念臨時大祭奉賛会　　函　美本

越中立山古文書　立山開発鉄道(株)創立十周年記念出版　木倉豊彦　初版　立山開発鉄道（株）

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

富山県図書館研究集録　第27号～第31号揃 状態良　　　　　　　　富山県図書館協会
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145 習俗　富山歳時記　 漆間元三 第2刷　 カバー 帯 巧玄出版 昭50 1500

146 売薬版画　おまけ絵紙の魅力 根塚伊三松 初版　未読品　 巧玄出版 昭54 1000

147 昭54 1500

148 昭53 2000

149 昭49 1500

150 昭54 1500

151 昭54 1500

152 昭54 1500

153 昭54 1500

154 昭54 1500

155 昭54 2000

156 石川縣史　全五編揃 石川県図書館協会 函、復刻　 石川県 昭49 70000

157 函 金沢市議会 平9 20000

158 金沢市近江町市場史 昭55 3000

159 南大海村史 金田孝順編 昭46 3000

160 鳥屋町史　現代編 同編集委員会 平1 5000

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

162 加賀國菊酒考　複製本 富田景周 　彩色絵入和装本　状態良 　不明 昭43 15000

163 昭48 5000

164 相撲王国石川のあゆみ 石川県相撲連盟編 昭58 3500

165 　石川県 平10 3500

166 石川県印刷史 昭43 8000

167 金沢市公民館五十周年記念誌 平13 5000

168 金沢　武蔵家おぼえ書 中村春江 函　献呈署名本　印有 私家版 昭54 5000

169 おとこ川おんな川 初版　 カバー　 帯　 北国新聞社 2006 1500

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

171 北陸　四季の寺 井上雪 初版　 カバー　 帯　 北国出版社 昭51 1000

172 北陸の古寺 井上雪 初版、カバー、帯 北国出版社 昭58 1000

173 木槿の下に　随想集 橋本芳契 昭50 1000

174 金沢・常福寺歴史資料図録 金沢市文化財紀要177 平13 6000

175 能登半島学術調査書　付図共 石川県 昭40 20000

176 平18 5000

177 能登半島今昔写真帖 : 保存版 中村裕 監修 大判本　カバー　状態良 郷土出版社 2007 7000

178 昭39-4150000

179 平8 2000

180 九谷焼 : 産業と文化の歴史 矢ケ崎孝雄 著 1985 1500

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

182 石川県災異誌　1971 石川県 函、正誤表つき　状態良 石川県 昭46 3500

183 石川県災異誌　1982 石川県 函、補遺版　状態良 石川県 昭57 3500

184 羽咋市史　全四編揃 昭50 50000

185 東風に吹かれて : 能登・加賀 福野勝彦 著 初版、カバー、帯 回天蒼生塾 2006 1500

186 はくいの昔　はくい叢書№2 羽咋公民館 1981 1000

187 はくいの昔　はくい叢書№3 1982 1000

188 はくいの昔　はくい叢書№4 1983 1000

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

190 炉ばた　人間松崎従成の生涯 前坂武義編集責任者 平1 2000

191 昭52 3500

192 1983 5000

学校法人　金沢工業大学２０年史 函　　　　　　　　　　　金沢工業大学本部

工学の曙　科学と工学を築いた書物　　　竺覚暁編著 初版　 　　　　　　　金沢工業大学出版局

初版、カバー　　　　　　日本経済評論社

函、原始・古代編、中世・社寺編、近世編、現代編　羽咋市役所

中条茂雄・堀田成雄・村本義雄

中条茂雄・堀田成雄・村本義雄・土田勝次・竹田俊雄　　　羽咋公民館

中条茂雄・堀田成雄・土田勝次・村本義雄・岩田捨男　　　羽咋公民館

初版　 函　　　　　故松崎従成氏顕彰会

函、            　　　　  金沢市教育委員会

　　　　　　　　初版、函、付図7種類揃函入共　

すずろ物語復刻版（一）　1～17号合本　　　マーカー・線引有　函に日付・記名有　　　　　珠洲郷土史研究会

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

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　鶴来町教育委員会

函　　　　　　　　　　　石川県輪島市役所

函　　　　　　　　　　　石川県相撲連盟

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

函　　　　　　　　　　石川県印刷工業組合

　　　　　函　　　　　金沢市公民館連合会　　　金沢市教育委員会

献呈署名本　　　　同随想集出版委員会

富山の植物　風土と四季を訪ねて　富山文庫1　進野久五郎　第6刷　函　カバー　帯　巧玄出版

越中の焼きもの　原始から現代まで　富山文庫2　定塚武敏　第3刷　函　カバー　　　巧玄出版

五箇山　失われる山びとの暮らし　富山文庫4　宮崎重美・池端滋　初版　函　カバー　巧玄出版

富山の石造美術　刻まれた時と情念　富山文庫5　京田良志　第3刷　函　カバー　帯　巧玄出版

富山の動物　この愛すべき仲間たち　富山文庫6　植木忠夫　第3刷　函　カバー　帯　巧玄出版

越中の彫刻　祈りと美の系譜 富山文庫8  長島勝正・風間耕司  第3刷 函 カバー　帯  巧玄出版

富山の史蹟　はるかなる大地の伝言　富山文庫10　　岡崎卯一　他　　第2刷　函　カバー　帯　　巧玄出版

越中の人物　よみがえる栄光と苦悩　富山文庫11　奥田淳爾・米原寛　　第2刷　函　カバー　帯　巧玄出版

越中の絵図　文化史への抒情　富山文庫12　高瀬重雄　　第4刷　函　カバー　帯　　巧玄出版

金沢市議会史　上下・資料編・年表　揃

初版、函　　近江町市場商店街振興組合

初版、函　　　　　　　高松町大海公民館

函　　　　　　　　　　　石川県鳥屋町役場

輪島市史　輪島漆器資料　資料編第六巻
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193 秘史　手取川 平野外喜平 初版　 カバー　 北国出版社 昭45 1000

194 昭57 15000

195 能美郡忠勇録 能美郡聯合分会編 大13 25000

196 松任小学校百年誌 昭49 2000

197 松任農業高等学校百年史 昭50 2500

198 松任市史　現代編　上巻 函　状態良 松任市役所 昭56 2500

199 林郷土誌 昭53 4000

200 舘畑のあゆみ 昭49 6000

201 旭郷土誌 昭54 5000

202 桑島の里 臼井鉄男編集責任者 昭53 3000

203 白峰村史　上下揃 上巻函少痛み有　 白峰村役場 昭34・3715000

204 富奥郷土史 富奥公民館編 昭50 7000

205 郷の今昔 平2 2500

206 野々市町小史　復刻版 行野小太郎 昭和28年発行の復刻版　 野々市町 平2 3000

207 カバー少痛有　 野々市町 平7 2500

208 野々市町二十年のあゆみ 昭51 2000

209 長篇詩　魔の花 相澤道郎 初版　 函　状態良 黄土社 1979 2000

210 忘却の花びら　第一部　七尾まだら　　菊田一夫 昭31 3000

211 山鶯　随想集 山高しげり 初版、カバー、帯 牧羊社 昭50 1500

212 句文集　母子草 杉原竹女 初版、函 あらうみ会 昭44 2000

213 歌集　白蓉 米山久子 初版、函 新星書房 昭53 2000

214 函 北国出版社 昭53 2000

215 北國新聞社 2007 1000

216 函、クロス装 正門会 平1 3000

217 初版、函、美本 北國新聞社 2011 8000

218 函、美本 北國新聞社 平20 7000

219 石川の戦後50年 北国新聞社出版局 編 　初版　 函　美本 北国新聞社 平7 5000

220 石川県音楽史 昭60 3500

221 長谷部信連 蔭田章平編 昭35 3500

222 初版　 カバー　 北国出版社 昭47 1500

223 金沢の玩具 村尾泰  カバー　印有　新書判　 北国出版社 昭46 1000

224 昭56 7000

225 平5 1500

226 鏡花研究　第七号 平1 2500

227 室生犀星　ききがき抄 新保千代子 初版　 函改装　 帯なし　 角川書店 昭37 5000

228 室生犀星句集　魚眠洞全句 室生朝子編 再版　 函背スレ有　 帯　 北国出版社 昭54 2500

229 白山史料集　上巻 昭54 6000

230 白山 上杉喜寿 初版、カバー、天にシミ ビジョン北陸 昭61 4000

231 小幡酉吉 昭32 3500

232 初版、函、クロス装 北國新聞社 昭41 2000

233 七商八十年史 昭52 4000

234 輪島高等学校五十年史 昭47 3500

235 津幡高等学校五十年史 昭48 3500

236 金沢三中・桜丘高校五十年史 昭45 3000

237 加能史料　平安3 昭62 3500

238 加能史料　平安4 平1 3500

239 加能史料　鎌倉1　2　　2冊揃 平4 7000

240 平5 10000

函シミ少有　　　　　　　　　白峰村桑島区

　　　　　　　在郷軍人会能美郡聯合分会

函　　　　　　　　　　　　　市立松任小学校

函　　　　　石川県立松任農業高等学校

函天シミ少有　本体良　鶴来町林公民館

函角少スレ有　本体良　　鶴来町舘畑公民館

函底に題名書　本体小口少しみ有　記名・印有　松任市旭公民館

手取川七ヶ用水誌　上下・附図揃 初版　 函　　　　　　七ヶ用水土地改良区

函　小口シミ少有　野々市町富奥農業協同組合

函　　　　　　　　　　　野々市町郷公民館

愛と和の町ののいち　町合併40周年記念誌

函　　　　　　　　　　野々市町中央公民館

初版　やけ・印有　大日本雄弁会講談社

紅ひとつ　駒井志づ子の歩んだ道

生と死を考える : 「死生学入門」金沢大学講義集　　細見博志編　　第3刷　カバー

風姿却来　佐野正治先生の想い出　　正門会編

ふるさときらめき館 : 石川・富山の文化財 : 愛蔵版

加能史料　南北朝1　2　3　　3冊揃 函、会報付　➀に印有　石川史書刊行会

愛蔵版　ふるさと写真館　北國新聞創刊115年記念

　　　初版　表紙に経年シミ少有、本文良　石川県音楽文化協会

初版　元パラ　　　　　穴水町教育委員会

能登守の弁　若林喜三郎随想集

金沢泉丘高等学校蔵善本解題目録 　　　　　　　石川県立金沢泉丘高等学校

石川近代文学館と私　「終焉記」と「未発表『序文』」ー新資料藤岡作太郎・西田幾多郎　　　二冊揃組　筒函

状態良　　　　　　　　　　石川近代文学館

金沢大学日本海文化叢書第4巻　　函　　　　石川県図書館協会

　函　　　　　　　　　小幡酉吉傳記刊行会

ど根性　県外で活躍する石川県人

函　　　　　石川県立七尾商業高等学校

函　　　　　　　　石川県立輪島高等学校

函　　　　　　　　　　　石川県立津幡高校

函　　　　　石川県立金沢桜丘高等学校

函、会報付　印有　　　石川史書刊行会

函、会報付　印有　　　石川史書刊行会

函、会報付　印有　　　石川史書刊行会
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241 金澤教会百年史 1981 3500

242 加賀染　太郎田屋與右衛門 高桒砂夜子　　　初版 平3 1500

243 初版 カバー　 古今書院 1988 1500

244 昭60 1500

245 中国人に助けられたおばあちゃんの手からうけつぐもの　　北崎可代　　初版　カバー　天シミ有　梨の木舎 1997 800

246 おもしろ金沢学　新装版 カバー、帯、第2版第4刷　 北國新聞社 2006 800

247 金沢市五郎島町史 平2 2000

248 増泉　春日神社誌 園崎善一編 平13 5000

249 初版 カバー　 北国出版社 昭49 8000

250 カバー 北国出版社 昭51 4000

251 横川巴人作品集 笠師昇・斎藤芳明編 千部限定　 函　 横川巴人会 昭44 3000

252 劇団北陸新協 1984 1500

253 金澤老舗繁盛記　 金澤老舗百年会 平8 3000

254 能登・加賀漂流物語 佃和雄 著 初版　 カバー　 北国新聞社 平10 1500

255 加賀城下町の言葉 島田昌彦 著 初版　 カバー 能登印刷出版 1998 1000

256 初版　 カバー　 帯 東都書房 昭34 1000

257 初版　 カバー　 帯　 冬樹社 1980 1500

258 石川の土木建築史 石川県土木部編 平1 4000

259 加賀藩主　前田斉泰　図録 平7 1500

260 非売品　一頁線引き有 私家版 昭48 2000

261 昭42 5000

262 昭56 1500

263 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

264 1971 1000

265 加賀騒動 : おもかげの譜 横山方子 著 初版　 カバー　マーカー引 能登印刷 平12 2000

266 平3 1500

267 北陸古代王朝の謎 能坂利雄 昭57 1000

268 1987 2500

269 北斗書房 平1 1000

270 1992 2000

271 母校思讃　私と四高集 昭61 2500

272 石川縣師範教育史 昭28 20000

273 昭43 4000

274 富樫郷土史 昭46 1500

275 石屋小路町史 迎四三雄編 昭48 1500

276 続　金沢北郊の変貌 本岡三郎 昭51 2500

277 高儀町誌 高儀会編 昭15 4000

278 金沢百年 町名を辿る 読売新聞金沢総局 1990 1000

279 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

280 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

281 稿本　金澤市史　市街編第四 和田文次郎編 印有　経年ヤケ並 金澤市役所 大9 5000

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

283 稿本　金澤市史　学事編第二 和田文次郎編 経年ヤケ　状態経年並 金澤市役所 大8 5000

284 金澤市役所 昭8 10000

285 市史かなざわ　第1号・第2号 金沢市 平7・8 2000

286 石川郷土史学会々誌　第3号 石川郷土史学会編 昭45 2000

287 石川郷土史学会々誌　第4号 石川郷土史学会編 昭46 2000

288 石川郷土史学会々誌　第5号 昭47 2000

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

昭和の暗黒物語　私の貧乏物語　戦前の部　　村中嘉明　　初版　帯　正誤表付

佐藤彦七遺稿　中野重治より加藤秀雄宛書簡集　加藤秀雄遺稿　　村中嘉明編　初版　カバー　ウニタ書舗

橋本芳契・河崎屋三郎編　カバー　在籍した著名執筆者28人　能登印刷

徳光八郎編　　　初版　 函やけ　金沢大学教育学部明倫同窓会

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》　　近代化完成記念　　正誤表付　　　両商店街振興組合

金沢のわらべ唄と民謡　金沢市口頭伝承調査報告書　カバー　天に印有　　金沢市教育委員会

安政五年七月十一日　新少年少女教養文庫33　　かつおきんや　　第3刷　函少汚　　牧書店

処刑のあとさき　金沢小説小品集5　　　大戸宏　　　初版　カバー　帯　謹呈紙貼付　記名有　　大和印刷社

加賀象嵌職人　米沢弘安の人と作品　　田中善男

金沢木工芸職人　池田作美・伊藤伊斎　　田中善男

初版　 カバー　 帯　　　　新人物往来社

劇団北陸新協５０年の歩み　北の都金沢で燃えつづける演劇の火　　初版　函

帙入　冊子あゆみ付　　金澤老舗百年会

ズバリ直言　月ロケットは革命する　　辻政信

日本ヒコーキ物語　北陸信越篇　　平木国夫

　　　　　　　　　　　　　　　　石川県土木部

　　　　　　　　　　　石川県立歴史博物館

函　　　　日本基督教団金沢教会長老会

カバー少傷有　署名本　加賀染振興協会

あゆみ　石川県立盲学校六十周年記念　　高堀勝喜 初版　 カバー　　　　　　石川県立盲学校

北田八州治　　　初版　小口やけ・汚有　　　富樫農業協同組合

初版　 カバー　　　　　　　石屋小路町会

初版　 カバー　　　　　　石川史書刊行会

伝統織物 : 加賀・能登にみる歴史と現状　　西田谷功

能登　船員物語　世界の海を駆けた男たち　松村信子　見沢論　　初版　カバー　　クリエイティブ・グルーヴィ

函　　　　　　　　　　　金沢市五郎島町会

函　美本　　　　　五ヶ庄総鎮守春日神社

　　　　創立二十周年記念特集号　状態良　　　石川郷土史学会

非売品　経年やけ　　　　金沢市高儀会

初版　 カバー　少マーカー引　能登印刷

稿本　金澤市史　政治編第一・第二揃　　　金澤市役所編

金沢市史編さん事務局編　　美本

正誤表付　状態良　　　石川郷土史学会

状態良　　　　　　　　　　石川郷土史学会
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1 日本銅管株式会社七十年史　函　　　　　　　　　　　　　　日本銅管株式会社 昭５７ 2,500

2 日本の郵便　裸本　ヨゴレ・イタミ　　　　　　　　　　　　　日本郵便友の会協会 昭３７ 1,500

3 日の豊饒光の回廊　東国の聖地　函ヨゴレ　足立廣文写真集　　鎌倉書房 昭５７ 5,000

4 日本書芸院の歩み　創立６０周年記念　平成７年～平成１８年　裸本　日本書芸院 平１８ 1,200

5 皐月盆栽　函ヨゴレ　３刷　　　　　　　　　　　　　　　　日本さつき文化振興会 昭５１ 2,000

6 図録明治大学百年　１８８１－１９８１　函ヨゴレ　　　　　　　　　　　　明治大学 1980 2,300

7 念法真教総本山　小倉山金剛寺　函ヨゴレ　立教七十五周年大堂宇建立記念出版 平１３ 2,500

8 図説　広告変遷史　函ヤブレ・ヨゴレ　　　　　　　　　　　　中部日本新聞社他 昭３６ 1,500

9 世界の美術１　日本・東洋　函ヨゴレ・カバー　１７刷　　　　　　　学習研究社 1971 2,000

10 世界の美術２　西洋　函ヨゴレ・カバー　１７刷　　　　　　　　　　　学習研究社 1971 2,000

11 本州北西岸水路誌　本州北西岸・本州北岸・竹島　裸本　　　　海上保安庁 昭５７ 7,000

12 中日新聞三十年史　創業８５年の記録　函ヤケ　小口シミ　　　　中日新聞社 昭４７ 2,500

13 東京電燈株式会社開業五十年史　函ヤケ　ヨゴレ　　　東京電燈株式会社 昭１１ 3,500

14 昭和５１年度革新市長施政方針集　函ヨゴレ・ヤブレ　全国革新市長会地方自治センター 昭５６ 3,000

15 総務ハンドブック　函ヤケ・ヤブレ　小口シミ　３刷　総友会編　径林書房 昭４０ 2,000

16 倫理御進講草案　裸本　ヨゴレ　杉浦重剛先生倫理御進講草案刊行会 昭１１ 2,000

17 素顔のパリ　限定版　函ヤケ　　　　　　　　　日高達太郎　座右宝刊行会 昭４８ 5,000

18 江戸相撲錦絵　相撲界新春号　裏ページ少オレ　ベースボール・マファジン社 昭６１ 1,500

19 ７６現代の日本美術　函ヤケ　「美術家名監」姉妹誌　美術倶楽部出版社 昭５１ 1,000

20 芸術・デザインの色彩構成　カバーテープ貼付け　朝倉直巳編・著　六耀社 1995 2,000

21 芸術・デザインの立体構成　カバー　朝倉直巳編・著　六耀社 1992 2,800

22 芸術・デザインの平面構成　カバー　８刷　朝倉直巳著　六耀社 1995 2,800

23 鐘韻燦花・遥かなる旅路　木村圭吾日本画集　カバー　木村圭吾　毎日新聞社 1997 2,000

24 新潟地震の記録　自然との半月の戦い　Ｖカバー　印　　　　　新潟日報社 1964 1,200

25 よく飛ぶペーパーグライダー　デラックス切り抜き実作本　カバー　学習研究社 1975 1,500

26 西田汀竿作品集　１９３５－１９９４　少イタミ 隋風会 昇栄会 平７ 1,500

27 浮世絵芸術　５３号～５６号　少ヨゴレ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日本浮世絵協会 1977 2,500

28 三州・足助の町並み　観光資源調査報告６　背少ヤケ　Ｐ６８　観光資源保護財団 昭５３ 2,000

29 欄間雛形図案集成　函秩型ヤケ・少イタミ　イタミ　再版　伊藤帍三　太洋社出版社 昭１４ 10,000

30 建築の新透視図案　カバ・小口ヨゴレ　　２版４刷　長尾勝馬　学芸出版社 昭４４ 1,000

31 満州国承認記念写真帳　横長・少ヤブレ・ヨゴレ　雑誌版　大阪朝日新聞社 昭７ 3,000

32 欧州訪問大飛行記念画報　横長・少ヤブレ・ヨゴレ　雑誌版　朝日新聞社 大１４ 2,000

33 旅順口近代戦争遺跡　観光印　主編・王恒杰　　　　　　　　　大連出版社 1999 2,000

34 別冊墨　７号　文房四宝　　裏オレ有・背ヨゴレ　　　　　　　　　芸術新聞社 1987 1,200

35 大聖日蓮御傳画帖　横長　秩イタミ・ヨゴレ　　　　津村源十郎編　法響社 大１０ 4,000

36 文化勲章受章　日本画家三十八展　 内山武夫他 神戸新聞社 2009 2,000

37 国体史　北陸編　３８年の軌跡　函　少ヨゴレ　　　　　加戸宏平編　地方人事調査会 昭５８ 6,000

38 甦れ祖国日本　函　　　　　　　日本政治・経済会議編集　日本政策協会 平１７ 4,000

39 盾　シールド　ＳＨＩＥＬＤ　カバー　帯　　村上龍・絵はまのゆか　幻冬社 2006 800

40 花とこども画集　カバー・小口などヨゴレ・ヤケ　１７刷　いわさきちひろ　幻冬舎 1979 800

41 母と子の画集　カバー・背などヨゴレ・ヤケ　１３刷　いわさきちひろ　幻冬舎　 1979 800

42 いわさきちひろ作品集２　ソビエトの旅・日本の旅（スケッチ集１）　カバー・小口ヨゴレ・ヤケ　１０刷 1979 800

43 いわさきちひろ作品集４　にじいろの童話集（初期童話集）　カバー・小口ヨゴレ・ヤケ　８刷 1979 800

44 いわさきちひろ作品集７　詩・エッセイ日記ほか　カバー小口などヤケ７刷 1979 800

45 日本漆工の研究　函ヤケ　小口などシミ・ヨゴレ　３刷　沢田悟一他　美術出版社 昭４７ 25,000

46 学徒出陣　海軍予備学生の記録　カバーＶカバーヨゴレ・少ヤブレ　真継不二夫 昭４１ 1,000

47 陶芸ノート　みみずく・くらふとシリーズ　カバー　再版　視聴デザイン研究所編 平６ 1,000

48 基礎からの水彩　人物・静物を描く　独習教材下絵付き　カバー　ＭＰＣ 1995 800

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     　　　　　　　TEL・FAX　０７６６－６４－４９２１   dfhpx345@yahoo.co.jp
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５０～７５迄は裸本です。ヨゴレ・イタミが有ります。写真のページが多いです。各３００ページ以上です。

50 世界地理風俗大系１　　　満州篇 新光社 昭５ 3,000

51 世界地理風俗大系２・３　　支那篇 新光社 昭５ 6,000

52 世界地理風俗大系４　　　　南洋篇 新光社 昭４ 3,000

53 世界地理風俗大系５　　　　インド篇 新光社 昭４ 3,000

54 世界地理風俗大系６　　　　中央アジア篇 新光社 昭６ 3,000

55 世界地理風俗大系７　　　　西アジア篇 新光社 昭５ 3,000

56 世界地理風俗大系８　　　　サヴィエート・ロシア篇 新光社 昭５ 3,000

57 世界地理風俗大系９　　　　北欧諸国篇 新光社 昭５ 3,000

58 世界地理風俗大系１０　　　イギリス篇 新光社 昭４ 3,000

59 世界地理風俗大系１１　　　　ドイツ篇 新光社 昭６ 3,000

60 世界地理風俗大系１２　　　　フランス篇 新光社 昭４ 3,000

61 世界地理風俗大系１３　スペイン・ポルトガル及びペルー・オランダ篇 新光社 昭４ 3,000

62 世界地理風俗大系１４　　　　イタリア・地中海篇 新光社 昭３ 3,000

63 世界地理風俗大系１５　　　　中欧諸国篇 新光社 昭４ 3,000

64 世界地理風俗大系１６　　　　バルカン及び・ポーランド篇 新光社 昭５ 3,000

65 世界地理風俗大系１８　カナダ・アラスカ・メキシコ・中米・西インド篇 新光社 昭４ 3,000

66 世界地理風俗大系１９・２０　　アメリカ上下篇 新光社 昭３ 6,000

67 世界地理風俗大系２１・２１　　南アメリカ上下篇 新光社 昭５ 6,000

68 世界地理風俗大系２３　　　　大洋洲篇 新光社 昭５ 3,000

69 世界地理風俗大系２４　　　　北極地方篇 新光社 昭６ 3,000

70 世界地理風俗大系２５　　　　総論及索引篇 新光社 昭６ 3,000

71 世界地理風俗大系別巻　　　世界都市大観篇 新光社 昭７ 3,000

72 世界地理風俗大系別巻　　　世界風景大観 新光社 昭６ 3,000

73 世界地理風俗大系別巻　　　世界人種風俗大観 新光社 昭６ 3,000

74 世界地理風俗大系別巻　　　世界遺跡大観篇　背ヤブレ・シミ 新光社 昭６ 3,000

75 日本地理風俗大系５　　　　　東海地方篇 新光社 昭４ 3,000

７７～９６迄廃棄本で裸本です。シールが張付けが有一部消し跡が有ります。本は美です。

77 武内社調査報告５　　京・幾内５　附図付　 武内社研究会 昭５２ 4,000

78 武内社調査報告６　　東海道１　附図付　 武内社研究会 平２ 4,000

79 武内社調査報告７　　東海道２　附図付　 武内社研究会 昭５２ 4,000

80 武内社調査報告８　　東海道３　附図付 武内社研究会 平元 4,000

81 武内社調査報告９　　東海道４　附図無　 武内社研究会 昭６３ 3,000

82 武内社調査報告１０　東海道５　附図付　 武内社研究会 昭５６ 4,000

83 武内社調査報告１１　東山道６　附図付　 武内社研究会 昭５１ 4,000

84 武内社調査報告１２　東山道１　附図付　 武内社研究会 昭５６ 4,000

85 武内社調査報告１４　東山道３　附図付　 武内社研究会 昭６１ 4,000

86 武内社調査報告１５　北陸道１　附図無 武内社研究会 昭６１ 3,000

87 武内社調査報告１７　北陸道３　附図無　 武内社研究会 昭６０ 3,000

88 武内社調査報告１９　山陰道２　附図付　 武内社研究会 昭５９ 4,000

89 武内社調査報告２０　山陰道３　附図無 武内社研究会 昭５８ 3,000

90 武内社調査報告２１　山陰道４　附図付　 武内社研究会 昭５８ 4,000

91 武内社調査報告２２　山陽道　　附図付　 武内社研究会 昭５５ 4,000

92 武内社調査報告２３　南海道　　附図付　 武内社研究会 昭６２ 4,000

93 武内社調査報告２４　西海道　　附図付　 武内社研究会 昭６３ 4,000

94 神衹全書　全５巻で３巻欠　小口少ヨゴレ 佐伯有義 同朋社 昭４９ 4,000

95 八幡宮宇佐宮御託宣集　 重松明久 現代思想社 昭６１ 3,000

96 万葉集の文学論的研究　再版 久米常民 桜楓社 昭４７ 1,200

　　　　　　　　　　　　　　　 TEL・FAX　０７６６－６４－４９２１ dfhpx345@yahoo.co.jp
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97 近代諸作家追跡の基礎　函ヨゴレ・少イタミ　Ｖカバー　小山内時雄　津軽書房 昭５６ 3,000

98 日本民俗誌大系　２巻　九州　函ヨゴレ　小口ヨゴレ　楢木範行　角川書店 1975 1,500

99 心理学通論　函ヨゴレ　カバーヤケ・少ヤブレ　 塩津駿 堀書店 昭４２ 1,500

100 石井茂吉と写真植字機　函ヨゴレ・少イタミ　小口ヨゴレ　写真植字機研究所 昭４４ 3,000

101 甘味　苦味　渋味　わが生涯の記録　函ヨゴレ　　　丹羽源三　東洋紙業（㈱）　 昭５５ 2,000

102 秘録江戸文学選９　春歌拾遺考　函 添田知道 日輪閣 昭５２ 1,200

103 秘録江戸文学選１０　春調俳諧集・幽燈録　函　　　　　　　山路閑吉　日輪閣 昭５２ 1,200

104 文化哲学と経済哲学　函・小口などヤケ　６刷　高木友三郎　東洋経済新報社 昭３９ 1,200

105 日本文学史の周辺　函・小口ヤケ　　　　　　　　　　　　　　風巻景次郎　塙書房 昭２８ 1,200

106 随筆大録　函ヤケ・イタミ　　　　　　　　　　　　　　　村上知行　大阪屋號書店 昭１５ 2,000

107 日本古典の内と外　裸本 近藤忠義 笠間書院 昭５２ 1,000

108 日本の金融機関　其の生成と発展　函・小口などヨゴレ　白井規矩健　森山書店 昭１４ 1,300

109 岩崎弥太郎の独創経理　三菱を起こしたカリスマ　カバー坂本藤良　講談社 昭６１ 1,500

110 立體的に見たる大楠公　函ヤケ・イタミ　ヤケ・少イタミ　渡邊義一　上田盛文堂 昭５ 5,000

111 農奴社会考　函ヤケ・ヨゴレ　ヤケ・カビ　 細川亀市 白東社 昭７ 1,500

112 日本金石文の研究　函ヤケ　小口少シミ　 篠崎四郎 柏書房 1980 2,300

113 浮游生物分類学　裸本　ヤケ・イタミ　蔵印　 小久保清治 厚生閣 昭７ 1,500

114 欧州戦後の社会運動　裸本　小口などヤケ　 桑田熊蔵 有斐閣 大１２ 1,500

115 国際人権年記念論文集　裸本　表面カビ跡　全国人権擁護委員会連合会 昭４３ 1,000

116 人物研究と史論　裸本　ヤケ　　　　　　　　　　　　　横山健堂　金港堂書籍（㈱） 大２ 3,000

117 国文学の諸相　裸本　背ヤケで少字消え　ヤケ　　　　岩城準太郎　目黒書店 昭３ 2,000

118 南天莊雑筆　裸本　ヤケ 井上通泰 春陽堂 昭５ 2,000

119 齋藤茂吉追想歌集　第９集　没後３０周年　背ヨゴレ　上山市斎藤茂吉記念館 昭５６ 1,200

120 齋藤茂吉追想歌集　第１０集　　　　　　　背ヨゴレ　上山市斎藤茂吉記念館 昭５９ 1,200

121 齋藤茂吉追想歌集　第１３集　　　　　　　背ヨゴレ　上山市斎藤茂吉記念館 昭６２ 1,200

122 齋藤茂吉追想歌集　第１５集　　　　　　　　背ヨゴレ　上山市斎藤茂吉記念館 平元 1,200

123 白い自転車　函ヨゴレ朝日新聞大阪本社通信部史　朝日新聞大阪本社通信部 昭５２ 1,200

124 将棋大観　函ヨゴレ　カビ・ヨゴレ　重版 木村善雄 誠文社 昭３ 2,200

125 瀧拙庵美術論集　カバーヤブレ・ヨゴレ　小口ヨゴレ　瀧精一　座右宝刊行会 昭１８ 1,000

126 日本経済史概説　裸本　小口ヨゴレ蔵印　サイン本　本庄栄治郎　刀江書院 昭６ 1,500

127 経済学　カバー　小口少ヨゴレ　 山田健治 成文社 1985 1,300

128 上代日本文学の研究　裸本　ヤケ・ヨゴレ書込み線引き　背字消え　久松潜一　至文堂 昭３ 1,000

129 室町文学史　裸本　ヤケ・ヨゴレ　 吉澤義則 東京堂 昭１８ 1,000

130 日仏教講話　今日のお話　函ヤケ・ヤブレ３刷　表面カビ　下村諦信　成光館書店 昭１０ 1,500

131 国家と個人　函ヤケ　ヨゴレ　 本荘可宗 千倉書房 昭１３ 2,500

132 庶民銀行　函ヤケ　ヨゴレ 井関孝雄 先進社 昭６ 3,000

133 芸文論　裸本　ヤケ・少イタミ 石山徹郎 日本評論社 昭２３ 1,000

134 萬世一系の天皇　函ヤブレ・ヨゴレ　小口ヨゴレ　　　　　　　里見岸雄　錦正社 昭３６ 1,300

135 特許の受け方特許実用新案意匠商標　函ヤケ　カバーヨゴレ　小島和泉　洛東 昭１２ 3,000

136 更訂国史研究年表　函ヤブレ・ヤケ　小口などヤケ　５刷書込み　黒板勝美　岩波書店 昭１５ 1,000

137 実用的小住宅　裸本　ヨゴレ・少イタミ　 吉川孝治 中央工学会 大１４ 1,500

138 日本近世絵画攷　裸本　ヤケ　 土井次義 桑名文星堂 昭１９ 1,000

139 家庭実用染色工芸　裸本　ヨゴレ・ヤケ　再版　　　　高橋岩次郎　大倉書店 大８ 2,500

140 大正大震災大火災　裸本　ヨゴレ・少ヤブレ　書込み　 講談社 大１２ 1,000

141 鉱業関係法全書　函ヤケ　ヨゴレ・シミ　　　　　　村田繁　中央文化企業（㈱） 昭２８ 2,500

142 晩年の東郷元帥　函ヤケ・シミ　ヤケ・ヨゴレ　　　　　　　小笠原長生　改造社 昭９ 1,700

143 青淵先生餘香　函ヤケ・イタミ　小口などヨゴレ　４刷　瓜生喜三郎　修養團後援会 昭３ 1,500

144 道徳教育研究法　函ヨゴレ　小口などヨゴレ　謹呈本　長谷川亀太郎　理想社 昭３９ 1,500
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145 ISO14000リサイクル設計の技術　カバー　中村茂弘　日本技能協会マネジメントセンター 1996 3,000

146 果樹園芸大要　カバーヨゴレ　増補１０版 小林章 養賢堂 1991 1,000

147 静脈系社会の設計　２１世紀の新パラダイス　カバー　　　大橋照枝　有斐閣 2000 1,000

148 一目でわかる企業系列と企業地図　カバー　　大薗友和　日本実業出版社 1991 1,000

149 億万長者をめざすバフェットの銘柄選択術　カバー重版　バフェット他　井手正介他訳 2005 1,000

150 親族・相続税要論　カバー 中川高男 青林書林 1991 2,000

151 初学者のための法学基礎入門　カバー　６刷　現代法学研究会編　富士書院 1999 1,000

152 [デモクラシーと法]　カバー　５刷　　　　　　畑安次・舟越耿一　ミネルヴァ書房 1998 1,000

153 梨本宮伊都子妃の日記　皇族妃の見た明治・大正昭和　カバーイタミ９刷　小田部雄次　小学館 1992 1,000

154 新経済学ライブリー　現代経済入門　カバー　　　　　　　　　　竹内啓　新世社 2001 1,000

155 新繊維材料入門　カバー少ヨゴレ　６刷　　　宮本武明他　日刊工業新聞社 1996 1,500

156 現代流通論　カバー　５刷　　　　　　　　　　　兼村栄哲他　八千代出版（株） 2003 1,000

157 ジュニア版日本海読本　カバー　　　　　　　　伊東敏太郎総監修　角川書店 2004 1,000

158 南アジアを知る事典　カバーイタミ　２刷　 辛島昇他 平凡社 1994 1,000

159 東南アジアを知る事典かばーイタミ　９刷　 石井米雄他 平凡社 1994 1,000

160 概説商報　函ヨゴレ　２刷 棚田良平他 令文社 1989 1,500

161 山の博物館　Ｖカバーヨゴレ　帯背ヤケ　３刷　　　西丸震哉　実業之日本社 1983 1,000

162 不可得随想集　裸本　ヨゴレ・ヌレ・蔵印　　　　　　和田性海　高野山出版社 昭３４ 2,000

163 キリストの実物教訓　函ヨゴレ　　　　　　　　　　　イー・ジー・ホワイト　福音社 昭４２ 1,000

164 終戦秘話　函ヨゴレ　背ヤケ　レスター・ブルークス　井上勇訳　時事通信社 昭４３ 1,000

165 財務会計　７版　カバー少イタミ　 広瀬義州 中央経済社 2007 1,000

166 日本海学の新世紀　カバー　　　　　　　　　日本海学推進会議編　角川書店 2001 1,000

167 漁師町のうえぇモン　カバー少ヨゴレ　帯　　　西潟正人　生活情報センター 2004 1,000

168 日本産業の経済効果　理論・実証・国際比較　カバー鳥居昭夫　ＮＴＴ出版 2001 2,800

169 現代の法学入門　カバー　２版重版　 山上賢一編著 中央経済社 平１０ 1,000

170 現代経済学　カバー　重版 水野正一 中央経済社 平９ 1,000

171 日本海産業システム１　エネルギー産業の変革　カバー　植草益　ＮＴＴ出版 2004 1,500

172 財務会計講義　８版　カバー少ヤブレ　 桜井久勝 中央経済社 2007 1,000

173 経済統計の活用と論点　カバー　梅田雅信・宇都宮浄一　東洋経済新報社 2003 1,300

174 時価会計　疑問が解ける本　カバー　　　　　　　天野隆他　ヱスビー通信社 2001 1,000

175 日蓮正宗要義　宗祖日蓮聖人第七百遠忌記念　函ヨゴレ・書込み　日蓮正宗 昭５３ 1,500

176 博物館学概説　カバー　２刷　赤線引き　　　　　網千善教　関西大学出版部 1990 1,000

177 小松労組　３０年史　裸本　ヨゴレ・少イタミ　　　　　　　小松製作所労働組合 1976 1,800

178 財務会計論　[増補改訂版]　函ヤケ　名前消し跡　　新井清光　中央経済社 昭５５ 1,000

179 社会的規制の経済学　カバー　帯　　　　　　　　　　　植草益　ＮＴＴ出版（株） 1997 1,500

180 読者諸賢いかに思われるか１９９９年冬～２０００年秋　カバー　相沢英之　ぶんか社 2007 1,000

181 リーディング社会保障法　[第２版]　カバー　２刷　山田省三　八千代出版（株） 2003 1,000

182 社会福祉基礎図書８　社会福祉援助技術郎論　カバー折れ８刷　岡本民夫他ミネルヴァ書房 1993 1,000

183 日本文芸の研究　實方博士古希記念論集　裸本蔵印　同論集編集委員会　桜楓社 昭５３ 1,000

184 日本地形誌　函ヤケ・少ヤブレ　小口などヤケ　重版　辻村太郎　古今書院 昭１７ 1,000

185 各国所得税制論　函ヤケ・ヤブレ　小口などヨゴレ　　　汐見三郎　有斐閣 昭９ 6,000

186 岳人事典　函　　　　　　　　　　　　　　　　　　岳人編集部　東京新聞出版局 昭５８ 1,800

187 農村地域の水質保全　小規模分散…函ヤケ　背ヤケ　谷山重孝　公共事業通信社 平２ 1,500

188 弘道館記述義小解　函ヤケ・ヤブレ　小口などヨゴレ　蔵印　加藤虎之亮　凸版印刷（㈱） 昭３４ 1,500

189 日本木彫史　函ヤケ・ヤブレ　小口などヤケ　　　　坂井犀水　タイムス出版社 昭４ 2,000

190 印度の民俗と生活　函ヤケ　小口などヤケ　 岡崎文規 千倉書房 昭１７ 1,000

191 初歩から学ぶ真空技法　基礎から応用まで　カバー４刷　　日本真空工業会編　工業調査会2002 1,300

192 郷土史地理研究　カバーヤケ・イタミ　小口などヤケ　印　５刷　内田寛一　有山閣 昭１８ 1,200
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193 講談社の絵本　ゴールド版　一本のわら　絵・玉井徳太郎　イタミ　講談社 昭３７ 1,500

194 講談社の絵本　ゴールド版　安寿と厨子王　絵・志村立美　　　　　講談社 昭４１ 1,000

195 講談社の絵本　ゴールド版　ねずみの嫁入り　絵・鈴木寿雄　　　　講談社 昭４１ 1,800

196 講談社の絵本　ゴールド版　おむすびころりん　絵・川上四郎　　　講談社 昭４１ 2,000

197 講談社の絵本　ゴールド版　リヤ王　絵・大日方明　　　　　　　　　　講談社 昭４１ 1,800

198 講談社の絵本　ゴールド版　日本神話集　絵・石井健之他　少イタミ　講談社 昭３７ 1,800

199 講談社の絵本　ゴールド版　桃太郎　絵・黒崎義介　　　　　　　　　講談社 昭３４ 1,500

200 講談社の絵本　ゴールド版　孫梧空　絵・蕗谷虹児　イタミ　　　　　講談社 昭３７ 2,000

201 講談社の絵本　ゴールド版　花さかじいさん　絵・米内穂豊　　　　　講談社 昭４１ 1,600

202 講談社の絵本　ゴールド版　長ぐつをはいたねこ　絵・瀬尾太郎　　講談社 昭４１ 1,500

203 講談社の絵本　ゴールド版　日本昔話集　絵・黒崎義介他　イタミ　講談社 昭３８ 1,500

204 講談社の絵本　ゴールド版　ちびくろさんぼ　絵・松本かつじ　イタミ　講談社 昭３８ 1,800

205 講談社の絵本　ゴールド版　こうのとりになった王さま　絵長谷川露二　イタミ　講談社 昭３８ 2,000

206 講談社の絵本　ゴールド版　はちかつぎ姫　絵・中村貞以　ヤブレ　講談社 昭４１ 1,000

207 講談社の絵本　ゴールド版　一寸法師　絵・笠松柴浪　ヤブレ　　　講談社 昭和 1,000

208 講談社の絵本　ゴールド版 　なかよし絵話　絵・武井武雄　　　　　　　講談社 昭３３ 6,000

209 講談社の絵本　ゴールド版 　よいこの絵本　絵・蕗谷虹児他　少イタミ　講談社 昭３３ 12,000

210 講談社の絵本　Cクラウン版　浦島太郎　絵・前田松男　裏ヤブレ　講談社 昭３８ 1,000

211 講談社の絵本　Cクラウン版　桃太郎　絵・石井健之他　少イタミ　　講談社 昭３９ 1,000

212 講談社の絵本　Gゴールド版　ふしぎなランプ　文川端康成　絵蕗谷虹児　講談社 昭３４ 3,500

213 講談社の絵本　Gゴールド版　白鳥の王子　絵・三輪孝　文・宇野千代　講談社 昭３４ 2,000

214 講談社の絵本　Gゴールド版　たから島　絵・簗川剛一　文・那須辰造　　講談社 昭３４ 2,000

215 講談社の絵本　Gゴールド版　おかしの家　絵長谷川露二　ヤブレ　　講談社　 昭３５ 1,200

216 講談社のディズニー絵本　みにくいあひるの子　絵・ディズニー　　　　講談社 昭３７ 1,500

217 講談社のディズニー絵本　シンデレラ姫　　絵・ディズニー　シミ　　　　講談社 昭３７ 1,000

218 講談社の絵本　鶴になった王さま　絵耳野卯三郎　文磯部忠正　ヤブレ　講談社 昭３１ 1,500

219 講談社の絵本　ライオンのめがね　絵武井武雄　文奥田準一　ヤブレ　講談社 昭３１ 2,500

220 講談社の絵本　浦島太郎　絵笠松柴浪　文徳永寿美子　ヤブレ　　　講談社 昭３２ 1,500

221 講談社の絵本　アリババ物語　絵川上四郎　文千葉省三　少ヤブレ　講談社 昭２６ 2,000

222 講談社の絵本　ふしぎなランプ　絵蕗屋虹児　文川端康成　背などヤブレ・ヤケ　講談社 昭３９ 4,000

223 講談社の絵本　星の子　絵高畠華宵　文平塚武二　少ヤブレ・中イタミ　講談社 1958 20,000

224 集英社のゴーレデンブック　猿飛佐助　え・大野きよし　ヤケ・少ヤブレ　集英社 昭３５ 2,500

225 集英社のゴーレデンブック　ピノキオ　え・住友よういち　ヤケ・少ヤブレ　集英社 昭３５ 2,500

226 こども絵本　日本むかし話・牛若丸　絵黒崎義介　ヤケ・少ヤブレ　　　小学館 昭３５ 2,000

227 ウォルト・ディズニーのピノキオ　浜田廣介訳　ヤケ・少ヤブレ　 小学館 昭３２ 1,500

228 小学館の幼児絵本　うみさちやまさち　え羽石光志　文平井芳男　ヤブレ小学館 昭２９ 1,000

229 ひかりのくに教育絵本　偉人物語ベートーベン　水沢決画　ヤケ・少ヤブレ・名前記 昭和 1,000

230 きしや　幼稚園４月号　木村定雄・え　ヤケ・少ヤブレ　 小学館 昭和 1,500

231 どうぶつ　幼稚園２月号　岩崎良信・え　ヤケ 小学館 昭和 1,500

232 のりもの　幼稚園正月号　木村定雄・え　ヤケ 小学館 昭和 1,500

233 きりんのたかおちゃん　幼稚園６月号　岩崎良信・え　ヤケ 小学館 昭和 1,500

234 こどものくつや　幼稚園１２月号　阿部フミコ・文　ヤケ 小学館 昭和 1,500

235 教育えほん　さあかす　幼稚園１２月号　吉沢簾三郎他え　ヤケ 小学館 昭和 2,000

236 フジヤのおとぎえほん９　うさぎとかめ　川島赤陽画　 富士弥書店 昭和 1,500

237 ニコニコエホン　どうぶつサーカス　古屋白羊画　ヤケ・少イタミ　　　若木書房 昭和 2,500

238 ももたろう　画？　少ヤケ 大川屋書店 昭和 2,000

239 したきりすずめ　ももたろう　え？　ヤケ 榎本法令館 昭和 2,000
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240 海底の黄金　カバーヤブレ　ヤケ　５刷　ボアゴベイ　江戸川乱歩　ポプラ社 昭３２ 20,000

241 少年探偵海底の魔術師　カバーヤブレ　ヨゴレ　重版　江戸川乱歩　芳文社 昭３２ 5,000

242 幽霊塔　少年版江戸川乱歩選集　函イタミ　ヨゴレ　２刷　江戸川乱歩　講談社 昭４６ 2,000

243 少年探偵団１　怪人二十面相　函イタミ・ヨゴレ　小口などヨゴレ・書込み　光文社 昭３６ 2,000

244 名探偵明智小五郎　地獄の仮面　貸本使用で悪い　江戸川乱歩　ポプラ社 昭３３ 2,000

245 名探偵明智小五郎　地獄の道化師　貸本使用で悪い　江戸川乱歩　ポプラ社 昭３４ 5,000

246 名探偵明智小五郎　幽鬼の塔　貸本使用で悪い　江戸川乱歩　ポプラ社 昭３４ 2,000

247 世界名作文庫４　ボンベイ最後の日　裸本ヤケ　柴田錬三郎訳　偕成社 昭２８ 1,500

248 実録時代小説１０　赤穂浪士　カバーなどヤブレ・イタミ・ヨゴレ　沙羅双樹　偕成社 昭３０ 3,500

249 実録時代小説４　新撰組　　　　カバーなどヤブレ・イタミ・ヨゴレ　高木彬光　偕成社 昭３０ 3,000

250 実録時代小説２９　佐倉義民伝　カバーなどヤブレ・イタミ・ヨゴレ　中山光義　偕成社 昭３２ 3,000

251 少年講談全集１８　曲垣平九郎　カバーなどヤブレ・イタミ・ヨゴレ　講談社 昭３０ 2,000

252 実録時代小説１５　大岡越前守　裸本　ヤブレ・ヨゴレ　吉田与志雄　偕成社 昭３３ 2,000

253 少年講談岩見重太郎　裸本　ヤケ・イタミ　 金鈴社 昭２３ 2,000

254 偉人物語文庫１０３　宮本武蔵　裸本　ヤケ・イタミ　重版　浅野晃　偕成社 昭３３ 1,000

255 名探偵ホームズ４　影なき怪盗　　カバー他ヨゴレ　重版　ドイル・久米元一偕成社 1973 2,000

256 名探偵ホームズ５　四つの暗号　カバー他ヨゴレ　書込み　ドイル武田武彦　偕成社 昭４８ 2,000

257 江戸川乱歩全集９　裸本　貸本使用で印・ヤブレ・ヨゴレなど悪い　春陽堂 昭３０ 1,000

258 江戸川乱歩全集１０　裸本　貸本使用で印・ヤブレ・ヨゴレなど悪い　春陽堂 昭３０ 1,000

259 江戸川乱歩全集１１　裸本　貸本使用で印・ヤブレ・ヨゴレなど悪い　春陽堂 昭３０ 1,000

260 江戸川乱歩全集１３　裸本　貸本使用で印・ヤブレ・ヨゴレなど悪い　春陽堂 昭３０ 1,000

※少年探偵　江戸川乱歩　ポプラ社　重版　ヨゴレも有ります。各８００円です。

261 １怪人二十面相・昭６２、３少年探偵団・昭５８、６透明怪人・昭６０、１７鉄人Ｑ・昭５４

２２空飛ぶ二十面相・昭４７（初版）、２７黄金仮面・昭６２（カバー少ヤブレ）

２８呪いの指紋・昭４６（初版）、３１赤い妖虫・昭５７、３６影男・昭４６（初版）

３７暗黒星・昭４６（初版・少ヤブレ）、４５時計塔の秘密・平３、４６三角館の恐怖・昭６２

※怪盗ルパン全集　ポプラ社　カバー　ヨゴレも有ります。重版です。１冊６００円です。

262 １奇厳城・昭５８、２怪盗紳士・昭５８、３　８・１・３の謎・昭５６、４古城の地下牢・昭５８　

５ハ地の犯罪・昭５７、６黄金三角・昭５８、７怪奇な家・昭５７、８青い目の少女・昭５６

９怪盗対名探偵・昭５６、１０七つの秘密・昭５８、１１三十棺桶島・昭５７、１２虎の牙・昭５６

１３ピラミットの秘密・昭５７、１４消えた王冠・昭５８、１５魔女とルパン・昭５８、１６魔人と海賊王・昭５８

１８まぼろしの怪盗・昭５８、１９ルパンの大失敗・昭５９、２０妖魔と女探偵・昭５７、

２１ルパンの名探偵・昭５７、２２悪魔の赤い輪・昭５６、２４ルパン最後の冒険・昭５７、

２８ルパン二つの顔・昭５６、２９ルパンと殺人魔・昭５６、３０ルパン危機一髪・昭５６

263 少年ルパン全集２　ルブラン　保篠龍緒訳　貸本使用で悪い　　　　講談社 昭３０ 2,000

264 少年ルパン全集６　ルブラン　保篠龍緒訳　貸本使用で悪い　　　　講談社 昭３０ 2,000

265 名探偵ホームズ４　鍵と地下鉄　カバー小口他ヨゴレ　ドイル　山中峯太郎　ポプラ社 昭４４ 2,000

266 名探偵ホームズ５　深夜の謎　カバー小口他ヨゴレ　ドイル　山中峯太郎　ポプラ社 昭４６ 2,000

267 名探偵ホームズ１２　夜光怪獣　カバー小口などヨゴレ重版　ドイル　山中峯太郎　ポプラ社 昭４１ 2,000

268 名探偵ホームズ１７　謎の手品師　カバー小口などヨゴレ　テープ貼付け　ポプラ社 昭４５ 2,000

269 月と手袋　カバー・小口などヤケ　９刷　　　　　　　　　　江戸川乱歩　春陽堂 昭４０ 3,000

270 Ｄ坂の殺人　カバー少イタミ・ヤケ　小口などヤケ　改訂重版　　江戸川乱歩　春陽堂 昭４１ 2,500

271 パノラマ島奇談　カバー・小口などヤケ　改訂６刷　　　江戸川乱歩　春陽堂 昭３９ 2,500

272 鏡地獄　かばー・小口などヤケ・シミ　４刷　　　　　　　　江戸川乱歩　春陽堂 昭３６ 2,500

273 屋根裏の散歩者　カバー・小口などヤケ　５刷　　　　　　江戸川乱歩　春陽堂 昭３８ 2,500

274 世界名作文庫　黒い矢　裸本　ヤケ　柴田錬三郎訳　偕成社 昭２７ 1,500

275 ジュニア入門百科　野球入門打撃教室　裸本　ヨゴレ・イタミ　７刷　王貞治　秋田書店 昭４７ 1,000

276 野球入門１　基礎編　函イタミ　３刷　　　　　　　　　　長島・王監修　小学館 昭４５ 1,000
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277 この頃　夢二楽譜（折）　１８．５×２２．８　シミ・ヨゴレ　　　セノオ音楽出版社　 大９ 30,000

278 富士ニュース　１巻１号〜１２号　イタミ・少ヤブレも有　綴穴　富士ニュース社 昭９ 15,000

279 富士ニュース　２巻８号〜１０号　イタミ・少ヤブレも有　綴穴　富士ニュース社 昭１０ 3,000

280 富士ニュース　３巻１号〜１０号（９号欠）イタミ・少ヤブレ　綴穴　富士ニュース社 昭１１ 9,000

281 コダックニュース　１巻１号〜１１号　少ヤブレ・イタミ　綴穴　コダック・ジャパン・リミテッﾄﾞ 昭６ 8,800

282 コダックニュース　２巻４号　　　　　　　　　　　綴穴　コダック・ジャパン・リミテッﾄﾞ 昭７ 800

283 コダックニュース　３巻３号〜１１号（７号欠）　イタミ　綴穴　コダック・ジャパン・リミテッﾄﾞ 昭８ 6,400

284 コダックニュース　４巻１号〜１２号　イタミ　綴穴　コダック・ジャパン・リミテッﾄﾞ 昭９ 9,600

285 コダックニュース　５巻１号〜１２号　少ヤブレ　綴穴　コダック・ジャパン・リミテッﾄﾞ 昭１０ 9,600

286 コダックニュース　１巻１号〜１２号　少ヤブレ・イタミ　綴穴　コダック・ジャパン・リミテッﾄﾞ 昭１１ 9,600

287 コダック知識　４・６月号　綴穴　　　　　　　　　　　　　コダックジャパンリミテッド 昭８ 1,200

288 コダック商報　１〜１１号　イタミ・綴穴　　　　　　　　　コダックジャパンリミテッド 昭１２ 8,800

289 コダック商報　１〜６号　　イタミ・綴穴　　　　　　　　　コダックジャパンリミテッド 昭１３ 4,800

290 コダック商報　１〜５号　　イタミ・綴穴　　　　　　　　　コダックジャパンリミテッド 昭１４ 4,000

291 コダック商報　１号　　　　イタミ・綴穴　　　　　　　　　コダックジャパンリミテッド 昭１５ 800

292 オーシャン　１１・１２・１３号　イタミ・少ヤブレ　　　　　　　　　大黒葡萄酒（株） 昭３４ 4,500

293 東洋乾板ニュース　８月～１０月・１２月　イタミ・綴穴　東洋乾板ニュース社 昭６ 2,000

294 東洋乾板ニュース　２月～１２月（１冊合弁号）イタミ・綴穴　東洋乾板ニュース社 昭７ 5,000

295 東洋乾板ニュース　１月～１２月（４・５月欠・１冊合弁号）イタミ・綴穴　　同じ 昭８ 4,500

296 東洋乾板ニュース　１・２月　少ヤブレ・綴穴　　　　　　東洋乾板ニュース社 昭９ 1,000

297 日本写真時報　１０・１１月号　綴穴　　　　　　　　　　　　　日本写真時報社 昭７ 7,000

298 深田商会卸商報　６巻２号　綴穴・折曲り　　　　　　　　合資会社深田商会 昭１１ 3,000

299 近江屋卸商報　　１２月号　綴穴・少イタミ　　 昭１２ 2,000

300 聯合電機商報　１・４・６月号　ヤブレ・綴穴　　　　　　　　　　　　聯合電機商会 昭１５ 各４０００

301 小松卸商報　５月号　ヤブレ・綴穴　　　　　　　　　　　　　　　　　小松電気商会 昭１４ 4,000

302 廣瀬卸商報　　ＮＯ１９１　　少ヤブレ・綴穴　　　　　　　　　廣瀬無線電機（株） 戦前 4,000

303 川松卸商報　２月号　ヤブレ・綴穴　　　　　　　　　　　　　　　　　川松電気商会 戦前 4,000

304 山際卸商報　　８月号　　　ヤブレ・綴穴・折曲り　　　　　　　　　山際電機商会 戦前 4,000

305 富久商報　　　１０月号　　　　ヤブレ・綴穴　　　　　　　　　 富久商会 昭１４ 4,000

306 富久商報　　　１０月号　　　　下部角ヤブレ・綴穴　　　　　　　　　 富久商会 昭１５ 3,000

307 八欧電気商報　１月号　ヤブレ・綴穴　　　　　　　　　　　　　　　　八欧電気（株） 戦前 4,000

308 八欧商店電気商報　　　ヤブレ・綴穴　　　　　　　　　　　　　　　　八欧電気（株） 戦前 4,000

309 丸五商報　ＮＯ１９　ヤブレ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　丸五商店・ラジオ部 戦前 4,000

310 川松卸商報　４月号　　　ヤブレ・シミ・綴穴（状態悪い）　　　　川松電気商会 戦前 1,000

311 廣木卸商報　５・７・８・１０・１２号　ヤケ・背などヤブレ　　　　　　廣木電気商会 昭１４ 各４０００

312 はってん　寿屋商報　３４号　表紙などヤブレ・綴穴 寿屋 昭３４ 3,000

313 はってん　寿屋商報　３７号　少ヤブレ・綴穴 寿屋 昭３４ 5,000

314 はってん　寿屋商報　３５号〜３９号（３７号欠）　少ヤブレ・綴穴 寿屋 昭３４ 各４０００

315 発展　寿屋商報　３２・３３号　少ヤブレ・綴穴 寿屋 昭３３ 各３０００

316 オーシャン　４号　イタミ・ヤブレ多い・書込み　　　　　　　　　　大黒葡萄酒（株） 昭３３ 2,500

317 オーシャン　５号〜１０号　イタミ・少ヤブレ　　　　　　　　　　　　大黒葡萄酒（株） 昭３３ 各３０００

318 住宅雑誌　朗　７巻１２号　ヤブレ　　　　　　　　　　　　　　　　　日本電報通信社 昭１４ 2,000

319 住宅雑誌　朗　８巻１・２号　ヤブレ　　　　　　　　　　　　　　　　日本電報通信社 昭１５ 各２０００

320 住宅雑誌　朗　９巻２・４号　ヤブレ　　　　　　　　　　　　　　　　日本電報通信社 昭１６ 各２０００

321 住宅雑誌　朗　１０巻８号　ヤブレ　　　　　　　　　　　　　　　　　日本電報通信社 昭１７ 2,000

322 営業案内　２２・２８号　ヤブレ多・シミ　　　　　　　　　　　　　　　　日本種苗（株） 明４２ 各２０００

323 営業案内　３４号　ヤブレ・シミ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日本種苗（株） 明４３ 2,000

324 食物総目録　大正１２年度営業案内　ヤケ　　　　　　　　　　　　薔薇園食物場 大１２ 2,000
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325 アルス写真大講座　Ｐ１２ アルス 戦前 1,000

326 増訂増補　日本植物総覧　１枚　折曲り有 春陽堂 戦前 1,000

327 最新科学画輯　全６冊　１枚２折　綴穴 毎日新聞社 戦前 1,000

328 標準版　世界音楽全集　全１５巻　Ｐ８ 春秋社 戦前 1,000

329 日本判例大成　全２４巻　Ｐ８ 非凡閣 戦前 1,000

330 国宝刀剣図譜　全１６０枚　Ｐ１２ 岩波書店 昭１１ 1,000

331 新刊図書月報　１月号　Ｐ６０ 一心社 昭１２ 1,000

332 明治大正昭和日本勃興秘史（新刊月報）Ｐ１８　少ヤケ・折曲り　一元社 昭１０ 1,000

333 礼儀作法全集　全９巻　Ｐ１６ 中央公論社 昭１３ 1,000

334 底本菊地寛全集　全９巻　Ｐ１２ 中央公論社 昭１２ 1,000

335 佐藤紅緑全集　全１６巻　Ｐ６ アトレエ社 昭１１ 1,000

336 図書目録　昭和６年版　Ｐ１６ 西ヶ原刊行会 昭６ 1,000

337 学年別　小学校の学習全集　Ｐ１６ 小学館 昭４ 1,000

338 映画教育叢書　全６巻　Ｐ１２ 成美堂書店 昭１１ 1,000

339 アルス最新写真大講座　全２０巻　Ｐ１２　綴穴 アルス 昭１１ 1,000

340 石川千代松全集　全１０巻　Ｐ８ 興文社 昭１０ 1,000

341 徳田磬声全集　全１５巻　P１２ 非凡閣 昭１１ 1,000

342 女子技芸講習録　全12巻　P３２　綴穴　　　　　　　　　　　　大日本図書（㈱ 昭２ 1,000

343 子供婦人洋服講習録　P２６　綴穴　イタミ 献文社 昭２ 1,000

344 現代婦人手芸全集　全６巻　P４　書込み　　　　　　　　　　三瀬商店出版会 昭３ 1,000

345 教科書用目録　昭和３年度　P５６ 冨山房 昭３ 1,000

346 山崎延吉全集　全６巻　P２０　　　　　　　　　　　　　　　山崎延吉全集刊行会 昭１０ 1,000

347 熱血秘史　　戦記名著集　全１０巻　P１６　　　　　　　　　　戦記名著刊行会 昭４ 1,000

348 現代医学大辞典　全１８巻　P１２ 春秋社 昭４ 1,000

349 福澤諭吉傳　石河幹明著　P１８ 岩波書店 昭７ 1,000

350 陶器講座　第２期　全１８巻　P20 雄山閣 昭１０ 1,000

351 日本随筆全集　全２０巻　P３８　少背ヤブレ・綴穴　　　　　　　　国民図書（㈱ 昭２ 1,000

352 惠心僧都全集　全５巻　P２６　昭ヨゴレ　　　　　　　　　　　比叡山図書刊行所 大１５ 1,000

353 心学通話全集　全６巻　P１６ 忠誠堂 昭３ 1,000

354 明治大正先覚婦人全集　全１８巻　 国民図書㈱ 昭３ 1,000

355 新刊月報　趣味の偉人傳　P３６ 大京社 昭７ 1,000

356 新刊月報　日○もし戦はば　P３２　　　　　　　　　　　　　　　　明治図書出版会 昭７ 1,000

357 出版目録　昭和１０年度　P１６ 佛教年鑑社 昭１０ 1,000

358 図書月報　組合せ式　式辞演説大成　P３２ 白星社 昭８ 1,000

359 新刊図書月報　最新科百科事典　P６４　 研文書院 昭１４ 1,000

360 図書月報　時局問題の新解説　P３２ 東光社 戦前 1,000

361 全譯　性の心理　全２０巻　P３２　 春秋社 昭２ 1,000

362 新刊月報　最新百科地織精講　P７８ 宗孝社 昭７ 1,000

363 成功美粧法　P３０　綴穴　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平尾賛平商店 昭８ 1,000

364 手芸の手引　P１６　書店印　　　　　　　　　　　　　　　　　　倉持本店出版部 戦前 1,000

365 仮面を剥いだ幢憬の都　P１６　少ヤブレ　　　　　　　　　　　　玉文社出版部 戦前 1,000

366 新文献　変態処方箋　P４０ 改造社 昭５ 1,000

367 昭和４年　新年雑誌案内　P３０　 講談社 昭３ 1,000

368 昭和の婦人　P２８ 講談社 昭３ 1,000

369 新刊　法網を潜る人々　黒頭市著　P２４ 大東書院 昭４ 1,000

370 月刊月報　趣味の医学　機微談話　P４０　　　　　　　　　　通俗医学普及会 昭８ 1,000

371 新刊月報　眼前に迫る世界大戦　英米赤露の襲来　P３２ 大京社 昭７ 1,000
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372 白山絵図　袋ヤブレ・ヨゴレ　４３×６４，５　３折　白山振興会 昭４ 15,000

373 石川県写真集　裸本　背少ヤブレ　ヨゴレ　　　　　　　　石川県営業写真協会 昭５５ 1,500

374 越路野小学校百年誌　裸本　ヨゴレ　　　　　石川県羽咋市立越路野小学校 昭５０ 2,000

375 石川県医事年表　新生医師会２０周年記念　裸本　余白に書込み　石川県医師会 昭４４ 2,000

376 創立十周年記念誌　裸本　　　　　　　　　　　　　　　石川県立宝達高等学校 昭５７ 2,000

377 県営かんがい排水事業・県営防災ダム事業　諸歯地区事業　裸本　ヨゴレ　　石川県 平３ 3,000

378 金沢市政８年のあゆみ　裸本　ヨゴレ　金沢市 昭４５ 2,000

379 石川県年表　昭和扁３　裸本　ヨゴレ　石川県史編纂室　 昭４５ 1,200

380 北大荒　裸本　ヨゴレ 五十嵐秀人 北国出版社 昭４９ 1,500

381 かが・のとれきしものがたり　裸本　ヨゴレ・シミ　石川県児童文化協会編　 昭３３ 1,000

382 職員録　　ヨゴレ　表紙名前消し跡　北陸三県郵政関係職員録 昭４１ 2,000

383 老の路種　裸本　ヨゴレ・イタミ・蔵印　　　　　　　　　上田耕　金沢文化協会 昭１１ 2,500

384 自他群書　裸本　ヨゴレ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　石川県図書館協会 昭１２ 1,500

385 金沢のれきし　カバーヨゴレ　小口などヤケ　 （㈱）山越 昭４９ 1,000

386 金沢市医師会十年史　裸本　ヨゴレ　　　　　　　　　　　　　金沢市医師会 昭３４ 1,000

387 材木町連史　Ｖカバーヨゴレ　小口ヨゴレ・名前消し跡　材木町連史編集委員会 昭５２ 1,000

388 句集　えぬまぬ　カバー　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　雪垣加南句会 平７ 800

389 一つの終焉　カバー　 橋爪義守 ヨシダ印刷 昭６３ 1,500

390 加賀屋の流儀　極上のおもてなしとは　カバー　３刷　　　細井勝　ＰＨＰ 2006 800

391 金沢用水散歩　カバー　帯　２刷 笹倉信行 十月社 1995 900

392 加賀百万石物語　秘史・前田家の戦争と平和　カバー　酒井美意子　主婦と生活社 平４ 1,000

393 初老コース・レコードへの挑戦　カバー少イタミ　 殿村徳久 北国出版社 昭５４ 800

394 蘭艾の苑　カバー 立山ゆき 北国新聞社 1993 800

395 評伝中川石雄　はばたけイヌワシ　カバー少スレ　同編集委員会　北国出版社 昭６０ 1,000

396 石川の山と自然　ガイドブック　Ｖカバーヤブレ・ヨゴレ　２刷　写真・監修　宮誠而 昭５６ 1,000

397 まいどさん　カバーヨゴレ　 竹内伊知 北国出版社 昭５６ 800

398 わが回想録　カバー　 奥村弘 北国出版社 昭６０ 800

399 砂のつぶやき　カバー少ヨゴレ 山本恭子 北国新聞社 平４ 800

400 夕焼けの記憶　カバー　帯 西川譲 若草書房 1992 800

401 続・続子育てはたんぽぽの如く　カバー　帯　サイン　向井宏　北国出版社 昭６１ 1,000

402 北陸は春は還りて　職員室こぼれ話　カバー　　　奥田直彦　北国出版社 昭５９ 800

403 能登の女　カバー　謹呈本 山崎寿美子 新興出版社 1984 800

404 風紋　カバー　帯 竹野清次 北国出版社 昭６２ 1,000

405 梅の木桃の木　北国文芸叢書１２　カバー・帯少ヨゴレ　井上雪　北国新聞社 1995 800

406 紅そめし草の色　カバー　帯 石本茂 北国新聞社 1989 800

407 双つの顔　カバー　帯　 水芦光子 北国出版社 昭５８ 1,999

408 加賀・能登の伝承　カバー　小口などヨゴレ　４刷　　　　藤島秀隆　桜楓社 平２ 800

409 あっなるほどアッハッハ　カバー　１６刷　　　　　　　増田金一　北国新聞社 平４ 1,000

410 白山の昆虫　カバー少ヤブレ・ヨゴレ　 富樫一次 北国出版社 昭５３ 1,000

411 金澤市紀要　裸本　ヤケ・イタミ　　　　　　　　　　　　　　石川県金沢市役所 大１３ 2,000

412 加能越良民傳　ヤケ・少ヤブレ・赤線　　　　　　　　　　　石川県図書館協会 昭８ 1,000

413 旧篠記　ヤケ・・ヨゴレ・赤線　　　　　　　　　　　　　　　　 石川県図書館協会 昭８ 1,000

414 国事昌披門答　ヤケ・ヤブレ・蔵印・赤線　　　　　　　　 石川県図書館協会 昭６ 800

415 近郊游記　ヨゴレ・赤線　　　　　　　　　　　　　　　　　　　石川県図書館協会 昭１２ 1,500

416 続子育てはたんぽぽの如く　カバー　帯背ヤケ　サイン　向井宏　北国出版社 昭６０ 1,000

417 創立十周年記念誌　裸本　　　　　　　　　　　　　　　石川県立羽咋女子専門学校 昭５４ 1,500

418 続花守集　糸綴本　ヨゴレ　黒本植　　　　　　　　　　　稼堂先生書刊行会 昭１１ 1,500

　　※黒本植の本は他にもあります。
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419 国幣大社気多神社略記　綴穴　Ｐ１８　ヨゴレ　石川県羽咋郡気多神社社務所 昭８ 3,000

420 ちりとり　富山由来の研究　P３４　ヨゴレ・少ヤブレ　古谷常蔵　渡邊誠虎堂 昭１１ 10,000

421 丁字舎の灯は消えず　宝性寺小史　函　浄土真宗本願寺派長谷山宝性寺（小矢部市） 平元 2,000

422 富山県につたわるこどもの遊び　裸本　ヨゴレ　２刷　富山県子どもの遊び研究会 昭６０ 1,500

423 有峰の大助小助　富山の民話と伝承童話３　裸本　ヨゴレ　稗田菫平　北国出版社 昭４８ 1,000

424 とやまの女性史　Vカバー　消し跡　富山県婦人団体連絡協議会 平元 1,000

425 北陸自動車道（小杉ー砺波）開通記念　優侍通行証　１枚　日本道路公団 昭４８ 2,000

426 御絵はがき　袋　５枚少ヨゴレ　吉田初三郎画　日満産業大博覧会 1954 12,000

427 富山市主催日満産業大博覧会記念絵葉書　袋ヨゴレ　３枚　 1954 3,000

428 日満産業大博覧会記念絵葉書　袋ヨゴレ　２枚　富山市 1954 2,000

429 富山新聞　昭和２９年４月１０日　４ページ　富山産業大博覧会案内図　ヤブレ・赤線 昭２９ 1,000

430 富山産業大博覧会絵はがき　大小２枚　パンフ３枚　富山市 1954 3,000

431 富山産業大博覧会誌　函ヤケ・ヤブレ多い　富山市役所 昭３２ 15,000

432 富山博　３折　富山産業大博覧会展望見取図両面　富山城址公園 1954 3,000

433 富山県売薬沿革概要　P１８　ヨゴレ　明治33年３月 廣貫堂 明３３ 3,000

434 瑞泉寺案内　P１６　ヨゴレ・背ヤブレ・蔵印　土田行丸　後小松天皇遺徳奉讃会 昭９ 2,800

435 越中瀬戸焼　P２６　ヨゴレ　長島勝正　　　　　　　越中瀬戸焼保存顕彰会 昭３５ 3,000

436 越中史要　裸本　ヨゴレ・少ヤブレ　蔵印 石場健夫 中田書店 大２ 3,000

437 福野村鋳物師考　書込み　福野町 斉藤善夫 明治印刷 平１０ 3,500

438 清泉の流　ヨゴレ　P５９　 桃井香岳 国泰寺 昭１２ 3,000

439 杏文庫俳書蔵目　糸綴　ヨゴレ・少イタミ　P２１　富山県津沢町私立中島図書館 昭９ 6,000

440 商工要覧　１９５１　ヨゴレ・ヤケ　　　　　　　　　　　　　富山県経済部商工課 昭２６ 3,000

441 三十年史　裸本　高岡市水道労働組合三十年史編さん委員会 昭５９ 2,000

442 郷倉千靭遺作展　ヨゴレ　 読売新聞社 昭５１ 2,000

443 富山県名士録　裸本　ヨゴレ　　　　　　　　　　　　　　富山県名士録編纂協会 昭２７ 3,000

444 東山庵コレクション　書跡・絵画・漆工・陶磁器　　　　　　　　　　　富山美術館 昭５９ 2,500

445 北日本新聞百二十年史　函　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北日本新聞社 平１６ 5,000

446 北陸銀行５０年史　函少ヨゴレ　 北陸銀行 平６ 4,000

447 立山神殿御遷宮　函　たてやま山岳出版会　富山県・雄山神社 平８ 3,000

448 水の王国とやま　とやまの名水・とやまの水　別刷地図付　富山県 昭５１ 3,000

449 万葉の風土と歌人　第３回企画展示図録　Ｐ９９　高岡市万葉歴史館 平８ 1,000

450 開学二十周年記念誌　函少ヨゴレ　富山医学薬学科大学 平７ 5,000

451 富山県軍恩連盟五十年のあゆみ　裸本　富山県軍恩連盟 平１５ 3,000

452 病院のあゆみ　創立三十年記念誌　裸本　　高岡市民病院 昭５６ 2,000

453 氷見市寺社調査報告書浄土真宗本願寺派の部　平成３・４年度　氷見市教育委員会 平５ 6,000

454 企画展　郷土の天神信仰　Ｐ２７　　　　　　　　　　　　　　　高岡市立博物館 平１３ 1,000

455 企画展　高岡の老舗　Ｐ２８　　　　　　　　　　　　　　　　　　高岡市立博物館 平１６ 1,000

456 企画展　殖産興業と博覧会　Ｐ２３　　　　　　　　　　　　　　高岡市立博物館 平１４ 1,000

457 町並保存の記録１　高岡市山町筋重要伝統的建造物群保存地区　Ｐ５７　平１３年度 2002 2,000

458 越中井波タウンガイド　伝統的町家と町並の魅力　Ｐ４７　井波町企画課 平８ 1,500

459 特別展　近世の氷見町と庶民のくらし　Ｐ１３１　氷見市近世史料集成・第１５ 平６ 1,500

460 特別展　氷見の祭りと年中行事　少イタミ　Ｐ７１　　　　　氷見市立博物館 平８ 1,000

461 共栄製薬７０年史　（高岡市）　函書込み　　　　　　　　共栄製薬株式会社 平７ 2,000

462 開学十周年記念誌　函　　　　　　　　　　　　　　　　　　　富山医科薬科大学 昭６１ 2,000

463 高岡漆物語　カバー　伝統工芸高岡漆器協同組合　 平８ 2,300

464 花の路とやま　カバー少ヤブレ　　　　　　　　　　　　　　富山県花と緑の銀行 1,200

465 ふるさと富山歴史館　カバー少ヤブレ・イタミ　深井甚三他　富山新聞社 2001 4,000

466 北陸電力１０年史　函ヤケ　Ｖカバー　 北陸電力株 昭３７ 3,700
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1 素本世界国尽1　　　福沢諭吉　　和装37丁木版　世界地図入　並 明　5 2,000

2 袖珍新道中記　　　　西野古海編　横和装小判38丁　銅版　絵入 明10 3,000

3 帝国大日本道中記　　橋本澄月編　横和装小判52丁　銅版　絵入 明11 5,000

4 菘翁遺印　　　　　　　　　　　　和装　実印71顆押印　帙疲 明　5 8,000

5 史徴墨宝考証　上下合冊　　　　　内閣修史局　和装　替表紙 明20 2,000

6 新居帖　全4　　　　頼山陽　　　熊谷鳩居堂他　和装　帙美 明治 4,000

7 本朝陶器攷証　全6　金森得水　　松雲堂　和装　第6巻少シミ 明治 4,000

8 漢画早学初集　全4　村上正武編　　　　　和装　帙爪欠 明13 4,000

9 絵画帖　第1編　　　大倉書店　　楳嶺寛畝玉章他　木版　美 明25 8,000

10 火術上天秘伝（花火）　　阪田郡神田村　茂森繁太郎　肉筆13丁 明28 5,000

11 「日出新聞」　明25～28内8部　　京都　各4面美 明25～ 8,000

12 「国民新聞」　明28、5、29～31　3部　東京各6面　美 明28 3,000

13 「参宮パック」1　　小俣会心堂　8頁　折　並 明41 3,000

14 明治31年度福井県通常県議会事録　　福井県　約1200頁 明31 5,000

15 19世紀に於ける社会主義及社会的運動　神戸正雄　178頁　並 明36 4,000

16 明治45年頼題松上鶴百名家年賀絵葉書100枚揃　百名家目次 明45 10,000

17 夢二画集　花の巻　　竹久夢二　　洛陽堂　文庫判　3版

　　木版5枚入　表紙少汚 明43 40,000

18 新編図案法　　　　　原貫之助　　成美堂　初266頁 明44 2,500

19 杏雨余滴　全2　　　帆足進編　　　　　　和装　帙　美 大元 4,000

20 秦山遺稿　全2　　　土方久元　　　　　　和装　帙　美 大　8 3,000

21 稗史水滸伝　全4　　山東京伝他訳　　　国民出版社

　　歌川国芳画　和装　各冊木版口絵入　帙は少汚 大　8 8,000

22 世相百姿　全2　　　玉手棠洲　だるまや書店　木版折帖　極美 大　7 30,000

23 帝国絵画宝典　　　　本文之部作品之部　計2冊　帝国絵画協会　美 大　7 5,000

24 書家自在　全3　　　梅辻春樵閲　文永堂　和装計308頁　帙 大　4 2,000

25 新社会問題十二講　　　生田長江他　　新潮社　初401頁　函 大　8 1,500

26 改造現代文学十二講　　　宮島新三郎他　新潮社　初474頁　函 大11 1,500

27 日本現代文学十二講　　　高須芳次郎　　新潮社　初514頁　函 大13 2,000

28 都会病　　　　　　　ルネバザン　永代静雄訳　初443頁　函は難 大　2 2,000

29 笑の研究　　　　　　ベルグソン　広瀬哲士訳　初258頁　カバ　美 大　3 2,500

30 ノートルダムドパリー　ユーゴー　小野浩訳　初628頁　並 大10 1,000

31 九十三年　　　　　　ユーゴー　宮原晃一郎訳　初479頁 大10 1,000

32 愛のベートーヴェン　ルネフォシュア　増富平蔵訳　354頁 昭14 1,000

33 死の都ブリゥジュ　　ロオデンバッハ　江間俊雄訳　初158頁 昭15 1,000

34 ストリンドベリー伝　ゼイル　富野敬邦訳　初397頁　カバ 昭16 1,500

35 芸術論　　　　　　　フィードレル　金田廉訳　341頁　カバ 昭13 1,000

36 エジソン伝　　　　　沢田謙　講談社　　398頁 昭　4 1,000

37 レムブラント　　　　武者小路実篤　和敬書店　初135頁 昭23 1,000

38 サンドロボッティチェㇽリ　　矢代幸雄　岩波書店

　　351頁　図版90図　函　輸送函は少汚 昭52 3,500
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　　39～60　蔵書印、本の他に書名書入

39 神誥集全　　　　　　矢野玄道　倚松堂塾　和装11丁　綴糸切 元治元 1,000

40 教会要旨全　　　　　　　　　　神宮教院　和装22丁　綴糸切 明　6 1,000

41 心学鳩翁道話1、3　２冊　　　　男武勇　　松風堂　並 明19 1,500

42 心学人間篇、心学道義篇、心学養性篇、心学明徳篇、心学性理篇

心学道体篇、心学霊性篇、心学迷悟篇　8冊　　　山本檪峰

　　文学同志会　59～124頁 明36 8,000

43 日用心法鈔　　　　　寿福軒真鏡　弘文館　432頁 明26 1,000

44 絵入平仮名主従心得草　全2　寿福軒真鏡　松栄堂　計386頁　並 明26 1,500

45 心学道之話　　　　　奥田寿太　百華書房　十銭文庫　192頁　美 大　2 1,500

46 立身の事蹟　　　　　　　　　　　　　　文学同志会　162頁 明32 1,000

47 和漢泰西金言集付俚言集　　董花園主人　藍外堂　小判180頁 明23 1,000

48 修養訓一名欧米名家言集　　後藤嘉之　　小松仙鶴堂　148頁 明33 1,000

49 処生の良法　　　　　マーデン　中村敬三訳　成功叢書　　135頁 明36 1,500

50 金　ＭＯＮＥＹ　　　フリードレー　坂牧勇助訳　　　469頁　並 明22 2,000

51 新売出し法　　　　品川卯一　実業之日本社　　　　小判165頁 明44 1,000

52 通俗民間治療法　　　松本順口辻　　愛生館　138頁　美 明22 2,500

53 作法紀事論説文例　全2　　大槻牧蔵　和装小判 明13 1,000

54 義経再興記全　　　　内田弥八　上田屋　214頁　ボール表紙　少汚 明19 2,500

　　５５～60　替表紙

55 伊藤仁斎　　　　　　竹内松治　坪内逍遙序　128頁　奥付無 明29 1,000

56 大石良雄　　　　　　一菜庵主人　民友社　和装411頁 明30 1,500

57 福翁百話　　　　　　福沢諭吉　　時事新報社　385頁 明30 1,500

58 処世之方針　　　　　徳富猪一郎　福沢諭吉　他　交易社　149頁 明22 1,500

59 膽力錬磨術　　　　　修養道人　大学館　　176頁 明36 1,000

60 新領地台湾会話篇　　辻清蔵　三矢重松　明法堂　小判374頁 明29 2,000

61 心身修養岡田式静座法　　実業日本社　　小判443頁　カバ並 大　8 2,000

62 天機妙訣九星極意鑑定書　豊住茂承　明通館　和装166頁 明39 2,500

63 即席独八卦　54×39　　宮崎八十八　絵入　美 明43 1,500

64 男女九星性質之弁　55×39　　宮崎八十八　絵入　美 大元 1,500

65 四柱推命学極意秘密皆伝　阿部熹作　文政堂　和装　帙　美 昭　4 5,000

66 易学大講座　全8　復刻　　加藤大岳　紀元書房　カバ 平15～ 4,000

67 梛の老樹　　　　　　熊野権現速玉大社　非売品　232頁 昭29 1,500

68 福井県生物目録　　　　　　福井県　　205頁 昭　8 15,000

69 原色福井県昆虫図譜　　　　福井県博物学会

　　図版72　函　個人蔵印　極美 昭13 30,000

70 越前国南条郡乃植物と昆虫　道端久正　孔版約110頁　少カビ 昭12 15,000

71 実験植物学提要　　　徳田省三　三省堂　　初300頁　函 昭　8 2,500

72 原色野外植物図譜　　牧野富太郎　誠文堂　80頁　函　美 昭　7 2,000

73 わが植物画帖　全3　　　　　鶴田知也　市民新聞社　函　全冊署名 昭53 3,000

74 雪と氷の実験　　　　三石巌　　創元社　科学の泉　79頁 昭22 1,000
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75 「東亜画報」（マキノ画報改題）　分売　東亜画報社　各綴穴　　大13.14 各7,500

　　①2巻11号　②12月号　③3巻正月号　④2月号

76 「日活映画」　分売　映画世界社　略美 昭4～ 各5,000

　　①5巻11月号　②6巻6月号　③7月号　④8月号

　　⑤10月号　⑥7巻1月号　⑦3月号　⑧5月号

77 「日活」9巻10月号　　　　　　豊国社　　160頁 昭13 4,500

78 「松竹」　分売　　　豊国社　略美 昭　6 各6,000

　　①2巻2月号　②4月号　③9月号　④10月号

　　⑤11月号　⑥12月号

79 「松竹」3巻2月号　　豊国社　特別付録2点付　182頁　略美 昭　7 9,000

80 「福井と映画」創刊号　　　　福井と映画社　39頁　並 昭　7 4,000

81 「映画新潮」創刊号　　　　　制作社　　　　78頁　並 昭25 1,500

82 映画花形大写真帖　　　　　　冨士付録　　　128頁 昭　9 3,500

83 新スタア名鑑　　　　　　　映画娯楽社　　18頁 昭23 2,500

84 酒中日記－脚本叢書－　榎本書店　新書判131頁　カバ少難 大11 5,000

85 女優情史　　　　　　石上欣哉　日月社　初348頁　少汚　函背難

　　松井須磨子　酒井米子　岡田嘉子　花柳はるみ　栗島すみ子

　　柳さく子　　松井千枝子 昭　4 6,500

86 水のなかれ　　　　　桑野桃華　連合演芸通信社　491頁　函 昭　9 6,000

87 われ過ぎし日に　　　志賀暁子　学風書院　初213頁　カバ帯 昭32 2,000

88 運動族の意見－映画問答－　　花田清輝　武井昭夫　345頁　カバ 昭42 1,000

89 カツドウヤ自他伝　　山本嘉次郎　昭文社　初379頁　函カバ 昭47 2,000

90 小津安二郎集成　　　　　　　　　キネマ旬報　初255頁　カバ 平元 1,000

91 李香蘭の恋人　　　　田村志津枝　筑摩書房　　初275頁　カバ 平19 1,000

92 映画の出来るまで　　カバヤスクールグラフ　　36頁

　　松竹映画　牛若丸　美空ひばり 昭27 2,500

93 「陳情書」　　　　愛知県活動写真連合組合　愛知県劇場組合9頁

　　興行税軽減ニ関スル陳情書　劇場名代表者名　各劇場の収支

　　他都市の興行税率 昭　3 5,000

94 シナリオ文庫　　今日もまたかくありなん　映画タイムス　37頁 昭34 1,000

95 シナリオ文庫　　わが愛　　　　　　映画タイムス社　41頁 昭34 1,000

96 新国劇十周年記念公演すじがき　　　新橋演舞場　20頁 昭　2 1,500

97 三千六百五十日　　　沢田正二郎　　新国劇事務所　45頁 昭　2 4,000

98 パンフレット浮標　　新築地劇団上演脚本　丸山定夫　孔版30頁 昭15 2,000

99 瑞穂劇団案内　　　　農山漁村文協　23頁　宇野重吉伊藤熹作他 昭18 2,500

100 新劇女優　　　　　　東山千恵子　学風書院　226頁　署名　カバ 昭33 2,500

101 沸る　　　　　　　　高橋とよ　　東峰出版　236頁　署名　函 昭37 1,500

102 大入袋　25×19　　　作道興行社　経営歌舞伎座（東岩瀬） 戦前 2,000

103 大入袋　24×19　　　小柴興行部　（滑川町）　美 戦前 2,000

104 大入袋　18×13　　　カワ井興行社　（井波町）　美 戦後 1,000

105 大入袋　11×8　　　　井波劇場　美 戦後 1,000
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106 札幌市街図　79×54 富貴書房 裏案内 昭10 3,000

107 仙台市写真帖 仙台市役所 40頁　美 大14 8,000

108 福島市政一覧　48×66 福島市役所 裏市街全図　表紙付 昭12 3,000

109 郡山市勢要覧 郡山市役所 43頁　美 昭14 2,000

110 勝常村勢要覧（福島県）　40×54　村全図入　表紙付　美 昭13 3,500

111 須賀川たばこ史（福島県） 同市史編集委　23頁　表紙少ヤケ 昭43 1,000

112 鳥瞰図　日光名所案内図　18×79　男体社　秀巌図　表紙付 昭　5 3,500

113 日光全図　36×78 日光町　小杉放庵画　裏案内 昭10 2,000

114 群馬県勢要覧　54×79 群馬県　裏管内地図　表紙図初三郎 昭　9 3,000

115 東京近郊日がへりの行楽 松川二郎　誠文堂　583頁

　　折込鳥瞰図（常光他）4図　裸本　背少ヤケ　並 昭　5 2,500

116 東京付近ハイキング１２ヶ月　村田健蔵 405頁　折込地図　カバ 昭14 2,500

117 東京遊覧はとバス 新日本観光　28頁 昭30頃 1,500

118 東京タワー特別展望図　21×60　　日本電波塔　両面 昭42頃 1,000

119 大正調査番地入横浜市全図　54×79　有隣堂　極小穴 大　9 3,500

120 鎌倉及江之島地図　39×52　後藤邦栄堂　裏案内表紙付　美 昭　3 2,500

121 鳥瞰図　上田市及其付近名所図絵　18×77

　　上田商工会議所　常光図　表紙付　シミ 昭　3 2,000

122 富山県勢要覧 富山県 横判 昭10 1,000

123 富山県の景観　54×71 富山県 裏県管内全図　美 昭11 2,500

124 宮川村誌（福井県）再版 355頁　　原本大8 昭47 5,000

125 大阪港案内　77×52 大阪市役所 裏港地図 昭　9 3,000

126 和歌山市街及付近図　54×40 少シミ 昭　7 2,000

127 改正神戸市街図　40×54 旭勉蔵 筒袋 大　6 3,000

128 岡山市勢一覧　54×77 岡山市役所 裏地図　表紙付 昭　5 3,500

129 佐賀県唐津町市街案内地図　39×54 牧川徳太郎　裏著名店 大15 4,000

130 熊本市勢要覧　53×79 熊本市役所 裏実測図 昭　6 3,500

131 京城　38×53 朝鮮総督府鉄道局　両面地図入 昭10 2,500

132 台湾総督府中央研究所梗概 小判56頁美 昭　9 2,000

133 澎湖島案内　19×53 澎湖保勝協会　両面 昭9頃 2,500

134 北京万寿山旅行紀念品（写真）　8×26　10枚　説明書　袋 戦前 2,000

135 新京第2中学校々史1940－1945 同委員会　675頁　函 昭55 4,000

136 本邦鉄道の社会及経済に及ぼせる影響 3冊（付図入）

　　鉄道院　計1690頁　下のみ函 大　5 28,000

137 鉄道旅行案内 鉄道院 414頁　折込地図　並 大　6 3,000

138 汽車汽船ポケット旅行案内 東京旅行社 319頁　少破少難 大13 1,500

139 改正汽車時間表 大阪朝日新聞社　96頁　鳥瞰図入　並 昭　5 2,500

140 新大日本鉄道地図　78×109 大阪毎日新聞付録

　　外地含　微裂 昭11 2,500

141 旅客事務用鉄道線路図　24×215 国鉄　表紙付極美 昭35 3,000

142 こども風土記　　柳田国男 朝日新聞社 93頁　挿絵初山滋 昭21 2,000
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143 朝の庭　　　　　高浜虚子 改造社 初300頁　並 大13 3,000

144 立子へ　　　　　高浜虚子 桜井書店 初254頁　函は難 昭17 2,500

145 虹　　　　　　　高浜虚子 苦楽社 初146頁　少シミ 昭22 2,500

146 虚子自伝　　　　高浜虚子 菁柿堂 初219頁　カバ

　　虚子、真下真砂子　各句、署名 昭23 5,000

147 虚子自伝　　　　高浜虚子 朝日新聞社 初256頁　ペン署名 昭30 2,500

148 虚子俳話　　　　高浜虚子 東都書房 初197頁　柏翠蔵印 昭38 1,000

149 俳句読本　　　　高浜虚子 新樹社 初337頁　函帯 昭47 1,000

150 虚子消息　　　　高浜虚子 東京美術 初537頁　函帯 昭48 1,000

151 高浜虚子研究　山口誓子編 右文書院 初440頁　帯　函背焼 昭49 1,500

152 子規虚子　　　　大岡信 花神社 初197頁　函 昭51 1,000

153 虚子年尾汀子三代墨筆集 五月書房 初66頁　　カバ 昭55 1,500

154 高浜虚子全俳句集　全2 毎日新聞社 計1546頁

　　チェック○印少有　函は少シミ 昭55 3,000

155 虚子から虚子へ　川崎展宏 有斐閣 初238頁　カバ帯 昭58 1,000

156 巨陶集（句集）岩崎小弥太 虚子句入（印刷）　非売品　函

　　装幀安田靱彦　美 昭11 10,000

157 玉藻俳話　　　　星野立子 六興出版部 初314頁　並 昭18 1,500

158 子規全集18（補遺年譜蔵書目録） 改造社　初489頁　函 昭　6 2,500

159 正岡子規　　　　井手逸郎 弘学社 初270頁　並 昭20 1,000

160 子規歳時　　　　越智二良 朝日新聞松山　小判　元旦～大晦日 昭31 1,000

161 小黒坂の猪　　　井伏鱒二 筑摩書房 初　墨署名　函　少シミ 昭49 3,500

162 スガレ追ひ　　　井伏鱒二 筑摩書房 初　墨献署　函　少シミ 昭52 3,000

163 海揚り　　　　　井伏鱒二 新潮社 初　函 昭56 1,000

164 鞆ノ津茶会記　　井伏鱒二 初　ペン署名印　函　少シミ　帯少裂 昭61 3,000

　　165～170　井伏鱒二自選全集　函帯付

165 3巻　　　ペン署名印　帯裂 表紙少シミ　月報　函少難 昭60 2,000

166 8巻　　　ペン署名印 表紙微シミ　月報 昭61 2,000

167 10巻　　ペン署名印 表紙少シミ 昭61 1,500

168 11巻　　ペン献署印 月報 昭61 2,000

169 12巻　　ペン献署印 月報 昭61 2,000

170 補巻　　　ペン献署印 表紙シミ　月報 昭61 1,500

171 井伏鱒二書簡　　池田某宛ペン書便箋2枚　封筒付 昭51 27,000

172 鉄の舌　　大下宇陀児　甲賀大下木々傑作選集　初324頁　並 昭14 2,000

173 寂しき人々　　　森鷗外訳 金尾文淵堂 初280頁　美 明44 3,000

174 三太郎の日記　　阿部次郎 東雲堂 小判初582頁背少ヤケ 大　3 3,000

175 美学　　　　　　阿部次郎 哲学叢書 357頁　函 昭14 1,000

176 貧乏日記　　　　河上肇 弘文堂 初324頁　函　美 大　6 5,000

177 花袋全集3　　　花袋全集刊行会 初716頁　函　美 大12 1,000

178 抒情歌　　　　　川端康成自選集 初320頁　函 昭　9 2,500

179 一夢想家の告白　長与善郎 朝日新聞社 318頁 昭21 1,000
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180 詩集清澄の秋　　　西崎満洲郎　中西書房　初145頁　函 昭　5 12,000

181 薔薇は生きている　山川弥千枝　甲鳥書林　初340頁　帯 昭14 4,000

182 王城山荘随筆　　　高橋誠一郎　三田文学　初332頁　函　美 昭16 3,000

183 小説敗戦直後　　　福田正夫　　一聯社　　初116頁　美 昭21 1,500

184 作家論　　　　　　小林秀雄　　民友社　　287頁　並 昭22 1,000

185 「文芸春秋」臨時増刊昭和メモ　白洲次郎他　表紙志功　並 昭29 1,000

186 食いしん坊　　　　小島政二郎　文芸春秋新社　237頁 昭30 1,000

187 改訂版森田愛子句集　　　　　　北荘文庫　初138頁 昭44 1,500

188 川端芧舎　　　　　石原八束　　角川書店　初221頁　函帯　署名 昭49 1,500

189 花信　　　　　　　円地文子　　海竜社　　初237頁　函帯　献署 昭55 1,000

190 砧　　　　　　　　円地文子　　文芸春秋　初268頁　函　献署 昭55 1,000

191 三好達治－越前三国のころ－　　畠中哲夫　初292頁　函 昭59 1,500

192 かくれ里　　　　　白洲正子　　新潮社　　330頁　　函帯 昭51 1,000

193 文座　　　　　　　白洲正子　　世界文化社初340頁　カバ帯 平12 1,000

194 現代語訳はこやのひめごと　　　斎藤昌三訳　大和出版社　197頁 昭28 2,000

195 現代語訳真情春雨衣　　　　　　斎藤昌三訳　大和出版社　186頁 － 2,000

196 中国代表艶笑文学　情海奇縁（鴛鴦譜）　　奥野知行訳　178頁 昭27 2,500

197 大学生活　　　　　小泉信三　　岩波書店　初314頁　函　並 昭14 2,000

198 増訂マルクス死後五十年　　　　小泉信三　472頁　　カバ難 昭22 1,500

199 思ふこと憶ひ出すこと　　　　　小泉信三　271頁　　カバ　並 昭31 1,000

200 小泉信三伝　　　　今村武雄　　文芸春秋　743頁　　カバ帯 昭58 2,000

201 辞令　統監府鉄道管理局　12枚　統監府内閣　工学博士大屋権平 明39～ 6,000

202 辞令　3枚 南満洲瓦斯 　　　　　昭11.12 1,000

203 辞令　駅掌補→車掌　9枚 阪神電鉄　日給1円→1円36銭 昭11～ 3,000

204 時局解説百科要覧 平凡社　　546頁　函 昭12 2,000

205 神まうで　国民精神総動員 大阪鉄道局　58頁　折込地図　美 昭13 1,500

206 日本戦時経済政策　金原賢之助　千倉書房　362頁　函 昭13 1,000

207 傷痍軍人の為に　　　　　　　陸軍省　　　42頁 昭14 1,000

208 昭和国民読本　　　徳富蘇峰　東京日日新聞　302頁　並 昭14 1,000

209 第2回聖戦美術展集　　　　　　朝日新聞社　64頁 昭16 2,000

210 軍用支那語会話　　橋本泰治郎　尚兵館　　小判190頁 昭16 1,500

211 愛国足袋の仕立方付児童運動靴　東京家政経済研究所　14頁 昭16 1,000

212 大日本婦人標準服　甲型、乙型々紙　計2部　〇停30銭 戦中？ 2,000

213 新型男女用パンツ型紙　〇停30銭 戦中？ 1,000

214 改正世界時局要図　大東亜編　76×109　大同出版社 昭17 1,500

215 防人の歌　　　　　斎藤瀏　　　東京堂　　365頁 昭17 1,000

216 初年兵教育　　　　山崎慶一郎　琢磨社　　282頁　図入 昭18 2,000

217 九九式軽機関銃取扱法　　　　　尚兵館　　100頁　図入 昭18 5,000

218 九九式小銃及短小銃取扱法　　　尚兵館　　41頁　図入　美 昭18 4,000

219 擲弾筒取扱上ノ参考　　　　　　陸軍歩兵学校編

　　八九式重擲弾筒、十年式擲弾筒　　78頁　図入 昭18 5,000



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

ー7ー

220 日本美術史　　　　相良徳三　　玉川学園　310頁　函 昭　6 1,000

221 美学及芸術学史　　大西昇　　　理想社　　292頁　函　美 昭13 1,000

222 美学及芸術学講義　金子馬治　　理想社　　342頁　函　美 昭15 1,000

223 芸術論　全5（芸術哲学、芸術方法論、批評と鑑賞、芸術史論

　　芸術効用論）　　　　　　　河出書房　各函　美 昭15 4,000

224 経済と美術工芸　　河田嗣郎　　有斐閣　　210頁　函 昭17 1,500

225 「南画鑑賞」6巻6号　　　　　　渡辺崋山特集　52頁 昭12 1,000

226 「南画鑑賞」6巻11号　　　　　　富岡鉄斎特集　53頁 昭12 1,500

227 「南画鑑賞」8巻4号　　　　　　彭百川研究　　81頁 昭14 1,500

228 「南画鑑賞」12巻3～5号3冊　　与謝蕪村特集 昭18 3,000

230 「創元」第1集　　　梅原龍三郎特集　　創元社　144頁

 　　小林秀雄　青山二郎　石原龍一編集 昭21 2,500

231 第2回仙台伊達家御蔵品入札　東京美術倶楽部　計500点

　　165頁　入場券付　表紙に小紙貼 大　5 5,000

232 水戸家蔵品入札 東京美術倶楽部　568点 － 3,000

233 曖遠邨荘所蔵品入札 東京美術倶楽部　534点　少書入 昭14 2,500

234 当市藤沢松庵郎蔵品入札 京都美術倶楽部　227点 昭14 2,500

235 山田履中軒氏所蔵品目録 大阪美術倶楽部　316点　小紙貼 昭　3 3,000

236 松筠亭蔵品展観目録 大阪美術倶楽部　237点　高値表 昭15 10,000

237 戸田虚心庵並某家所蔵品売立　大垣市新玉屋　　総点数約700点 昭14 2,000

238 図録　宗像沖ノ島展 出光美術館　131頁 昭52 3,500

239 図録　若狭の佛教絵画 福井県立若狭歴民　105頁 昭57 1,500

240 図録　越前ゆかりの名刀 福井県立博物館　78頁　少シミ 昭63 1,500

241 図録　色鍋島 朝日新聞社　168頁　少シミ 昭57 1,000

242 図録　川合玉堂展 岐阜県美術館　120図 昭61 1,000

243 図録　奥村土牛展 京都市美術館 昭62 1,000

244 色鍋島と松ケ谷　今泉元祐 雄山閣　　　316頁　函 昭44 4,000

245 図説古九谷　　　土岡究溪 高岡市立美術館　135頁 昭51 3,000

246 定本古九谷図説　土岡究溪 高岡市美術館　　256頁　函 昭52 8,500

247 瀬戸美濃の古染付と石皿 宮下耕三　里文　302頁　函 昭54 9,000

248 独歩－魯山人芸術論集 平野武　美術出版　706頁函　少シミ 昭39 3,000

249 魯山人作瓷印譜、磁印鈕影 全2　　北大路魯山人

　　五月書房　和装　帙　輸送函 昭55 10,000

250 入門魯山人の陶器　竹腰長生　光芸出版　　228頁　カバ 平元 1,000

251 呉須のにおい　　野村泰三 いづみ書店　328頁　函は少汚 昭45 3,500

252 骨董百話　　　　小山冨士夫　新潮社　265頁　函は小口少汚 昭52 2,000

253 朝鮮の工芸　　　浜口良光 美術出版社　139頁　函は少シミ 昭41 2,000

254 スケッチ画帖－私の風土 宮脇晴　　　限800　函 昭51 1,500

255 喜多川歌麿　全2　　野口米次郎　富書店限定版 昭21 2,000

256 よみがえる天平文様　　藤野千代　推古書院　199頁　カバ帯 平26 1,000

257 西洋美術史　　　玉置邁 興文社　　　282頁　美 大　2 1,000
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258 福翁自伝　　　　　時事新報社　見返しに＂幼稚舎卒業記念

　　○○君　昭和8年3月　　錦会代表理事　福沢大四郎＂墨書函 昭　7 3,000

259 慶応義塾幼稚舎出身者名簿　　同後援会　　293頁　表紙ヤケ 昭12 3,000

260 会員名簿　　　　　慶応義塾予科会　　　　233頁　表紙ヤケ 昭15 2,500

261 慶応義塾大学々部名簿　　　　同大学　　　124頁 昭17 2,500

262 「飛鳥」２～8　7冊　　　　　慶応義塾大学 昭14～ 10,000

263 「三田学会雑誌」35巻4号～37巻5号内16冊　シミ傍線含 昭16～ 4,500

264 「現代の経済」3巻7号～4巻10号内14冊

　　慶応義塾大学　講座経済学付録　並 昭14～ 2,000

265 「蒼樹」2　　　　　慶応短歌会　46頁奥野信太郎他表紙少ヤケ 昭13 1,500

266 「擬間」2　　　　　慶大経予2年H組　142頁　カバは少ヤケ 昭14～ 2,000

267 梅巷存稿　　　　　棚橋絢子　ハクト社　　324頁　少疲 昭14 1,000

268 百万人の数学　　　竹内時男　三教書院　　217頁　函 昭14 1,000

269 ミル功利主義　　　高橋穣　　大思想文庫　168頁　函　美 昭15 1,000

270 安部磯雄草稿　　＂教育の途に横たはる障害物は何か＂

　　200字詰11枚完　巻物仕立　少シミ － 10,000

271 頼題俳句老乃栞　　田畑千壺　彩色木版多数　非売品　帙函　美 昭14 5,000

272 岩波文庫目録　昭和4年3月　　岩波書店　36頁 昭　4 1,000

273 音楽概論　　　　　高野瀏　　河出書房　初324頁　函 昭15 1,500

274 西洋音楽物語　　　大田黒元雄　第一書房　333頁　函　美 昭16 2,000

275 ブラアムス評伝　　大田黒元雄　第一書房　初261頁　函帯美 昭16 2,000

276 第4回国際写真サロン　　　　　朝日新聞社　216頁　表紙少汚 昭　5 1,500

277 スウイス日記　　　辻村伊助　梓書房　普及版408頁　函　少ヤケ 昭11 3,000

278 茶道要鑑　全3　　　玉置一成　前田書店　和装 昭　3 3,000

279 数寄屋詳細図譜　　北尾春道　彰国社　　161頁

　　襖紙見本12枚　函は少汚 昭28 3,500

280 三嶋竹枝　　　　　杉田六江　酔茶洞　　　　小判和装13丁

　　写真7頁　非売品　少シミ　綴糸少切 昭　9 4,000

281 蒼悟翁遺墨集　　　矢野恒太記念会　　　　83図　帙 昭40 1,500

282 春堂書道日記　昭和10年　中村春堂　雄山閣　255頁

　　未使用　背少虫　函壊 昭　9 1,500

283 墨の舞－書の現代を求めて－　町春草　NHK出版　191頁　カバ 平　7 1,000

284 書のひびき　1～3　3冊　　　助安由吉　エイト社　カバ帯 平　8 1,000

285 雅号と印章　　　　樋田直人　小学館　　230頁　カバ 昭63 1,000

286 「偕行」247～471内46冊　　偕行社　　表紙汚れ含む 昭47～ 5,000

287 煙草外函　ピース37枚　東海道新幹線開通、東京オリンピック他　昭和30代～ 7,400

288 末広（扇子）3本（小野小町他）　JAL搭乗記念　2本函付　　　昭和30代？ 3,000

289 「少年マガジン」創刊2周年記念特大号　講談社　186頁　略美 昭36 5,500

290 火星の八ちゃん－地球旅行の巻－　　　　前谷惟光　128頁

　　貸本まんが　表紙ビニール貼なれど美 昭37 5,000

291 パンフ　クレイジーキャッツ特別公演　　梅田コマ　32頁 昭43 2,500
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　　292～303　金沢市木版小判引札　少難含む

292 金沢市橋場町　　　根本店　御菓子　福助図入　18×25 明治 5,000

293 金沢区殿町40番地　　多賀久太郎　万染物友仙染　17×25 明治 4,000

294 金沢区森下町入角　越沢支店　古婦久もの　少虫補　17×17 明治 2,500

295 金沢区大橋爪森下町入角　越沢支店　呉服太物洋端物

　　正札付下直売　　店頭図入　少虫補　24×18 明治 7,000

296 金沢彦三一番地　　藤谷外茂吉　呉服太物　布袋図入　18×17 明治 4,500

297 金沢区下堤町むさし辻角　　田守呉服店　裏落書き　　18×20 明治 2,000

298 金沢市下堤町むさし辻角　　田守太兵衛　呉服太物　美　16×17 明治 4,000

299 金沢市まつじ前　　赤谷商店呉服半端物　恵比寿図入美　17×18 明治 8,000

300 金沢区片町94番邸　　　玉鋒弥三兵衛　　呉服端物　恵比寿講

　　恵比寿図入　　少虫補　17×16 明治 7,000

301 英町専光寺辻　　　石坂谷徳太郎　諸紙開店　少ヤケ　18×16 明治 2,500

302 金沢市英町中程　　津田店　御茶開店　少汚　　　　　14×10 明治 2,500

303 金沢市野町5丁目　　越田甚兵衛　陶磁器九谷焼　　　　16×24 明治 3,500

304 金沢市土地改良事業及び開拓事業関係図79×55 昭35頃 1,500

305 金沢市河川開発計画　79×55 昭35頃 1,500

306 金沢市上水道図　79×55 昭35頃 1,500

307 金沢市犀川総合開発事業水路一覧図　79×55 昭38頃 1,500

308 金沢都市計画図　　91×66 昭36頃 3,000

309 山中温泉案内　　　宇都宮書店　小判28頁　写真11頁　少汚 明34 2,000

310 「会報」1.2　2冊　芦城水曜会（小松）　34頁、11頁

　　「会報」創刊号芦城四一会（小松）　6頁　計3部 大6～ 2,500

311 山代永井氏所蔵品入札目録　　金沢美術倶楽部

　　写真版250点　高値書入 昭　7 2,500

312 定本九谷　　　　　松本佐太郎　宝雲舎　418頁　カバ 昭18 5,000

313 九谷焼330年　　　寺井町九谷焼資料館　516頁　裸本 昭61 8,500

314 陶彩九谷革新の系譜　田中喜男　能登印刷　153頁　カバ背焼 平　3 2,500

315 加賀象嵌職人－米沢弘安の人と作品－　田中喜男　394頁　カバ 昭49 6,000

316 人間国宝氷見晃堂　田中喜男　北国出版社　440頁　函背少ヤケ 昭51 4,000

317 金沢木工芸職人　　田中喜男　北国出版社　327頁　函 昭51 3,500

318 ヘンデル　　　ロマンロラン　高田博厚訳　叢文閣　初295頁　函 昭　2 4,000

319 人間の風景　　　　高田博厚　朝日新聞社　初325頁　函　少シミ 昭47 1,000

320 分水嶺　　　　　　高田博厚　岩波書店　　初369頁　函 昭50 1,500

321 形の美のために　　高田博厚　求龍堂　　　初315頁　函　献署印 昭53 3,500

322 もう一つの眼　　　高田博厚　蝸牛社　　　266頁　函　カバ 昭53 1,000

323 図録高田博厚展　彫刻、油彩　2冊　　福井新聞社 昭53 3,000

324 高田博厚作品集　　　　　　　現代彫刻センター　28点　献署印 昭49 2,500

325 このわた集　　　　加能作次郎　富来郷文化懇話会　非売品　少シミ 昭27 2,000

326 会員名簿　　　　　石川県立大聖寺高女同窓会　46頁　広告入 昭22 1,500

327 機械工務員必携　　石川製作所（河北郡）　小判63頁　美 昭18 1,000



オヨヨ書林
〒920-0995
金沢市新竪町 3-21
TEL/FAX 076-261-8339
11 時 -19 時営業　水休
store@oyoyoshorin.jp

中央書林
〒910-0856
福井県福井市勝見 2-7-9
TEL 0776-21-1778
FAX 0776-29-0069
郵振 00780-7-8217
11 時 -16 時営業　不定休

近八書房
〒920-0854
金沢市安江町 1-11
TEL/FAX 076-231-6148
郵振 00760-2-8702
10 時 -19 時営業　火休
info@chikahachi.jp

一誠堂能瀬書店
〒920-0862
金沢市芳斉 1-4-31
TEL/FAX 076-256-3630
郵振 00790-9-22992
nose@ishikawa.kosho.gr.jp

啓仙堂
〒939-0142
富山県高岡市福岡町
土屋 527
TEL/FAX 0766-64-4921
dfhpx345@yahoo.co.jp

高橋麻帆書店
〒920-0964
金沢市本多町
3-7-21-405（予約制）
TEL/FAX 076-256-0401
info@takahashimahoshoten.info

古本 LOGOS　通販事業部
〒927-1213
石川県珠洲市野々江町ヤ部 70-1
TEL 090-6277-7214
FAX 0768-82-1731
logos@iwashido.com

文学堂書店
〒920-0984
金沢市池田町 2-20-1
TEL/FAX 076-221-4088
郵振 00760-3-28082
11 時 -19 時営業　水休
bungakudo-shoten@cello.ocn.ne.jp
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