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1 昭62 18000

2 近代フランスのデッサン 1970 4500

3 光村推古書院 昭50 10000

4 伝承紋脈　和・更紗紋様図鑑 吉本嘉門編 カバー、第2刷 グラフィック社 昭51 2500

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

6 鉄斎研究　第二五号 　鉄斎研究所 昭51 1500

7 鉄斎研究　第二〇号 　鉄斎研究所 昭50 1500

8 芥子園画伝国訳釋解 山本元 再版、函 芸そう堂 昭52 2000

9 浮世絵の画人傳 　展望社 昭 56 1500

10 近代日本画の人脈 田中穣 函　帯 新潮社 昭50 1500

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

12 民族藝術　2 民族藝術学会編 カバー 講談社 1986 2500

13 民族藝術　4 民族藝術学会編 カバー 講談社 1988 2500

14 民族藝術　8 民族藝術学会編 カバー 講談社 1992 2500

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

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

17 越中製陶史稿 山本久作 和装本　状態良 輝久華荘 昭9 20000

18 岡山陶芸図鑑 函、大型本、帙入 岡山日日新聞社 昭56 10000

19 画集　ねむの木の詩 宮城まり子編 昭54 2000

20 1999 28000

21 昭58 45000

22 昭59 13000

23 1989 10000

24 中國書論集 中田勇次郎 1971 3000

25 書道大字典　上下揃　索引つき 伏見冲敬編 昭49 8000

26 書源 藤原鶴来編　初版 1970 6000

27 完本　宮柊二全歌集 宮柊二　　　　初版 昭46 4000

28 日々の俳句 沢木欣一 初版、カバー、帯 求龍堂 昭58 1500

29 評伝前田普羅 中西舗土 著 平3 2000

30 加賀の千代真蹟集　　改訂版 中本恕堂編 昭58 5000

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

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

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

34 昭45 15000

35 昭60 1000

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

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

38 私と朝鮮 小田実 初版　 カバー　 　筑摩書房 1977 1000

39 1997 1500

40  函　 帯　月報付 　あかね書房 1961 10000

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

42 昭48 1000

43 平5 1000

44 王城の旅　天皇家のふるさと 昭48 2000

45 宮中晩餐会 : お言葉と答辞 加瀬英明 編 初版　 カバー　 帯　 　日本教文社 平5 3000

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

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

48 妹島和世+西沢立衛読本-2005 2005 2000

49 2015 1000
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アトレ　コレクション　フローリット　参考資料集 二重函 　　アトレファッション（（株））

監修・高田博厚　訳・杉本公子　記名有　カバー少切　岩崎美術社

日本装飾大鑑　新版　解説共2冊1函　河辺正夫著　大渕武美解説　函

譚景昇図・十六羅漢図・青緑山水図他

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

初版、カバー、状態良　明治書院

限定700部　 　　　　　北国出版社

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

かつてヒーローがいた　私説・大衆文芸の世界　　武蔵野次郎　初版　カバー　六郷出版

牧牛図・和合神図・噴飯帖他

再版　 函　状態経年並　　二玄社

初版　 函　状態経年並　角川書店

 函少痛有　状態経年並　　二玄社

函、別冊付、状態良　　立風書房

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

小野武雄　千葉山人　編著　初版　函

カバー、署名・イラスト入　宮城まり子

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

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

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

中西進・岸哲男・津田由伎子　写真　片岡敏男　カバー　毎日新聞社

　　初版　カバー　帯　　エーディーエー・エディタ・トーキョー

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

図説　日本民俗学全集　全八冊揃　　藤沢衛彦

白村江　敗戦始末記と薬師寺の謎　　鈴木治 カバー、帯、小日付印有　　学生社

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

51 写真集　日本の蒸気機関車 藤田弘基 函、カバー、第2刷　 光陽社出版部 1977 3500

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

53 武道宝鑑　復刻版 講談社編 函 講談社 昭50 5000

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

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

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

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

58 小豆島土庄大会 平2 3500

59 平和宗教名鑑　1950年版 昭 25 2000

60 昭62 6000

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

62 ふるさと・くがみ　良寛自筆歌集 解説　安田ゆき彦 昭49 4000

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

64 妙好人　清九郎物語 遠藤撮雄　　第4刷 昭55 1500

65 真宗聖典　　　　　　　第3版 昭57 2500

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

67 初版、函、状態良 淡交社 1983 2000

68 千利休とその周辺 杉本捷雄 初版、函 淡交社 昭 45 2500

69 近松の浄瑠璃 白倉一由 第2版　函 近代文芸社 1989 3000

70 1993 4000

71 2011 5000

72 1993 1000

73 函 朝日新聞社 昭 4 1500

74 第二朝日常識講座2　美術の話 坂崎坦　仲田勝之　 函 朝日新聞社 昭 4 1500

75 函 朝日新聞社 昭 4 1500

76 函 朝日新聞社 昭 5 1500

77 函 朝日新聞社 昭 5 1500

78 函 朝日新聞社 昭 5 1500

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

80 2017 1000

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

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

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

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

85 初版　 カバー 東京新聞出版局 1994 1500

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

87 昭56 1500

88 2004 1000

89 1989 1500

90 1989 1000

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

92 函 吉川弘文館 昭42 2000

93 昭42 1000

94 郵便取扱の図　複製　　14図 柴田真哉 折本布装仕立て　 2000

95 家康公の時計　　　落合偉洲著 2013 1500

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

97 　足心道本部 昭56 1000

98 　イザラ書房 1977 1000
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足心道による健体康心法　柴田家庭健康術　　柴田和通　　第41版　函

季刊　月の牙　春の陣　創刊準備号　特集・燃える黒髪　　　経年スレ有

第二朝日常識講座10　食糧問題講話　　下村宏

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

神田川 : よみがえれ東京の源流

定本　天理図書館の善本稀書　一古書肆の思い出　反町茂雄　函　帯少シミ　八木書店

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

昭和をとらえた写真家の眼 : 戦後写真の歩みをたどる　　松本徳彦　初版　朝日新聞社

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

光太夫の悲恋　大黒屋光太夫の研究　　亀井高孝

画文集　炭鉱に生きる　地の底の人生記録　　山本作兵衛　　初版　カバー　　講談社

郵政省逓信博物館

　　　初版　 カバー　 帯　著者署名・落款有　　平凡社

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

第三回全国潜れ切支丹研究大会　講演並各県代表発表要綱

石川県宗教連盟監修　平和宗教名鑑編纂委員会発行

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

函　　　　　　　　中央公論美術出版

 カバー　角印２箇所　鉾立光蓮寺

合成皮革ケース入り　本体美本　　　東本願寺出版部

第二朝日常識講座1　太平洋問題　　　米田實

第二朝日常識講座3　社会と新聞　　美土路昌一

『茶経』と我が国茶道の歴史的意義　　　千宗室

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

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

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

第二朝日常識講座7　最新科学の話　　石川六郎

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

100 男装従軍記　　　　永田美那子 昭7 10000

101 2011 3000

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

103 1977 1500

104 咸南名鑑 昭15 25000

105 北海道概況　昭和二十六年 昭27 1500

106 昭47 2000

107 一乗谷　朝倉史跡・伝説 青山作太郎 昭47 2500

108 ふるさと富山歴史館 　富山新聞社 2001 7000

109 日本海文化研究　　　　　　函 平1 2000

110 1994～2003 10000

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

112 平21 1500

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

114 初版　 函　 北国出版社 昭58 3000

115 昭61 3500

116 1988 2500

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

118 平10 5000

119 カバー　美本　 珠洲市役所 平16 2000

120 函　美本　 石川県門前町 平16 3000

121 函　美本　 石川県門前町 平17 5000

122 函　美本　 石川県門前町 平16 5000

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

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

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

126 函　美本　 七尾市役所 平16 5000

127 函　美本　 七尾市役所 平24 5000

128 函２ケ所小傷　美本　 七尾市役所 平15 5000

129 函　美本　 七尾市役所 平23 5000

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

131 カバー　美本　 石川県内浦町 平17 1500

132 函なし　状態良 内浦町役場 昭57 4000

133 カバー　美本 石川県鳥屋町 平17 1500

134 カバー　美本 石川県富来町 平17 1500

135 カバー　美本 石川県鹿西町 平17 1500

136 鹿西町史 鹿西町役場 平3 8500

137 初版、カバー 橋本確文堂 平11 2000

138 能登半島学術調査書　付図共 昭40 20000

139 2007 7000

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

141 内灘町史 函　美本　 石川県内灘町 昭57 6000

142 吉野谷村史　史料編　近現代 平16 3000

143 図説　吉野谷村の歴史 平16 4500

144 鶴来町史　完結篇 平23 4000

145 図説　川北町の風土と歴史 美本　 川北町役場 平11 1500

146 蝶屋の歴史　通史編 函　美本 石川県美川町 平16 4000

147 小松商工会議所50周年記念誌 平4 5000

初版　新書判　　細田武・山本武生

気候の語る日本の歴史　そしえて文庫4　　山本武夫　　　第3刷　カバー　記名有　　そしえて
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舳倉の鳥たち : 能登半島沖50km　　　橘映州

函、付図7種類揃函入共　付図・本体状態良　　石川県

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

函　美本　　石川県白山市鶴来支所

第2刷　 函　付録つき　美本　　石川県吉野谷村

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

　　初版　函なし　状態経年並上　朝鮮元山毎日新聞社

天・小口経年ヤケ有　　北海道開発局官房開発調査課

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

第3刷　 カバー　 帯　　毎日ワンズ

　初版　 函なし　背痛・経年やけ・小印有　日本評論社

鹿西町閉町記念誌　まほろばの郷

富来町閉町記念誌　さくら貝の詩が聞こえる

函　美本　　　　　石川県吉野谷村

函　正誤表付　美本　ゆうパックにて発送

富山県立山博物館　研究紀要　第1号～第10号揃

深井甚三, 米原寛 監修　　カバー　帯

日本海文化を考える富山シンポジウム実行委員会編　教育委員会

　　　　　　　　　富山県立山博物館

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

函　状態良　　　　小松商工会議所

図説　門前町の歴史　町制施行50周年記念

真宗大谷派　金沢別院史　下　史料編　　北西弘

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

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

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

珠洲のれきし　珠洲市制五十周年記念

新修　門前町史　資料編4　海運

新修　門前町史　資料編5　近現代

新修　七尾市史　12　造形文化編

新修　七尾市史 15 通史編 2 近世

新修　七尾市史　2　古代・中世編

新修　七尾市史　14　通史編1　原始・古代・中世

図説　内浦町史　ときの輝の中で

内浦町史　第二巻　資料編　近世・近現代・民俗

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

149 函　美本　 石川県小松市 平27 5000

150 函　美本　 石川県小松市 平20 5000

151 函　美本　 石川県小松市 平18 5000

152 函　美本　 石川県小松市 平16 5000

153 函　美本　 石川県小松市 平15 5000

154 函　美本　 石川県小松市 平22 4000

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

156 平12 2000

157 能登印刷出版部 1999 1500

158 平14 2500

159 加賀奇談考 西敏明 初版　 カバー　 文献出版 昭55 1000

160 昭63 1000

161 1988 1000

162 金沢市近江町市場史 　　　　　　初版　函 昭55 3000

163 平10 3500

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

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

166 白山 上杉喜寿 初版、カバー ビジョン北陸 昭61 4000

167 白山史料集　上巻 昭54 6000

168 白山 : 自然と文化 総合研究 北国新聞社 1992 8000

169 石川県林業史 平9 15000

170 平3 1500

171 九谷焼 : 産業と文化の歴史 矢ケ崎孝雄 1985 1500

172 初版 カバー　 北国出版社 昭49 8000

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

174 石川県写真史 昭55 2000

175 金沢市五郎島町史 平2 2000

176 増泉　春日神社誌 園崎善一編 平13 5000

177 金沢・常福寺歴史資料図録 平13 6000

178 平8 2000

179 昭57 15000

180 金沢　武蔵家おぼえ書 中村春江 昭54 5000

181 初版　 函少汚れ有　 　柏書房 1978 4000

182 金澤教会百年史 1981 3500

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

184 昭39-41 50000

185 昭56 7000

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

187 鏡花研究　第七号 平1 2500

188 室生犀星　ききがき抄 昭37 5000

189 室生犀星句集　魚眠洞全句 室生朝子編　再版 昭54 2500

190 龍書房 2000 1000

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

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

193 付録つき　美本　 北国出版社 昭62 2500

194 昭51 25000

195 平11 1000

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

一誠堂能瀬書店

　　　　函、日本海文化叢書第4巻　　石川県図書館協会

　　　　　　　　初版　 函　附図三枚つき　

　　函　美本　　　石川県山林協会

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

初版、カバー　　　日本経済評論社

手取川七ヶ用水誌　上下・附図揃 初版　函　　　　同用水土地改良区

函　献呈署名本　印有　　　私家版

若者組の研究　能登柴垣の若者組　　　天野武

　　　　　　　　　　函　　　日本基督教団金沢教会長老会

加賀象嵌職人　米沢弘安の人と作品　　田中喜男

〒920-0862　金沢市芳斉1-4-31

tel/fax 076-256-3630

nose@ishikawa.kosho.gr.jp

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

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

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

金沢町人の世界　金沢パフォーマンスの原像　　田中喜男　　初版　カバー　国書刊行会

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

　　　近江町市場商店街振興組合

新修　小松市史　資料編6　水運

新修　小松市史　資料編5　曳山　CD-ROMつき

図説　こまつの歴史　新修小松市史10

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

昔の十二ケ月 : 城下町金沢の年中行事　　　金沢市立玉川図書館編

新修　小松市史　資料編13　近世村方　DVDつき

新修　小松市史　資料編12　美術工芸　DVDつき

新修　小松市史　資料編8　幕領

新修　小松市史　資料編7　文芸

　　　　　　　　函欠　正誤表付　　　石川県営業写真協会

函　　　　　　　　金沢市五郎島町会

函　美本　五ヶ庄総鎮守春日神社

　　函、金沢市文化財紀要177　　　金沢市教育委員会

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

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

加越能文庫目録　上中下補遺　全4冊揃 状態良　　　　　　金沢市立図書館

金沢泉丘高等学校蔵善本解題目録 状態良　　県立金沢泉丘高等学校

状態良　　　　　　石川近代文学館

新保千代子　初版　 函改装　 帯なし　状態良　　角川書店

 函背経年スレ 帯　　北国出版社

室生犀星研究　第20輯　資料・表棹影の日記　　室生犀星学会　状態良

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

198 加賀百万石の母 　近代文藝社 1994 1500

199 大奥の宰相　古那局 野村昭子 2000 1000

200 平17 2000

201 平1 2000

202 　ＢＯＣ出版部 1993 1000

203 1998 1000

204 金沢北地域誌　香我の譜 昭58 2000

205 金沢北郊の変貌 昭37 2000

206 北国出版社 昭47 1500

207 昭60 1000

208 平2 1500

209 加賀國菊酒考　複製本 富田景周 昭43 15000

210 能登・加賀漂流物語 　北国新聞社 平10 1500

211 加賀城下町の言葉 　　能登印刷 1998 1000

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

213 日本ヒコーキ物語　北陸信越篇 　平木国夫 初版　 カバー　 帯　 　　冬樹社 1980 1500

214 石川の土木建築史 石川県土木部編 　状態良 石川県土木部 平1 4000

215 加賀藩主　前田斉泰　図録 平7 1500

216 加賀能登の合戦　上下揃 石林文吉 初版　 カバー　 北国出版社 昭56 2000

217 加賀騒動 : おもかげの譜 平12 2000

218 　一頁線引き有　 私家版 昭48 2000

219 昭42 5000

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

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

222 稿本　金澤市史　市街編第四 和田文次郎編 大9 5000

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

224 平11 15000

225 市史かなざわ　第1号・第2号 金沢市 平7・8 2000

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

227 南町のあゆみ 平17 4500

228 富樫郷土史 昭46 1500

229 石屋小路町史 迎四三雄編 初版　 カバー 石屋小路町会 昭48 1500

230 金沢百年 町名を辿る 読売新聞金沢総局 1990 1000

231 高儀町誌 高儀会編 　経年やけ　 金沢市高儀会 昭15 4000

232 平19 3000

233 緑地帯 林政武 昭16 2000

234 初版　 カバー　 帯　 　東都書房 昭34 1000

235 石川縣師範教育史 徳光八郎編 昭28 20000

236 1987 2500

237 イルクーツク州の日本人墓地 1993 2000

238 石川の戦後50年 初版　 函　美本 　北国新聞社 平7 5000

239 函、美本 　北國新聞社 平20 7000

240 初版、函、美本 　北國新聞社 2011 8000

一誠堂能瀬書店

函やけ　　　金沢大学明倫同窓会

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

　　　　　　初版　カバー　附図つき　　石川県ロシア協会

愛蔵版　ふるさと写真館　北國新聞創刊115年記念

ふるさときらめき館 : 石川・富山の文化財 : 愛蔵版

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

金沢市史編さん事務局編　　　美本

函　美本　金沢市南町通り商工会

北田八州治　　小口経年ヤケ・汚れ有　富樫農業協同組合

 カバー　少マーカー引　能登印刷

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

初版　　　　　　　　北國毎日新聞社

ズバリ直言　月ロケットは革命する　　　辻政信

　彩色絵入和装本　状態良　不明

佃和雄 　　　　初版　カバー　状態良

島田昌彦 　　　初版　カバー　状態良

状態良　　　石川県立歴史博物館

横山方子　初版　 カバー　マーカー引有　　能登印刷

創刊のこころ　金沢の戦後雑誌から　　　西田圀夫

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

印有　経年ヤケ並　　金澤市役所

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

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

〒920-0862　金沢市芳斉1-4-31

tel/fax 076-256-3630

nose@ishikawa.kosho.gr.jp

能登ぁいらんかね　ふるさとを語る　　　皆森禮子　初版　カバー　状態良

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

浅香年木監修　カバーヤケ　　金沢北ロータリークラブ

本岡三郎　 カバー　 帯　経年ヤケ有　　石川県図書館協会

能登守の弁　若林喜三郎随想集　　　　　　初版　カバー　状態良

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

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

野村昭子　　　初版　 カバー　署名本　

初版　 カバー　 帯　美本　叢文社


