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総目（辞典 辞書 索引 書目等）（338冊） 

番号 書    名 著者・出版社・版年・規格 
日－001 広辞苑 新村出 岩波書店 昭和42年 22 
日－002 模範学習国語大辞典 山岸徳平 高橋書店 昭和38年 19 
日－003 角川新字源 小川環樹 西田太一郎 赤塚忠 角川書店 昭和43年 19 
日－004 教育漢字 字源辞典 加藤常賢 好学社 昭和35年 19 
日－005 明解古語辞典 三省堂 三省堂 昭和34年 19 
日－006 旺文社古語辞典 旺文社 旺文社 昭和42年 19 
日－007 国文基本単語集 旺文社 旺文社 昭和26年 18 
日－008 総合国語漢文事典 今仁勝編 弘学社 1954年  20 
日－009 一語の辞典 天 平石直昭 三省堂 1996年 19 
日－010 用字便覧 安木茂 小桜書房 昭和61年 19 
日－011 大漢和辞典（巻1～巻12・索引） 諸橋轍次 大修館書店 昭和41年 23 
日－012 標準漢和大字典 藤井乙男 成象堂 昭和４年 20 
日－013 金文字典 日本書道資料株式会社 昭和49年 26 
日－014 新簡約英和辞典 岩崎民平 研究社 昭和31年 19 
日－015 新コンサイス英和辞典 三省堂 三省堂 昭和４年 16 
日－016 エッセンシャル英和辞典 旺文社 旺文社 昭和48年 19 
日－017 袖珍コンサイス和英辞典 石川林四郎 三省堂 昭和2年 19 
日－018 新約和英辞典 井上十吉 三省堂 1909年 19 
日－019 コンサイス仏和辞典 丸山順太郎 三省堂 昭和12年 19 
日－020 双解独和大辞典 片山正雄 東京・南江堂 昭和5年 19 
日－021 双解独和小辞典 片山正雄 東京・南江堂 昭和10年 19 
日－022 コンサイス独和辞典 山岸光宣 三省堂 昭和17年 19 
日－023 中日大辞典 愛知大学中日大辞典編纂処 本書刊行会 1968年 19 
日－024 岩波 中国語辞典 倉石武四郎 岩波書店 1963年 19 
日－025 井上ポケット中国語辞典 井上翠 文求堂書店 昭和12年 19 
日－026 日常の中国語会話辞典 松田和夫 日東書院 1988年 19 
日－027 現代哲学辞典 三木淸 日本評論社 昭和11年 23 
日－028 岩波哲学小辞典（増訂版） 伊藤吉之助 岩波書店 昭和13年 20 
日－029 中国思想辞典 日原利国 研文出版 1984年 23 
日－030 岩波西洋人名辞典 亀井高考 岩波書店 昭和7年 20 
日－031 支那人名辞書 難波常雄等編   支那人名辞書発行所  1926年  22 
日－032 近世漢学者伝記著作大事典 関儀一郎,関義直共編  井田書店  昭和18年 26 
日－033 支那歴代地名要覧 青山定男編 東方文化学院東京研究所  昭和8年 27  
日－034 仏書解説大辞典.（第1巻～ 

第12巻） 
小野玄妙編纂  大東出版社  1975年-1981年 27 

日－035 新版仏教哲学大辞典 創価学会教学部編  聖教新聞社  1985年 27  
日－036 織田仏教大辞典 織田得能 大蔵出版株式会社 昭和47年 23 
日－037 コンサイス仏教辞典 宇井伯寿 東成出版社 昭和28年 19 
日－038 日蓮正宗教学小辞典 創価学会教学部 創価学会 昭和47年 19 
日－039 歎異抄事典 谷川理宣・土井順一・林智康・林信康 柏書房  

1992年 23 
日－040 宋詩鑑賞辞典 前野直彬 東京堂出版 昭和52年 20 
日－041 明治屋食品辞典 酒類篇 明治屋本社宣伝課 明治屋 1953年 19 
日－042 近世古文書解読字典 若尾俊平･浅見恵･西口雅子 柏書房 1972年 19 
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番号 書    名 著者・出版社・版年・規格 
日－043 鉄道用語辞典 大阪鉄道局編 博文館 昭和10年  27   
日－044 科学の事典 （第2版） 岩波書店辞典編集部編 岩波書店 1985年 27 
日－045 郷土史事典大分県 藤原正教編  昌平社  1980年 20 
日－046 歴史おもしろシリーズ  

春日局おもしろ事典 
左方郁子 新人物往来社 1988年 19 

日－047 中国名勝旧跡事典（第1巻～ 
第5巻）5冊   

中国国家文物事業管理局編  鈴木博訳 ぺりかん社   
1986年 20   

日－048 日本歴代天皇大鑑 政府官公資料頒布会 1995年 27   
日－049 国民常識教養百科 

（朝日常識百科） 
塩田勝 朝日通信社 昭和49年 19 

日－050 新聞語辞典 朝日新聞社編 朝日新聞社 昭和27年 19 
日－051 朝日新聞の用語の手びき 朝日新聞社編 朝日新聞社 1982年 19 
日－052 哲学年鑑（第１輯 昭和17年版） 白井二尚他 靖文社 昭和18年 18 
日－053 哲学年鑑（第２輯 昭和18年版） 白井二尚他 靖文社 昭和19年 18 
日－054 日本三代実録索引 

（第2巻～第4巻）3冊 
大野達之助 吉川弘文館 昭和47年 24 

日－055 六国史索引（第1）日本書紀索引 六国史索引編集部編 吉川弘文館 1969年 23 
日－056 群書索引・廣文庫 物集高見･物集高量 名著普及会 昭和51年 21 
日－057 経義考撰著者索引 佐野公治･杉山寛行 采華書林 1977年 25 
日－058 大戴禮索引 鈴木隆一 大安 1967年 21 
日－059 詩経一句索引 柏樹舎同人 大東文化協会 昭和6年 20 
日－060 周易参同契索引・黄帝陰符経索引 北原峰樹･杉田茂夫 北九州中国書店  

1988年 25 
日－061 墨子引得 東方学研究日本委員会 1961年 26 
日－062 毛詩引得 東方学研究日本委員会 1962年 26 
日－063 左伝人名地名索引 重澤俊郎・佐藤匡玄編 弘文堂 昭和10年 19 
日－064 二程遺書索引（二程全書索引之１） 九州大学中国哲学研究室（私家版） 昭和48年 25 
日－065 二程外書粋言索引 

（二程全書索引之２） 
九州大学中国哲学研究室（私家版） 昭和49年 25 

日－066 二程全書・二程全書索引（上下）2冊 九州大学中国哲学研究室編 中文 27 
日－067 朱子文集固有名詞索引 東京大学朱子研究会 東豊書店 1980年 25 
日－068 塩鉄論索引 伊東倫厚等編 東豊書店 昭和63年 27 
日－069 白虎通索引 伊東倫厚等編 東豊書店 昭和54年 27 
日－070 伝習録索引 九州大学中国哲学研究室（私家版） 昭和52年 25 
日－071 宋元学案 宋元学案補遺人名字号別名

索引 
衣川強編  京都大学人文科学研究所 1974 27 

日－072 宋元学案人名索引 東京帝大文学部支那哲文学研究室読経会編 関書院  
昭和10年 19 

日－073 史記研究的資料和論文索引 中国科学院歴史研究所 科学出版社 1957年 25 
日－074 宋史職官志索引 佐伯富 東洋史研究会 昭和38年 23 
日－075 宋人傳記索引 宋史提要編纂協力委員会 東洋文庫  

1968年 25 
日－076 後漢書語彙集成（上中下）3冊 藤田至善編  京都大学人文科学研究所  

1960年―1962年 27 
日－077 金史語彙集成（上中下）3冊 小野川秀美 京都大学人文科学研究所 昭和36年 27 
日－078 遼史索引 若城久治郎 東方文化学院京都研究所 昭和12年 27 
日－079 遼金元人傳記索 梅原郁･衣川強 京都大学人文科学研究所 1972年 27 
日－080 明史職官志索引稿 京都大学人文科学研究所 歴史研究室 1972年 25 
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番号 書    名 著者・出版社・版年・規格 
日－081 資治通鑑索引 佐伯富 東洋史研究会  1961年 21 
日－082 資治通鑑胡注地名索引 

 
荒木敏一 米田賢次郎 京都大学人文科学研究所 
1967年 21 

日－083 元典章索引稿３篇 京都大学人文科学研究所 元典章研究班 1961年 25 
日－084 元典章索引稿４篇 京都大学人文科学研究所 元典章研究班 1961年 25 
日－085 元典章索引稿続編 京都大学人文科学研究所 元典章研究班 1957年 25 
日－086 冊府元亀奉使部外臣部索引 宇都宮淸吉･内藤戊申 東方文化研究所 昭和13年 25 
日－087 国語索引 鈴木隆一 東方文化学院京都研究所 昭和9年 26 
日－088 東京夢華録 夢梁録等語彙索引 梅原郁 京都大学人文科学研究所 昭和54年 23 
日－089 華陽国志人名索引  

附華陽国志民族関係語彙索引 
谷口房男編 国書刊行会 昭和56年 

日－090 中国高僧伝索引 
（第1巻 梁高僧伝索引） 

牧田諦亮編 平楽寺書店  1972年 22  

日－091 唐高僧伝索引（上中下）3冊 牧田諦亮等編 平楽寺書店 中華民国75年 22 
日－092 三十三種清代伝記綜合引得 東方学研究日本委員会 1960年 26 
日－093 明佛論索引 

 
京都大学人文科学研究所中世思想史研究班  
1963年 25 

日－094 理惑論索引 京都大学人文科学研究所弘明集の研究班 1966年 25 
日－095 理惑論索引 

 
京都大学人文科学研究所弘明集の研究班 私家版  
1966年 25 

日－096 大乗大義章索引・慧遠文集索引 島田虔次 私家版 25 
日－097 慧遠文集本文 私家版 25 
日－098 弘明集索引 北原峰樹編 北九州中国書店  1992年 26  
日－099 浄土論註総索引 編集:真宗教学研究所  東本願寺出版部  1972年  26 
日－100 法言索引 志村治･福田忍編 東豊書店  1992年 27 
日－101 摩訶止観一字索引 山田和夫編 第三文明社 1985年 27 
日－102 法華経一字索引 付:開結二経 東洋哲学研究所編  東洋哲学研究所 1977年 27 
日－103 維摩経・勝鬘経一字索引 東洋哲学研究所編 東洋哲学研究所 1979年 27 
日－104 真誥索引 麦谷邦夫編 京都大学人文科学研究所 1991年 31 
日－105 淨住子淨行法門語彙索引稿 吉川忠夫 私家版 25 
日－106 智慧消魔真経索引稿   
日－107 祖堂集索引（上中下）3冊 柳田聖山 京都大学人文科学研究所 1980年-1984年 25 
日－108 明正統本道蔵書名字畫索引 京都女子大学図書館 大安 昭和40年 19 
日－109 道教義枢語彙索引 中嶋隆藏 私家版 1980年 25 
日－110 老子王弼注索引 北原峰樹 北九州中国書店 1987年 25 
日－111 老子想爾注索引 麦谷邦夫 朋友書店 1985年 25 
日－112 列子張湛注索引 北原峰樹 北九州中国書店 1988年 25 
日－113 列子索引 山口義男 武庫川女子大学中国文学研究室 1960年 25 
日－114 荘子郭象注索引 北原峰樹 北九州中国書店 1990年 25 
日－115 太上洞淵神呪経語彙索引 山田利明,遊佐昇共編  松雲堂書店  1984年 27 
日－116 百子全書人名索引 東北大学支那学研究室 私家版 1952年 25 
日－117 百子全書索引 東北大学支那学研究室 私家版 1953年 25 
日－118 中国随筆索引 京都大学東洋史研究会 思文閣 1972年 23 
日－119 中国随筆雑著索引 佐伯富 東洋史研究会 1960年 23 
日－120 全上古三代秦漢三国六朝文篇名目録

及作者索引（影印） 
中華書局 大安 1968年 27 

日－121 楚辞索引 竹治貞夫 徳島大学学芸学部漢文学研究室 1964年 25 
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番号 書    名 著者・出版社・版年・規格 
日－122 楚辞索引・楚辞補注 竹治貞夫 中文出版社 1972年 27 
日－123 淮南子索引 鈴木隆一 京都大学人文科学研究所 1974年 30 
日－124 論衡固有名詞索引 

 附宮中庁書陵部蔵宋本校勘記 
山田勝美等 大東文化研究所 昭和36年 25 

日－125 六朝古小説語彙集 森野繁夫･藤井守 中国中世文学研究会 昭和54年 21 
日－126 文心彫龍索引 岡村繁 采華書林 1982年 25 
日－127 謝霊運詩索引 小西昇 中国書店 昭和56年 25 
日－128 謝霊運詩索引 興膳宏 京都大学中国文学会 昭和56年 25 
日－129 世説新語索引 高橋清 広島大学文学部中国文学研究室 1959年 25 
日－130 嵆康集“文章”索引 松浦崇 中国書店 1981年 25 
日－131 漢詩索引稿（王朝時代の漢詩総集 

「日本詩紀」の索引） 
矢島玄亮 東北大学附属図書館 昭和40年 25 

日－132 唐代研究のしおり特集 第１ 
文選索引第１冊 

斯波六郎 京都大学人文科学研究所 1957年 25 

日－133 
 

唐代研究のしおり特集 第２  
文選索引第２冊 

斯波六郎 京都大学人文科学研究所 1958年 25 

日－134 
 

唐代研究のしおり特集 第３ 
文選索引第３冊 

斯波六郎 京都大学人文科学研究所 1957年 25 

日－135 
 

唐代研究のしおり特集 第４  
文選索引第４冊 附録 

斯波六郎 京都大学人文科学研究所 1957年 25 

日－136 
 

唐代研究のしおり第５ 
長安と洛陽索引 

平岡武夫･今井清 京都大学人文科学 
研究所索引編集委員会 昭和31年 27 

日－137 
 

唐代研究のしおり第６ 
長安と洛陽史料 

平岡武夫 京都大学人文科学 
研究所索引編集委員会 昭和31年 27 

日－138 
 

唐代研究のしおり第７ 
長安と洛陽地図 

平岡武夫 京都大学人文科学 
研究所索引編集委員会 昭和31年 27 

日－139 唐宋詞選五種綜合引得  
初稿（油引）   

白井楽山 私家版 昭和42年 25 

日－140 日王維詩索引 京都大学中国語学中国文学研究室 采華書林  
1978年 25 

日－141 李白歌詩索引 花房英樹 京都大学人文科学研究所 1957年 25 
日－142 温庭筠歌詩索引 岩間啓二 朋友書店 1977年 25 
日－143 韓詩外傳索引 豊嶋睦 比治山女子短期大学 昭和47年 25 
日－144 韓愈歌詩索引 花房英樹 京都府立大学人文学社 1964年 25 
日－145 杜牧詩索引 山内春夫 彙文堂 1972年 27 
日－146 白氏文集歌詩索引（上中下）3冊 平岡武夫･今井淸 同朋舎 1989年 30 
日－147 花間集索引青山宏 東京大学東洋文化研究所附属東洋学文献センター  

昭和48年 21  
日－148 李義山文索引 荒井健 京都大学人文科学研究所 昭和59年 30 
日－149 芸文類聚引書索引 中津浜渉編 中文出版社 1974年 21 
日－150 北堂書鈔引書索引 山田秀雄 采華書林 1973年 25 
日－151 宋代文集索引 佐伯富 東洋史研究会 1970年 23 
日－152 蘇東坡全集索引 佐伯富 彙文堂書店 昭和33年 21 
日－153 初学記引書引得 中津濱渉 私家版 1973年 25 
日－154 皇明文海索引稿 京都大学人文科学研究所 歴史研究室 1961年 25    

日－155 
 

佩文斎書画譜（書家伝）人名索引稿 神谷葵水･岡本白涛･日原利国 愛知教育大学東洋学研究会  
1966年 25 

日－156 魯迅全集注釈索引 丸山昇 東京大学東洋文化研究所附属東洋学文献センター  
昭和46年  21 

日－157 魯迅文言語彙索引 丸尾常喜･野沢俊敬･大谷通順･山下紀久枝 東京大学東洋
文化研究所附属東洋学文献センター  昭和56年 21 
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番号 書    名 著者・出版社・版年・規格 
日－158 民報索引（上下）2冊 小野川秀美 京都大学人文科学研究所  

昭和45年-昭和47年 25 
日－159 コミンテルン定期刊行物 中国関係論説・記事索引 東京大学東洋文化研究所附属

東洋学文献センター 昭和56年 21 
日－160 『景徳伝灯録』(第29･30巻)索引稿 1980年3月 
日－161 東京大学東洋文化研究所漢籍分類目 

録書名･人名索引 京都大学人文科学
研究所漢籍分類目録書名･人名通検合
併 四角號碼験検字表  

東京大学東洋文化研究所附属東洋学文献センター刊行委員
会 昭和52年 25 

日－162 京都大学人文科学研究所蔵 
甲骨文字索引 

貝塚茂樹  京都大学人文科学研究所 1968年 25 

日－163 切韻残巻諸本補正 上田正 東京大学東洋文化研究所附属東洋学文献センタ 
昭和48年 21  

日－164 目録学  倉石武四郎述(東洋学文献センター叢刊影印版 1) 
汲古書院 1979年 22 

日－165 図書分類目録 昭和12年版 東京出版協会 東京出版協会 昭和12年 18 
日－166 図書分類目録 昭和13年版 東京出版協会 東京出版協会 昭和13年 18 
日－167 目録学 

 
倉石武四郎 東京大学東洋文化研究所附属東洋学文献セン
ター 昭和48年 21 

日－168 東京大学文学部印度哲学研究室所蔵 
和漢古書仮目録   

東京大学文学部印度哲学研究室 昭和55年 25 

日－169 東京大学文学部中国哲学中国文学 
研究室蔵書目録坿書名人名通検   

東京大学文学部 1965年 27 

日－170 東京大学東洋文化研究所漢籍 
分類目録（上中下）3冊 

東京大学東洋文化研究所  1973年 27 

日－171 東京大学東洋文化研究所漢籍 
分類目録書名索引 

東京大学東洋文化研究所 1975年 27 

日－172 東京大学東洋文化研究所漢籍 
分類目録人名索引 

東京大学東洋文化研究所 1975年 27 

日－173 東京大学東洋文化研究所蔵 
雙紅堂文庫分類目録 

澤規矩也 東京大学東洋文化研究所 昭和36年 19 

日－174 東京大学東洋文化研究所大木文庫 
分類目録 

1959年 21 

日－175 東方文化研究所漢籍分類目録 東方文化研究所  1943年  27  
日－176 東方文化研究所漢籍分類目録 

書名人名通検 
東方文化研究所  1943年 26 

日－177 京都大学人文科学研究所漢籍目録 京都大学人文科学研究所 同朋舎 昭和56年 21 
日－178 京都大学人文科学研究所漢籍目録 

（上下）2冊 
京都大学人文科学研究所  1979年-1980年 27  

日－179 京都大学人文科学研究所蔵書目録 
（東方部和洋書） 

京都大学人文科学研究所 昭和36年 25 

日－180 京都大学人文科学研究所村本 
文庫目録 

1949年 25 

日－181 京都大学人文科学研究所和漢図書目 
録(昭和14年12月－昭和25年3月)

京都大学人文科学研究所 昭和48年 25 

日－182 東北大学附属図書館別置本目録 
（増訂稿） 

東北大学附属図書館 昭和37年 25 

日－183 奈良大学図書館所蔵小野川文庫 
漢籍目録稿             

奈良大学図書館 平成元年 20 

日－184 大阪府立図書館蔵漢籍目録叢書之部 大阪府立図書館 昭和39年 25 
日－185 大阪府立図書館蔵漢籍目録四部之部 大阪府立図書館 昭和41年 25 
日－186 大阪府立図書館蔵漢籍目録新学部補 

遺書名索引 
大阪府立図書館 昭和42年 25 
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番号 書    名 著者・出版社・版年・規格 
日－187 関西大学泊園文庫蔵書書目 壺井義正 関西大学出版部 昭和33年 21 
日－188 関西大学泊園文庫蔵書書目索引之部 壺井義正 関西大学出版部 昭和35年 21 
日－189 関西大学所蔵増田渉文庫目録 関西大学図書館 昭和58年 25 
日－190 長崎大学附属図書館経済学部分館 

漢籍分類目録・熊本大学附属図書館
落合文庫漢籍分類目録  

東京大学東洋文化研究所附属文献センター  
昭和55年 25 

日－191 漢籍目録 愛知学芸大学附属図書館名古屋分館 昭和40年 25 
日－192 漢籍叢書所在目録 東洋学文献センター連絡協議会 東洋文庫 1965年 25 
日－193 国立民族学博物館蔵青木文庫将来 

チベット民族資料目録（国立民族 
学博物館研究報告別冊） 

1983年第1号 26 

日－194 愛知県第一師範学校所蔵古本目録 愛知第一師範学校郷土資料調査部 愛知教育第539号 23 
日－195 神宮文庫漢籍善本解題 長沢規矩也編輯  神宮司庁  1973年  25   
日－196 米澤市制 70 年記念･市立米澤図書館

善本解題附興譲館舊蔵館和漢書目録 
吉池慶太郎 市立米澤図書館 昭和33年 25 

日－197 蓬左文庫漢籍目録 
 

名古屋市教育委員会 名古屋市教育委員会 昭和30年 24 

日－198 名古屋市蓬左文庫善本解題図録 
（第２輯） 

名古屋市蓬左文庫 名古屋市教育委員会 昭和43年 21 

日－199 古義堂文庫目録 
天理図書館叢書（第21輯） 

天理図書館 天理大学出版部 昭和31年 25 

日－200 懐徳堂文庫図書目録 大阪大学文学部 昭和51年 25 
日－201 明倫館御蔵書目録根帳･洞春寺書簿 山口大学人文学部漢籍調査班 昭和57年 25 
日－202 岡藩由学館典籍等目録 竹田市立図書館 平成４年 25 
日－203 耶馬溪文庫蔵書目録（和漢古典部） 耶馬溪風物館 耶馬溪風物館 昭和51年 25 
日－204 新収図書目録（昭和41年度） 

 
東京大学東洋文化研究所附属東洋学文献センター  
昭和43年 21 

日－205 新収図書目録（昭和42･43年度）  
2冊               

東京大学東洋文化研究所附属 東洋学文献センター 
昭和45年 21 

日－206 貴重図書目録和漢書（登記順） 東京大学附属図書館 昭和12年 29 
日－207 御蔵本目録（尚侯爵家） 

１・２・３・４・５ 
法政大学沖縄文化研究所 昭和58年 25 

日－208 平田篤胤の著述目録 研究と覆刻 谷省吾著  皇學院大學出版部  1976年  22 
日－209 新城目録漢籍目録 竹内晋･新城英太郎 昭和16年 25 
日－210 梧竹目録 徳島県立図書館 徳島県立図書館 昭和39年 20 
日－211 
 

鈴木文庫目録続編 
 

京都大学文学部中国語･中国文化･中国哲学史研究室  
京都大学文学部図書館 昭和43年 23 

日－212 
 

松本文庫目録 
 

京都大学人文科学研究所 京都大学人文科学研究所  
昭和27年 24 

日－213 
 

君山先生蔵書目録 
 

倉田淳之助･近藤光男 京都大学人文科学研究所  
昭和28年 23 

日－214 内藤文庫目録 京都大学人文科学研究所 昭和27年 19 
日－215 
 

内藤文庫漢籍古刊古鈔目録 
 

関西大学内藤文庫調査特別委員会 関西大学図書館  
昭和61年 25 

日－216 
 

内藤文庫リスト№１ 
 

関西大学内藤文庫調査特別委員会 関西大学図書館  
平成元年 25 

日－217 
 

内藤文庫リスト№１ 
 

関西大学内藤文庫調査特別委員会 関西大学図書館  
平成3年 25 

日－218 新修恭仁山荘善本書影 杏雨書屋編 臨川書店 昭和60年 25 
日－219 新修恭仁山荘善本書影 杏雨書屋編 武田科学振興財団  1985年 27 
日－220 西田幾多郎全蔵書目録 山下正男 京都大学人文科学研究所 昭和58年 25 
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番号 書    名 著者・出版社・版年・規格 
日－221 狩野文庫概説 東北帝国大学附属図書館 東北帝国大学附属図書館  

昭和12年 21 
日－222 水野清一先生寄贈論文内容目録 大橋美知子 同志社大学文学部文化学科考古学研究室

1979年 19 
日－223 梅棹忠夫著作目録 梅棹忠夫編  梅棹忠夫 1979年 21 
日－224 日本左傳研究著述年表並分類目録 上野賢知著 無窮会東洋文化研究所 1957 20 
日－225 日本現存清人文集目録 西村元照 東洋史研究会 1972年 25 
日－226 日本現存明人文集目録 山根幸夫,小川尚編   大安  1966年  25 
日－227 元明清代思想研究文献目録 編輯広常人世等 広常人世  1967年 25  
日－228 知日家関係文献目録 広島大学教育社会学研究室  1983年  26 
日－229 日本における孫文関係著作・論文目

録  
孫文研究会 1985年 26 

日－230 孫中山記念館展示準備資料・文献目
録  

孫文研究会 1984年 26 

日－231 日本文・中国文・朝鮮文等 
逐次刊行物目録 

東洋学文献センター連絡協議会編 東洋文庫 1964年 26 

日－232 四庫全書総目提要訳注 
集部唐詩人別集十一種） 

近藤淳充男 近藤光男発行 昭和52年 25 

日－233 四庫全書総目提要叙訳注 集部 土曜談話会四庫全書総目叙編集委員会 土曜座談会  
昭和47年 23 

日－234 四庫全書総目提要叙訳注 経部 土曜談話会四庫全書総目叙編集委員会 土曜座談会  
昭和47年 23 

日－235 四庫全書総目提要叙訳注 史部 土曜談話会四庫全書総目叙編集委員会 土曜座談会  
昭和48年 23 

日－236 四庫全書総目提要叙訳注 子部 土曜談話会四庫全書総目叙編集委員会 土曜座談会  
昭和48年 23 

日－237 四庫提要訳注 集一 土曜座談会 昭和41年 23 
日－238 四庫提要訳注 史一 土曜座談会 昭和42年 23  
日－239 敦煌道経目録 大淵忍爾 法蔵館  1960年  27  
日－240 敦煌出土文学文献分類目録―スタ 

イン本・ペリオ本―西域出土漢文文
献分類目録Ⅳ 

金岡照光 東洋文庫 昭和46年 25 

日－241 敦煌変文集口語語彙索引 入矢義高自家製版 25 
日－242 スタイン將來大英博物館蔵 

敦煌文献分類目録（道教之部）  
吉岡義豊 東洋文庫  
1969年 21 

日－243 中国本土地図目録 国立国会図書館 
及び東洋文庫所蔵資料  

西村庚 極東書店 昭和42年 25 

日－244 中国地方紙連合目録 東洋学文献センター連絡協議会岩井大慧 東洋文庫  
昭和40年 25 

日－245 米国議会図書館善本書影 
日本見在書目  

萩原淳平･間野潜龍 財団法人東方学会 1959年 19 

日－246 文選研究論著目録 
 

牧角悦子 九州大学文学部中国文学研究室文選学史研究会
1986年 25 

日－247 
 

明刊元雑劇西廂記目録 
 

傅田章 九州大学文学部中国文学研究室文選学史研究会  
昭和45年 21 

日－248 皇明文海目録 京都大学人文科学研究所 歴史研究室 1961年 25 
日－249 明代文集（景照本）目録稿 

 
京都大学人文科学研究所附属東洋学文献センター  
昭和45年 25 

日－250 李大釗文献目録付選集末収集資料 
 

丸山松幸･斉藤道彦 京都大学人文科学研究所附属東洋学 
文献センター昭和45年 21 

日－251 小説月報（1920－1931）総目録 
 

佐伯慶子･南雲智 京都大学人文科学研究所附属東洋学 
文献センター 昭和55年 21 
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番号 書    名 著者・出版社・版年・規格 
日－252 
 

1930年代中国文芸雑誌（1） 
 

尾上兼英 京都大学人文科学研究所附属東洋学文献センタ
ー 昭和46年 21 

日－253 周楊著訳論文・周楊批判文献目録 
 

丸山昇 東京大学東洋文化研究所附属東洋学文献センター
昭和44年 21 

日－254 欧文図書目録 京都帝国大学人文科学研究所 昭和19年 21 
日－255 
 

日本関係欧文図書総覧 
―1950年以前刊行分―  

横山俊夫 京都大学人文科学研究所 
1986年 25 

日－256 近畿地方国宝・重要文化財総合目録 財団法人京都府文化財保護基金昭和48年 20 
日－257 
 

大蔵会展観目録 
: 自第一回至第五十回  大蔵会編 

文華堂書店  1981年 27 
 

日－258 
 

和漢研譜 
 

日本書道教育学会創立四十周年記念事業委員会編  日本書
道教育学会創立四十周年記念事業委員会 1990年 27 

日－259 再訂支那学入門書略解 長澤規矩 文求堂書店 昭和9年 19 
日－260 
 

朝鮮研究文献目録（1868－1945） 
論文・記事篇（ⅠⅡⅢ）3冊 

末松保和 東京大学東洋文化研究所附属東洋学文献セン
ター 昭和47年 21 

日－261 
 

朝鮮研究文献目録（1868－1945） 
単行書篇（上中下）3冊  

末松保和 昭和45年 21 
 

日－262 
 

朝鮮研究文献目録（1868－1945） 
単行書篇・篇著者名索引  

末松保和 昭和45年 21 
 

日－263 日本漢字年表表 斯文会 大修館書店 昭和52年   24 
日－264 模範 最新世界年表 三省堂 三省堂 昭和10年 19 
日－265 増補訂正 日本讀史年表 大森金五郎 日用書房 昭和3年 19 
日－266 
 

宋代史年表（北宋） 
 

宋史提要編纂協力委員会青山定雄 東洋文庫  
1967年 27 

日－267 毛沢東著作年表（上巻）年表篇 京都大学人文科学研究所  1980年-1981年  27   
日－268 毛沢東著作年表（下巻）語彙索引篇 京都大学人文科学研究所  1980年-1981年  27 
日－269 
 

矢野主税撰 魏晋百官世系表 
（第一分冊） 

長崎大学史学会  長崎大学史学会 
昭和35年 25 

日－270 
 

矢野主税撰 魏晋百官世系 
（第二分冊） 

長崎大学史学会 長崎大学史学会  
昭和35年 25 

日－271 
 

家族問題文献集成―戦後家族問題 
研究の歩み― 

太田武男他 京都大学人文科学研究所 
1970年 25 

日－272 家族問題文献集成―欧文編― 太田武男他 京都大学人文科学研究所 1972年 25 
日－273 先秦官職資料 

 
江頭廣 佐賀大学教育学部国語国文学会  
昭和52年 22 

日－274 
 

仁井田博士陞輯 北京工商ギルド 
資料集（1－6）6冊 

東京大学東洋文化研究所附属東洋学文献センター  
1975年 21 

日－275 
 

清代地方劇資料集（一）華北篇 
 

田中一成 東京大学東洋文化研究所附属東洋学 
文献センター 昭和43年 21 

日－276 
 

清代地方劇資料集（二）華中 
・華南篇 

東京大学東洋文化研究所附属東洋学文献センター 
昭和43年 21 

日－277 李白の作品 資料 平岡武夫 京都大学人文科学研究所 1958年 25 
日－278 
 

郁達夫資料 
 

伊藤虎丸･稲葉昭二･鈴木正夫 京都大学人文科学研究所  
昭和44年 21 

日－279 郁達夫資料補篇（上下）2冊 
 

伊藤虎丸･稲葉昭二･鈴木正夫 京都大学人文科学研究所  
昭和48年 21 

日－280 
 

京大学生新聞第 51号―第100号 
（縮刷版2） 

京大学生新聞会 
昭和56年 30 

日－281 
 

関西大学通信 第 101 号―第 150 号
（縮刷版） 

関西大学広報委員会 
昭和60年 30 

日－282 北東アジア知識人会議報告書 日本経済調査協議会 1982年 21 
日－283 大分県人名録  メディア開発編 大分合同新聞社  1993年  27   
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福永手づくり索引・目録（計80冊） 

番号 書    名 著者・出版社・版年・規格 
日－284 『古事類苑』総目録  
日－285 『古事類苑』索引（上）  
日－286 『古事類苑』目録（中）  
日－287 『古事類苑』目録（下）  
日－288 周禮引得 附注疏引書引得  
日－289 周易参同契索引 正統道蔵（新文豊出版）「周易参同契注」 
日－290 周易繋辞傳（鉄琴銅剣楼蔵宋刊本）索引  
日－291 春秋左氏傅捷覽  
日－292 『論語集解義疏』所引諸家訓説索引 愛知学芸大学東洋学研究室 

（昭和三十四年三月編） 
日－293 朱子語類索引 中文出版編輯部  
日－294 論衡事類索引  
日－295 六典所掲開元職員一覧表     
日－296 北宋樂史撰 太平寰宇記引用書目  
日－297 金元傳記資料索引  
日－298 戦国策人名索引（戦国策正解本）  
日－299 梁廷燦纂 歴代名人生卒年表索引  
日－300 登科記考・唐尚書省部官石柱題名考・ 

唐御史台精舎題名考 索引第一 
 
 

日－301 建康歴史圖(朱偰金陵古墳圖考附圖)  
日－302 後漢官制 伊藤長胤撰  
日－303 水経注引得（全3冊）    
日－304 覽便邑縣國郡漢後(引策・坿)  
日－305 
 

十子人名索引（浙江書局二十二子本） 
 

列子、荘子、管子、商君子、韓非子、墨子、荀
子、尸子、呂氏春秋、淮南子 

日－306 無量壽二經巻 曹魏 康僧鎧訳  
(大正蔵巻十二所収) 

 
 

日－307 観無量壽經一巻 宋畺良耶舎訳  
(大正蔵巻十二所収) 

 
 

日－308 阿弥陀一經巻 鳩摩羅什訳  
(大正蔵巻十二所収) 

 
 

日－309 浄土三部經索引  
日－310 奉法要索引  
日－311 『真語』書名（含道術名）索引  
日－312 『真語』人名索引 （「学津討源本」本文并注文） 
日－313 『真語』地名索引 （「学津討源本」本文并注文） 
日－314 『真誥』一字索引（暫定版） 麦谷邦夫編  
日－315 大正蔵經涅槃部索引（巻12）  
日－316 二教論索引稿  
日－317 高僧傅語彙索引  
日－318 六朝寺廟要覧（梁高僧傳）  
日－319 二教諭索引稿   
日－320 大正蔵經萃厳部索引(巻９・巻１0)  
日－321 弘明集・廣弘明集 作者別索引稿  



番号 書    名 著者・出版社・版年・規格 
日－322 梁高僧傳俗人名索引  
日－323 道蔵・続道蔵総目次  
日－324 道蔵挙要目録  
日－325 老子王弼注索引  
日－326 老子目録「未定稿」  
日－327 列子張湛注索引  
日－328 荘子郭象注（内篇）索引  
日－329 抱朴子暇＋足覧篇所載道経  
日－330 抱朴子『真誥』所引道書対照表  
日－331 
 

抱朴子（正統道蔵本）與「真誥」 
（学津討源本）所引道書対照表（1992年 
10月28日プリント 北九州大学大学院） 

 
 

日－332 郭象荘子注（Ⅰ）（手書き）  
日－333 郭象荘子注（Ⅱ） 張湛列子注（全） 

（手書き） 
 
 

日－334 図書寮漢籍善本書目(子部・集部) 
道蔵経(子部巻末)(佐伯毛利家献上本) 

 
 

日－335 『無上秘要』所引「道書」總索引  
日－336 
 

『無上秘要』（『道蔵』太平部所収）内容一覧
（附）百巻中、存 68 巻所引道書総索引 『無上
秘要』所引「道書」と『道蔵』収載本との対照 

 
 

日－337 雲笈七籖總目録  
日－338 雲笈七籤内容細目   
日－339 周氏冥通記一字索引（暫定版） 麦谷邦夫編  
日－340 『全上古三代秦漢三国晋文』中の「賦」 

 
愛知学芸大学東洋学研究室編 
（昭和34年３月） 

日－341 『全上古三代秦漢三国晋文』中の「論」 
 

愛知学芸大学東洋学研究室編 
（昭和34年３月） 

日－342 文選作者別索引  
日－343 文選作者別索引 （五十音図順） 

（）内数字は巻数を示す。 
 
 

日－344 世説新語（本文及び注）に見える諸姓婚姻関係 
（拠思賢講舎本） 

 
 

日－345 遊仙窟索引 付 慶安五年刊「遊仙窟」。  
日－346 文苑英華作者別索引    
日－347 藝文類聚 内典部語彙検索 昭和 54 年 12 月稿

(作製者訂正用) 
 
 

日－348 藝文類聚 内典部語彙索引 昭和55年１月稿  
日－349 世説新語人名表官職名表 福永コピー装丁本 22 
日－350 漢代画象全集 初編 総目 パリ大学北京漢学研究所編 
日－351 漢代画象全集 ２編 総目 パリ大学北京漢学研究所編 
日－352 「睡虎地秦墓竹簡」索引  
日－353 説文解字引群書考  
日－354 和刻本漢籍目録(学書言志軒蔵書目録)  
日－355 阿川文庫目録朝鮮本  
日－356 六朝隋唐政権研究便覧稿 

（昭和元年―昭和31年） 
1958年 砺波護主編 

日－357 唐代史研究文献類目 中谷英雄編 昭和31年 宮崎研究室 
日－358 唐代史研究文献類目(２)  
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番号 書    名 著者・出版社・版年・規格 
日－359 「中国政治思想と社会政策」 

研究文献目録[隋唐]期 
 

日－360 ＷＡＳＥＤＡ ＵＮＩＶＥＲＳＩＴＹ ＬＩＢ
ＲＡＲＹ ＴＯＫＹＯ，ＪＡＰＡＮ(索引書索
引) 
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団体史、学校史、出版社史（計32冊） 

番号 書    名 著者・出版社・版年・規格 
日－361 団東京帝国大学五十年史（上下）2冊 東京帝国大学 昭和7年 22 
日－362 東京大学の百年 1877-1977 編集委員会編  東京大学出版会  1977年 27  
日－363 東京大学百年史文学部 東京大学百年史編集委員会編  東京大学 1986年 23 
日－364 東大30余年 井上光貞著  井上光貞  1978年 19 
日－365 京都大学70年史 京都大学七十年史編集委員会編 京都大学 1967年 27 
日－366 
 

京都帝国大学文学部30周年史 
 

京都帝国大学文学部編  京都帝国大学文学部  
昭和10年 22 

日－367 京都大学文学部50年史 京都大学文学部 1956年 22 
日－368 50周年記念論集 京都大学文学部 昭和31年 25 
日－369 
 

創立25年記念論文集  
京都大学人文科学研究所紀要第14冊

昭和29年 25 

日－370 
 

関西大学115年のあゆみ 
 

関西大学年史編纂委員会企画・編集 関西大学   
2001年 30 

日－371 
 

日本中國學會50年史 
1998年 22 

日本中國學會五十年史編纂小委員會編  日本中國學會   
 

日－372 芸専10年の歩み 
（創立10周年記念誌） 

日本書道芸術専門学校  1989年 26  

日－373 創立40周年記念 日本書道教育学会 1990年 31 
日－374 
 

２１世紀への軌跡 
（卒業35周年記念文集） 

大阪府立北野高校第68期生 
平成3年 26 

日－375 目で見る北野80年史（1883－1963） 校史編纂委員会 昭和38年 26  
日－376 
 

創立110周年 
（高等学校設立35年記念） 

大阪府立北野高等学校創立110周年記念誌編輯係 
昭和58年 26 

日－377 北野120年史 大阪府立北野高校 1993年 27 
日－378 学校史 大分県立中津南高校 昭和58年 22 
日－379 
 

愛媛新聞・120年史 
 

愛媛新聞百20年史編集委員会編  愛媛新聞社  
1996年 27   

日－380 
 

愛媛新聞100年史 
 

愛媛新聞創刊100周年記念出版 愛媛新聞社   
1976年 27   

日－381 中外日報社説集（１、2）2冊 中外日報社創立90周年記念 昭和61年 22 
日－382 岩波書店70年 岩波書店  1987年 27 
日－383 岩波書店80年 岩波書店  1996年 27   
日－384 中央公論社の80年 中央公論社 1965年 18 
日－385 筑摩書房の30年 筑摩書房 1970年 20  
日－386 筑摩書房 1970年 20 
日－387 徳間書店の35年 1954-1989 徳間書店  1989年 18 
日－388 婦人公論の50年 松田ふみ子 中央公論社 1965年 18   
日－389 
 

編集長のあとがき 雑誌「無限大」を
編集して20年 

前野昭吉 新潮社 
1995年 20 

日－390 日本文化研究国際会議議事録 編集委員会編 日本ペンクラブ  1973年 28  
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個人全集 （計463冊） 

番号 書    名 著者・出版社・版年・規格 
日－391 本居宣長全集（全23冊） 

 
大野晋･大久保正編集校訂 筑摩書房  
1968年 23 

日－392 新修平田篤胤全集（全15巻・補遺5巻） 
（欠1､3巻、別巻） 

名著出版  1977年 22 

日－393 定本西鶴全集（全15冊） 
 

井原西鶴著 潁原退･ 暉峻康隆･ 野間光辰編  
中央公論社 22 

日－394 現代語訳西鶴全集（全12冊）現代語譯 
西鶴全集 

河出書房 1952年  19 

日－395 福澤諭吉全集（全21巻・別巻） 慶応義塾編  岩波書店 1958年 22 
日－396 岡倉天心全集（全8巻・別巻） 平凡社 1980年 22  
日－397 鈴木大拙全集(全30巻・別巻2巻) 久松真一他編 岩波書店 1968-1971年   22 
日－398 田邊元全集（全15巻） 西谷啓治他編 筑摩書房 1963年 23  
日－399 中江兆民全集（全18冊）第１冊 第2冊 

第6冊 第10冊のみ存 
中江兆民著･松本三之介他編 岩波書店  
1983年 20   

日－400 堺利彦全集（全6冊） 川口武彦編 法律文化社 19799年 20  
日－401 三木清全集（全20冊） 岩波書店  1966年 20 
日－402 野田又夫著作集（全5巻） 白水社 1981年 23 
日－403 上山春平著作集（全10巻） 法蔵館 1996年 22 
日－404 佐野学著作集（全5冊） 佐野学著作集刊行会編  佐野学著作集刊行会  

1957年 22 
日－405 津田左右吉全集（28冊、別巻5冊、 

計32冊）第9巻欠   
岩波書店 1963年 22 
 

日－406 久米邦武歴史著作集（全5巻、別巻） 
（欠別巻）    

大久保利謙他編纂 吉川弘文館 1988年 22 
 

日－407 久米博士90年回顧録（上下）2冊      中野礼次郎等編  早稲田大学出版部  
昭和9年 23 

日－408 内藤湖南全集（全14巻）          筑摩書房  1970年 23 
日－409 桑原隲蔵全集（全5巻、別冊） 岩波書店  1968年  22 
日－410 青木正兒全集（全10冊）          春秋社  1969 年 23 
日－411 吉川幸次郎全集（全 27 巻）第 25 巻，26

巻、27巻のみ存  
筑摩書房 1984年 22 
 

日－412 吉川幸次郎遺稿集（全3冊）第1巻のみ存 筑摩書房 1995年 22 
日－413 
 

折口信夫全集（全30冊、別冊）第25巻， 
26巻欠  

折口信夫全集刊行会編 中央公論社  
1995年  20 

日－414 漱石全集（全28巻、別巻） 岩波岩波書店  1965年  23 
日－415 漱石全集（全19巻）第九巻欠 漱石全集刊行会 角川書店  1960年 19  
日－416 露伴全集（全41巻、別冊上下、付録１巻 

               計44冊） 
幸田露伴著 岩波書店 1954年 19 
 

日－417 鴎外全集 第11巻，第13巻，第14巻， 
第22巻のみ存  

岩波書店  1971年 23  
 

日－418 芥川龍之介全集（全10巻） 岩波書店 1954年 18 
日－419 荷風全集（全29巻） 岩波書店 1963年から 20 
日－420 蘆花全集（全20巻） 蘆花全集刊行会 1928-1930年  20   
日－421 木下順二集（全16巻）欠第1巻，3巻，7巻 江藤文夫他編纂  岩波書店 1988年 20      
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テーマ別全集（計628冊） 

番号 書    名 著者・出版社・版年・規格 
日－422 群書類従（1-29冊、正続） 塙保己一編  続群書類従完成會 1959年 19 
日－423 
 

萬葉集（全4冊）小島憲之, 木下正俊, 佐竹昭 
広校注・訳(日本古典文学全集 2-5)   

小学館  1971年  23 
 

日－424 新岩波講座・哲学（全16冊） 大森荘蔵他編  岩波書店  1985年  22 
日－425 岩波講座倫理学（全15冊） 岩波書店 1940-1941年 22 

日本の古代（全15冊、別巻） 中央公論社 1985年 21 日－426 
第1巻  : 倭人の登場 
第3巻  : 海をこえての交流 
第5巻  : 前方後円墳の世紀 
第7巻  : まつりごとの展開 
第9巻  : 都城の生態 
第11巻 : ウヂとイエ 
第13巻 : 心のなかの宇宙 
第15巻 : 古代国家と日本 
 
 
 
 

森浩一編 
大林太良編 
森浩一編 
岸俊男編 
岸俊男編大林
太良編 
大林太良編岸
俊男編 
 
 
 

第2巻  : 列島の地域文化 
第4巻  : 縄文・弥生の生活 
第6巻  : 王権をめぐる戦い 
第8巻  : 海人の伝統 
第10巻 : 山人の生業 
第12巻 : 女性の力 
第14巻 : ことばと文字 
別巻    : 日本人とは何か 
 

森浩一編 
森浩一編 
岸俊男編 
大林太良編 
大林太良編 
森浩一編 
岸俊男編 
岸俊男, 森浩一,  
大林太良編 

日－427 沖縄文化の遺宝 
 

岩波書店 1982年 35 一箱二冊「本文編」 
「写真」鎌倉芳太郎  

日本の文学 全80巻 計79冊 中央公論社  昭和44年 18 （第35巻欠） 日－428 
1 坪内逍遥 二葉亭四迷 幸田露伴    2,3 森鴎外            4 尾崎紅葉 泉鏡花 
5 樋口一葉 徳富蘆花 国木田独歩   6-7 島崎藤村           8 田山花袋 岩野泡鳴 近松秋江 
9-10 徳田秋声                   11 正宗白鳥           12-14 夏目漱石 
15 石川啄木 正岡子規 高浜虚子     16 長塚節 鈴木三重吉 中勘助  
17 北原白秋 高村光太郎 萩原朔太郎 18-19 永井荷風          20 武者小路実篤 
21-22 志賀直哉                  23-25 谷崎潤一郎        26 柳田国男 斎藤茂吉 折口信夫 
27 有島武郎 長与善郎             28 久保田万太郎 里見弴  29 芥川龍之介 
30 山本有三                     31 佐藤春夫             32 広津和郎 菊池寛 
33 宇野浩二 葛西善蔵 嘉村礒多     34 内田百間 牧野信一 稲垣足穂                35巻欠 
36 滝井孝作 梶井基次郎 中島敦     37 横光利一           38 川端康成 
39 葉山嘉樹  小林多喜二  徳永直   40 林房雄 武田麟太郎 島木健作 
41 中野重治                       42 堀辰雄               43 小林秀雄 
44 野上弥生子  網野菊             45 宮本百合子           46 宇野千代 岡本かの子 
47 林芙美子                     48 平林たい子 大原富枝  49 佐多稲子 壷井栄 
50 円地文子 幸田文              51 尾崎士郎 火野葦平    52 尾崎一雄 外村繁 上林暁 
53 井伏鱒二                     54 舟橋聖一             55 丹羽文雄 
56 石川達三                     57 高見順               58 石坂洋次郎 
59 伊藤整                       60 石川淳               61 中山義秀 
62 永井龍男 阿部知二              63 坂口安吾 織田作之助 檀一雄 
64 井上友一郎 田宮虎彦 木山捷平   65 太宰治             66 野間宏 
67 武田泰淳                       68 椎名麟三 梅崎春生    69 三島由紀夫 
70 大岡昇平                     71 井上靖               72 中村真一郎 福永武彦 遠藤周作 
73 堀田善衛 安部公房 島尾敏雄     74 安岡章太郎 吉行淳之介 曾野綾子 
75 阿川弘之  庄野潤三  有吉佐和子 76 石原慎太郎 開高健 大江健三郎 
77-80 名作集  

1: 武蔵野 ほか16編  山田美妙著          2: 山の手の子 ほか19編  水上滝太郎著  
3: 綱の上の少女 ほか18編  片岡鉄兵著    4: 肉体の門 ほか17編  田村泰次郎著 
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番号 書    名 著者・出版社・版年・規格 
日本古典文学大系 全100巻 岩波書店  昭和51年 22 日－429 
1 古事記 倉野憲司校注  祝詞 武田祐吉校注  2 風土記 秋本吉郎校注 
3 古代歌謡集 土橋寛,小西甚一校注          4-7 萬葉集 高木市之助他校注 
8 古今和歌集 佐伯梅友校注 
9 竹取物語 阪倉篤義校注  伊勢物語 大津有一, 築島裕校注  大和物語 阿部俊子,今井源衞校注 
10-12 宇津保物語 河野多麻校注           13落窪物語:松尾聰校注  堤中納言物語 寺本直彦校注 
14-18 源氏物語 紫式部著:山岸徳平校注 
19 枕草子 清少納言著:池田亀鑑他校注  紫式部日記 紫式部著 池田亀鑑他校注 
20 土左日記 紀貫之著 鈴木知太郎校注  かげろふ日記 藤原道綱母著 川口久雄校注 

和泉式部日記 和泉式部著 遠藤嘉基校注  更級日記 菅原孝標女著 西下經一校注 
21 大鏡  松村博司校注                   22-26今昔物語集 山田孝雄他校注 
27 宇治拾遺物語 渡邊綱也･西尾光一校注   28新古今和歌集 久松潜一 他校注 
29 山家集 風巻景次郎校注  金槐和歌集 小島吉雄校注 
30 方丈記 鴨長明著 西尾實校注  徒然草 吉田兼好著 西尾實校注 
34-36 太平記 後藤丹治他校注              37義経記 岡見正雄校注 
38 御伽草子 市古貞次校注                 39連歌集 伊地知鐵男校注 
40-41 謡曲集 横道萬里雄, 表章校注       42-43狂言集 小山弘志校注 
44 中世近世歌謡集 新間進一他校注        45芭蕉句集 大谷篤藏,中村俊定校注 
46 芭蕉文集 杉浦正一郎他校注            47-48西鶴集 西鶴著 麻生磯次他校注 
49-50 近松浄瑠璃集 近松門左衛門著 重友毅他校注 
51-52 浄瑠璃集 乙葉弘･鶴見誠校注       53-54歌舞伎脚本集 浦山政雄,松崎仁校注 
55 風来山人集  中村幸彦校注            56上田秋成集 中村幸彦校注 
57 川柳狂歌集 杉本長重,濱田義一郎校注 
58 蕪村集 蕪村著 暉峻康隆校注  一茶集 一茶著 川島つゆ校注 
59 黄表紙 洒落本集 水野稔校注            60-61 椿説弓張月 滝沢馬琴著 後藤丹治校注 
62 東海道中膝栗毛 十返舎一九著 麻生磯次校注 
63 浮世風呂 式亭三馬著 中村通夫校注      64 春色梅兒譽美 為永春水著 中村幸彦校注 
65 歌論集 久松潜一校注   能楽論集 西尾實校注 
66 連歌論集 木藤才蔵校注  俳論集 井本農一校注 
67-68 日本書紀 坂本太郎他校注             69 懷風藻 文華秀麗集  本朝文粹 小島憲之校注 
70 日本靈異記 遠藤嘉基･春日和男校注       71 三教指歸 性靈集 渡邊照宏,宮坂宥勝校注 
72 菅家文草  菅家後集 菅原道真著 川口久雄校注 
73 和漢朗詠集 藤原公任撰 川口久雄校注  梁塵秘抄 後白河天皇編 志田延義校注 
74 歌合集 萩谷朴･谷山茂校注               75-76 榮花物語 松村博司,山中裕校注 
77 篁物語 遠藤嘉基校注  平中物語 遠藤嘉基校注  濱松中納言物語 松尾聰校注 
78 夜の寝覺  阪倉篤義校注               79 狹衣物語 三谷栄一,関根慶子校注 
80 平安鎌倉私家集 久松潜一他校注          81 正法眼蔵 正法眼蔵随聞記 道元著 西尾実他校注 
82 親鸞集 名畑應順他校注  日蓮集 兜木正亨他校注 
83 假名法語集  宮坂宥勝校注               84 古今著聞集 橘成季編著 永積安明,島田勇雄校注 
85 沙石集 無住著 渡邊綱也校注           86 愚管抄 慈円著 岡見正雄,赤松俊秀校注 
87 神皇正統記 北畠親房著 岩佐正校注  増鏡 時枝誠記他校注 
88 曽我物語 市古貞次,大島建彦校注          89 五山文學集 江戸漢詩集 山岸徳平校注 
90 假名草子集 前田金五郎,森田武校注        91 浮世草子集 野間光辰校注 
92 近世俳句俳文集 阿部喜三男,麻生磯次校注  93 近世和歌集  高木市之助,･久松潜一校注 
94 近世文學論集 中村幸彦校注 
95 戴恩記 松永貞徳著 小高敏郎校注  折たく柴の記 新井白石著 松村明校注 

蘭東事始 杉田玄白著 松村明校注 
96 近世随想集 中村幸彦他校注               97 近世思想家文集 家永三郎他校注 
98 歌舞伎十八番集  郡司正勝校注            99 文樂浄瑠璃集 祐田善雄校注 
100 江戸笑話集  小高敏郎校注 

日－430 日本古典文学大系索引上 岩波書店  昭和５１年 ２２ 
日－431 日本古典文学大系索引下 岩波書店  昭和５１年 ２２ 
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番号 書    名 著者・出版社・版年・規格 
日－432 日本思想大系 全67巻 岩波書店 1982年 23 

（第5･19･20･21･22･23･24・26・27・28・29・30巻欠） 

 1     古事記 青木和夫他校注                    
2     聖徳太子集 家永三郎他校注 
3     律令  井上光貞他校注                     
4     最澄 安藤俊雄･薗田香融校注 
6     源信 石田瑞麿校注                        
7     往生傳 法華驗記 井上光貞,大曽根章介校注 
8     古代政治社會思想 山岸徳平他校注          
9     天台本覺論 多田厚隆他校注 
10    法然 一遍 大橋俊雄校注                 
11    親鸞 星野元豊,石田充之,家永三郎校注 
12-13 道元 寺田透,水野弥穂子校注           
14    日蓮  戸頃重基･高木豊校注 
15    鎌倉舊佛教  鎌田茂雄･田中久夫校注      
16    中世禪家の思想 市川白弦,入矢義高,柳田聖山校注 
17    蓮如 一向一揆 笠原一男,井上鋭夫校注     
18    おもろさうし 外間守善･西郷信綱校注 
25    キリシタン書 排耶書 海老沢有道他校注    
31    山崎闇齋學派 西順蔵, 阿部隆一, 丸山真男校注 
32    山鹿素行 田原嗣郎, 守本順一郎校注       
33    伊藤仁齋 伊藤東涯 吉川幸次郎,清水茂校注 
34    貝原益軒 室鳩巣 荒木見悟,井上忠校注     
35    新井白石 松村明･尾藤正英,加藤周一校注 
36    荻生徂徠 吉川幸次郎他校注               
37    徂徠學派 頼惟勤校注 
38    近世政道論 奈良本辰也校注               
39    近世神道論 平重道校注  前期國學 阿部秋生校注 
40    本居宣長 吉川幸次郎,佐竹昭広,日野龍夫校注 
41    三浦梅園 島田虔次,田口正治校注        
42    石門心學 柴田実校注 
43    富永仲基 水田紀久校注  山片蟠桃 有坂隆道校注 
44    本多利明 塚谷晃弘校注  海保青陵 蔵並省自校注 
45    安藤昌益 尾藤正英校注  佐藤信淵 島崎隆夫校注 
46    佐藤一齋 相良亨,溝口雄三校注  大鹽中齋 福永光司校注 
47    近世後期儒家集 中村幸彦,岡田武彦校注    
48    近世史論集 松本三之介,小倉芳彦校注 
49    頼山陽 植手通有校注 
50    平田篤胤 田原嗣郎校注  伴信友 関晃,佐伯有清校注  大國隆正 芳賀登,佐伯有清校注 
51    國學運動の思想 芳賀登,松本三之介校注  
52    二宮尊徳 奈良本辰也校注  大原幽學 中井信彦校注 
53    水戸學 今井宇三郎,瀬谷義彦,尾藤正英校注 
54    吉田松陰 吉田常吉･藤田省三,西田太一郎校注 
55    渡邊崋山 佐藤昌介校注  高野長英 佐藤昌介校注  佐久間象山 植手通有校注  
    横井小楠 山口宗之校注  橋本左内 山口宗之校注 

56    幕末政治論集 吉田常吉,佐藤誠三郎校注     
57    近世佛教の思想 柏原祐泉,藤井学校注 
58    民衆運動の思想 庄司吉之助,林基,安丸良夫校注 
59    近世町人思想 中村幸彦校注               
60    近世色道論 野間光辰校注 
61    近世藝道論 西山松之助,渡辺一郎,郡司正勝校注 
62,63 近世科學思想 古島敏雄,安芸皎一校注    
64-65 洋學 沼田次,松村明,佐藤昌介校注 
66    西洋見聞集 沼田次郎,松沢弘陽校注         
67    民衆宗教の思想 村上重良,安丸良夫校注 
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番号 書    名 著者・出版社・版年・規格 
日－433 世界古典文学全集全52冊・50巻 筑摩書房 昭和39年 23 
 1 ホメーロス  呉茂一･高津春繁訳          

2 詩経国風 橋本循訳  書経 尾崎雄二郎他訳 
3 ヴェーダ  アヴェスター 辻直四郎他訳 
5 聖書 関根正雄,木下順治編 
8 アイスキュロス  ソポクレス 高津春繁他訳 
10 ヘロドトス  松平千秋訳 
12 アリストパネス   高津春繁他訳 
14, 15 プラトン  田中美知太郎他訳 
17 老子 福永光司訳  荘子 福永光司･興膳宏訳 
19 諸子百家 貝塚茂樹編 
21 ウェルギリウス  ルクレティウス 泉井久之助他訳 
22 タキトゥス  国原吉之助訳 
24A,24B,24C 三国志  今鷹真他訳 
26 アウグスティヌス  ボエティウス 渡辺義雄訳 
30A,30B 韓愈  清水茂訳 
35 ダンテ 野上素一訳 
37,38 モンテーニュ  原二郎訳 
41-46 シェイクスピア  中野好夫他訳 
47 モリエール  モリエール著  鈴木力衛訳 
48 ラシーヌ  鈴木力衛訳 
49 ルソー  桑原武夫訳 
50 ゲーテ  大山定一訳 

 
 
4 論語  吉川幸次郎訳 
6, 7 仏典  中村元他訳 
9 エウリピデス 松平千秋他訳 
11 トゥーキュディデース  小西晴雄訳 
13 春秋左氏伝  貝塚茂樹編 
16 アリストテレス  田中美知太郎他訳 
18 大学 中庸 孟子  金谷治他訳 
20 史記列伝  司馬遷著  小川環樹他訳 
 
23 プルタルコス 村川堅太郎他訳 
25 陶淵明 一海知義訳  文心雕龍 興膳宏
訳 
28,29 杜甫 吉川幸次郎訳 
31-34 千一夜物語 佐藤正彰訳 
36A,36B 禅家語録  西谷啓治･柳田聖山編
39,40 セルバンテス  会田由訳 
 
 
 
 

日－434 日本の名著 全50冊 中央公論社  昭和58年 17 
 1 日本書紀  井上光貞編 川副武胤他訳    2 聖徳太子  中村元責任編集 

3 最澄 空海  福永光司責任編集         4 源信  川崎庸之責任編集 
5 法然 明恵  塚本善隆責任編集         6 親鸞  石田瑞麿責任編集・訳 
7 道元 玉城康四郎責任編集        8 日蓮 紀野一義責任編集･訳 
9 慈円 北畠親房  永原慶二責任編集     10 世阿弥  山崎正和責任編集 

11 中江藤樹 熊沢蕃山  伊東多三責任編集   12 山鹿素行  田原嗣郎責任編集 
13 伊藤仁斎  貝塚茂樹責任編集           14 貝原益軒  松田道雄責任編集 
15 新井白石  桑原武夫責任編集           16 荻生徂徠  尾藤正英責任編集 
17 葉隠  奈良本辰也責任編集             18 富永仲基 石田梅岩  加藤周一責任編集 
19 安藤昌益  野口武彦責任編集・訳       20 三浦梅園  山田慶児責任編集 
21 本居宣長  石川淳責任編集             22 杉田玄白 平賀源内 司馬江漢  芳賀徹責任編集 
23 山片蟠桃  海保青陵  源了円責任編集    24 平田篤胤  佐藤信淵 鈴木雅之  相良亨責任編集 
25 渡辺華山 高野長英  佐藤昌介責任編集  26 二宮尊徳 児玉幸多責任編集 
27 大塩中斎  宮城公子責任編集           28 頼山陽  頼惟勤責任編集 
29 藤田東湖  橋川文三責任編集・訳       30 佐久間象山 横井小楠  松浦玲責任編集 
31 吉田松陰  松本三之介責任編集         32 勝海舟  江藤淳責任編集 
33 福沢諭吉  永井道雄責任編集           34 西周 加藤弘之  植手通有責任編集 
35 陸奥宗光  萩原延寿責任編集           36 中江兆民  河野健二責任編集 
37 陸羯南   三宅雪嶺  鹿野政直責任編集   38 内村鑑三  松沢弘陽責任編集 
39 岡倉天心 志賀重昴  色川大吉責任編集   40 徳富蘇峰 山路愛山  隅谷三喜男責任編集 
41 内藤湖南  小川環樹責任編集             42 夏目漱石 森鴎外  真継伸彦責任編集 
43 清沢満之 鈴木大拙  橋本峰雄責任編集訳 44 幸徳秋水  伊藤整責任編集 
45 宮崎滔天 北一輝  近藤秀樹責任編集     46 大杉栄  多田道太郎責任編集 
47 西田幾多郎  上山春平責任編集           48 吉野作造  三谷太一郎責任編集 
49 河上肇  住谷一彦責任編集               50 柳田国男  神島二郎責任編集 
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番号 書    名 著者・出版社・版年・規格 
ハードカバー日本の名著 全50冊 中央公論社  昭和58年 17 

（1･2･5･6･7･8･10･26・28・31・43・50欠） 
日－435 

3
9  

12 
14 
16 
18 
20 
22 

 
23 
24 

25 
29 
32 
34 
36 
38 
40 
42 
45 
47 
49 

最澄  空海  福永光司責任編集           4 
慈円  北畠親房  永原慶二責任編集      11 
山鹿素行  田原嗣郎責任編集               13 
貝原益軒  松田道雄責任編集              15 
荻生徂徠  尾藤正英責任編集              17 
富永仲基 石田梅岩  加藤周一責任編集    19 
三浦梅園  山田慶児責任編集              21 
杉田玄白 平賀源内 司馬江漢   
芳賀徹責任編集 
山片蟠桃 海保青陵  源了円責任編集  
平田篤胤 佐藤信淵  鈴木雅之   
相良亨責任編集 
渡辺華山 高野長英  佐藤昌介責任編集   27 
藤田東湖  橋川文三責任編集訳            30 
勝海舟  江藤淳責任編集                33 
西周 加藤弘之  植手通有責任編集      35 
中江兆民  河野健二責任編集            37 
内村鑑三  松沢弘陽責任編集            39 
徳富蘇峰 山路愛山  隅谷三喜男責任編集  41 
夏目漱石  森鴎外  真継伸彦責任編集    44 
宮崎滔天 北一輝  近藤秀樹責任編集      46 
西田幾多郎  上山春平責任編集            48 
河上肇  住谷一彦責任編集 

源信  川崎庸之責任編集 
中江藤樹   熊沢蕃山  伊東多三責任編集 
伊藤仁斎  貝塚茂樹責任編集 
新井白石  桑原武夫責任編集 
葉隠  奈良本辰也責任編集 
安藤昌益  野口武彦責任編集訳 
本居宣長  石川淳責任編集  
 
 
 
 
大塩中斎  宮城公子責任編集 
佐久間象山  横井小楠  松浦玲責任編集 
福沢諭吉  永井道雄責任編集 
陸奥宗光  萩原延寿責任編集 
陸羯南   三宅雪嶺  鹿野政直責任編集 
岡倉天心 志賀重昴  色川大吉責任編集 
内藤湖南  小川環樹責任編集 
幸徳秋水  伊藤整責任編集 
大杉栄  多田道太郎責任編集 
吉野作造  三谷太一郎責任編集 
 

日－436 日本の歴史 全32冊（第1～26・別冊5･対談1） 中央公論社  昭和45年 17 

 1  神話から歴史へ  井上光貞著       2  古代国家の成立  直木孝次郎著  
3  奈良の都  青木和夫著              4  平安京  北山茂夫著          
5  王朝の貴族  土田直鎮著            6  武士の登場  竹内理三著 
7  鎌倉幕府  石井進著              8  蒙古襲来  黒田俊雄著          
9  南北朝の動乱  佐藤進一著         10  下剋上の時代  永原慶二著   
11 戦国大名  杉山博著             12  天下一統  林屋辰三郎著 
13 江戸開府  辻達也著               14  鎖国  岩生成一著           
15 大名と百姓  佐々木潤之介著       16  元禄時代  児玉幸多著      
17 町人の実力  奈良本辰也著       18  幕藩制の苦悶  北島正元著 
19 開国と攘夷  小西四郎著         20  明治維新  井上清著        
21 近代国家の出発  色川大吉著       22  大日本帝国の試煉  隅谷三喜男著 
23 大正デモクラシー  今井清一著     24  ファシズムへの道  大内力著 
25 太平洋戦争  林茂著               26  よみがえる日本  蝋山政道著 
別巻1  図録原始から平安  井上光貞, 竹内理三責任編集 
別巻2  図録鎌倉から戦国  竹内理三, 永原慶二責任編集 
別巻3  図録織豊から幕末  児玉幸多責任編集 
別巻4  図録維新から現代  小西四郎, 林茂責任編集 
別巻5  年表・地図  児玉幸多責任編集 
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番号 書    名 著者・出版社・版年・規格 
世界の文学 全54巻 中央公論社  昭和42年 17 日－437 

1 シェイクスピア 福田恒存訳                   2 セルバンテス 会田由訳 
3 ラファイエット夫人 二宮フサ訳  ラクロ 伊吹武彦訳 
4 スウィフト 中野好夫訳  フィールディング 朱牟田夏雄訳 
6 オースティン  阿部知二訳                  7 ユゴー 島田尚一訳  デュマ 松下和則訳 
8,9 スタンダール  冨永明夫訳               10 バルザック  田村俶･寺田透訳 
11 プーシキン 金子幸彦訳  ゴーゴリ 木村彰一訳  ツルゲーネフ 金子幸彦訳 
12 E・ブロンテ  河野一郎･安藤一郎訳         13 ディケンズ  日高八郎訳 
14 ケラー 道家忠道訳  シュティフター 手塚富雄･藤村宏訳 
15 フロベール  山田欝･田稔訳                 16-18 ドストエフスキイ  池田健太郎訳 
19-21 トルストイ  原卓也訳                 22 イプセン 山室静訳  ウンセット 矢崎源九郎訳 
23 ゾラ  河内清訳                            24 モーパッサン  小佐井伸二･宮原信訳 
25 ジュール・ヴァレース 谷長茂訳           26 ヘンリー・ジェイムズ  谷口陸男訳 
27 チェーホフ  神西清他訳 
28 ゴーリキイ 神西清･木村彰一訳  バーベリ 木村彰一訳 
29-31 ロマン・ロラン  宮本正清訳             32 プルースト  鈴木道彦訳 
33 ジード  渡辺一民･菅野昭正･佐藤朔訳  モーリアック 高橋たか子･若林真訳 
34 ロレンス  伊藤礼, 伊藤整訳                35 トーマス・マン  高橋義孝他訳 
36 リルケ  杉浦博他訳                        37 ヘッセ  辻瑆･浜川祥枝･山下肇訳 
38 カロッサ  手塚富雄他訳                    39 カフカ  辻瑆訳 
40 モーム  中野好夫･上田勤訳                 41 マルロー  沢田閏他訳 
42 セリーヌ  生田耕作･大槻鉄男訳             43 フォークナー  西川正身訳 
44 ヘミングウェイ  大橋健三郎･福田恆存他訳   45,46 A.トルストイ  金子幸彦訳 
47 魯迅  高橋和巳訳                          48 ムージル 吉田正己訳 ブロッホ 菊盛英夫訳 
49 サルトル 白井浩司訳 ビュトール 清水徹訳  50 グリーン 田中西二郎訳  ダレル 河野一郎訳 
51 ベロー 佐伯彰一訳  ウェルティ 丸谷才一訳  52 フランス名作集  渡辺一夫他訳 
53 イギリス名作集・アメリカ名作集  朱牟田夏雄他訳 
54 ドイツ名作集   斎藤栄治他訳 

日－438 世界大百科事典 （全26冊、第1冊～24冊・別巻2冊） 平凡社 1964年 26 
 
 
 
 

1 アーイスモ 
5  カウーカヘチ 
9  ケマーコウヒ 
13シユーシヨエ 
17タイスーチキヨ 
21ナーニン 
別巻第１ 日本地図 

2アレネーイワ 
6カヘナーキス 
10コウフーコン 
14シヨオースキ 
18チキンーツン 
22ヌーハホ 
別巻第２ 世界地図 

3エカーカイサ 
7キセーキン 
11サーサン 
15スクーセミ 
19テートウク 
23ハマーヒニ 
 

4オーカイ        
8クーケホ        
12シーシヤ        
16セムータイシ  
20トウケートン 
24ヒヌーフノ 
 

世界伝記大辞典 26冊 ほるぷ出版 1980年 29 日－439 
（世界編）全13冊（第1~12・総索引）桑原武夫編 ほるぷ出版 1980年 29 
（日本・朝鮮・中国編）全13冊（第1~12・総索引）１～５ ほるぷ出版 1980年 29 
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番号 書    名 著者・出版社・版年・規格 
世界音楽全集（レコード付き） 全30巻 河出書房 1968年 22 日－440 

第1巻  Bach バッハ  座右宝刊行会編 
第2巻  Handel・Vivaldi  ヘンデル･ヴィヴァルデイ 座右宝刊行会編 
第3巻  ハイドン 座右宝刊行会編 
第4巻-第5巻 Mozart  モーツアルト 座右宝刊行会編 
第6巻,第7巻 Beethoven  ベートーヴェン 座右宝刊行会編 
第8巻  Weber・Rossini  ウエーバー・ロッシーニ 座右宝刊行会編 
第9巻  Schubert  シューベルト 座右宝刊行会編 
第10巻  Mendelssohn   メンデルスゾーン 座右宝刊行会編 
第11巻  Schumann・ Brahms シューマン・ブラームス 座右宝刊行会編 
第12巻  Chopin  ショパン 座右宝刊行会編 
第13巻  Berlioz・Gounod  ベルリオーズ・グノー 座右宝刊行会編 
第14巻 リスト 座右宝刊行会編 
第15巻 ワーグナー 座右宝刊行会編 
第16巻  V erdi・Puccini   ヴェルディ・プッチーニ 座右宝刊行会編 
第17巻 ビゼー・サンサーンス 座右宝刊行会編 
第18巻  Johann・Strauss   ヨハン・シュトラウス 座右宝刊行会編 
第19巻 ムソルグスキー・ボロディン・リムスキーコルサコフ 座右宝刊行会編 
第20巻  Tchaikovsky  チャイコフスキー 座右宝刊行会編 
第21巻  Dvorzhak   ドヴォルザーク 座右宝刊行会編 
第22巻  Grieg・Sibelius  グリーク・シベリウス 座右宝刊行会編 
第23巻  Debussy・Ravel   ドビュッシー・ラヴェル 座右宝刊行会編 
第24巻  Rachmaninoff・Stravinsky・Prokofiev・Khachaturi� a� nラフマニノフ・ストラヴィ 

ンスキー・プロコフイエフ・ハチャトウリアン 座右宝刊行会編 
第25巻 バッハ2 座右宝刊行会編  第26巻 モーツァルト3 座右宝刊行会編 
第27巻 ベートーヴェン3 座右宝刊行会編  第28巻 シューベルト2 座右宝刊行会編 
第29巻 ショパン2 座右宝刊行会編  第30巻 チャイコフスキー2 座右宝刊行会編 

 

 23 



特殊コレクション 福永光司著作文庫（計128冊） 

著書 （１８冊） 

番号 書    名 著者・出版社・版年・規格 
日－441 荘子 

 
福永光司著  東京   朝日新聞社   1956年2月   
(中国古典選 吉川幸次郎監修) （著書類１） 

日－442 荘子  古代中国の実存主義 
(中公新書 36) 

福永光司著  東京 中央公論社 1964年3月 （著書類2） 

日－443 荘子 内篇  外篇  雑篇 
(新訂中国古典選 7-9) 

福永光司著 東京朝日新聞社 1966年4月-1967年9月  
（著書類3） 

日－444 荘子 内篇 雑篇・下 
(中国古典選 12-17) 

福永光司著 東京朝日新聞社 1978年 （著書類3） 

日－445 老子(新訂中国古典選 6) 福永光司著  東京朝日新聞社  1968年10月 （著書類4） 

日－446 老子(朝日選書 1009 中国古典選) 福永光司著  東京朝日新聞社  1997年1月 （著書類4） 
 

日－447 中国思想について 
（精神開発叢書5） 

福永光司著 富山県教育委員会 1969年3月（著書類5） 

日－448 芸術論集 福永光司著  東京朝日新聞社 1971年9月  （著書類6） 

日－449 列子 福永光司訳注 1  2  
(東洋文庫 533 534) 

平凡社  1991年5月-1991年6月 （著書類7） 

日－450 列子 福永光司訳注 1  2  
(東洋文庫 533 534) 

平凡社  1991年5月-1991年 6月 （補訂用） 

日－451 禅の本質と人間の真理 福永光司著 創文社 1969年8月 （著書類8） 

日－452 老子 金谷治訳 荘子 倉石武四郎  
関正郎訳 列子 福永光司訳 孫子
村山吉廣訳 呉子 金谷治訳 

 

平凡社 1973年6 著書類10 

日－453 道教と日本思想 福永光司著  東京 徳間書店 1985年4月 （著書類11） 

日－454 道教と古代日本 福永光司著  京都  人文書院  1987年2月 （ 著書類12） 

日－455 道教思想史研究 福永光司著  岩波書店  1987年9月 （著書類13） 

日－456 中国の哲学・宗教・芸術 福永光司著  京都  人文書院 1988年 9月 （著書類15） 

日－457 道教と日本文化 福永光司著  京都  人文書院  1982年3月 （ 著書類17） 

日－458 宗教を考える 
 

八木誠一 福永光司 ひろさちや著 図書印刷株式会社  
1997年11月 （著書類20） 

 



編著 （計24冊） 

番号 書    名 著者・出版社・版年・規格 
日－459 思想史(中国文化叢書 3) 

 
赤塚忠 金谷 福永 山井 編  東京  大修館書店  
1967年10月  （編著４） 

日－460 思想概論(中国文化叢書 2) 
 

赤塚忠 金谷治 福永光司 山井湧編  東京 大修館書店   
1968年4月  （編著5） 

日－461 気の思想 中国における自然観と 
人間観の展開  

小野沢精一  福永光司  山井湧編  東京大学 出版会  
1978年3月（ 編著7） 

日－462 最澄 空海(日本の名著 3) 福永光司責任編集  中央公論社  1977年5月 （編著8） 

日－463 最澄 空海 
(中公バックス 日本の名著 3)  

福永光司責任編集  中央公論社  1983年6月 （編著8） 
 

日－464 道教と古代の天皇制 
日本古代史・新考  

福永光司他著  徳間書店  1978年5月 （編著9） 
 

日－465 中国中世の宗教と文化 
 

福永光司編  京都大学人文科学研究所  1982年3月  
（編著11） 

日－466 般若思想 
 

平川彰他編集 梶山雄一他  東京 春秋社  1983年   
（編著12） 

日－467 道教と東アジア 中国・朝鮮・日本 福永光司編 東アジア基層文化研究会著 人文書院   
1989年4月 （編著13） 

日－468 中国宗教思想 1  
(岩波講座東洋思想第13、14巻) 

福永光司など編 岩波書店  1990年  （編著14） 

日－469 中国宗教思想 2 
(岩波講座東洋思想第13 14巻)  

福永光司など編 岩波書店  1990年 （編著15） 
 

日－470 佐藤一齊  相良亨･溝口雄三校注 
 大鹽中齊 (日本思想大系 46)  

福永光司校注 岩波書店 1980年5月   
 

日－471 美学の歴史(講座美学 今道友信編 1) 東京大学出版会  1984年5月   

日－472 自然とコスモス(新・岩波講座哲学 

大森荘蔵田他編)   

坂本賢三他著  岩波書店  1985年7月   

 

日－473 「馬」の文化と「船」の文化 
古代日本と中国文化  

福永光司著  京都 人文書院  1996年1月 （編著30） 
 

日－474 肇論研究(京都大學人文科學研究所 
研究報告)  

塚本善隆編  京都  法蔵館  1955年9月 
 

日－475 神と人－古代信仰の源流 
 

岩田慶治･松前健･水野正好･福永光司･岩井宏實･五来重著 
大阪書籍 1986年3月 

日－476 徐福伝説を探る 安志敏・福永光司など著 1990年7月 小学館  

日－477 宗教(日中文化交流史叢書 
中西進･周一良編 4)  

源了圓･楊曾文編  東京 大修館書店  1996年7月   
 

日－478 文明のクロスロード九州 
～仏教の源流をたずねて～  

九州曹洞宗青年会 1997年6月 
 

日－479 岩波仏教辞典（第2版） 中村元他編集  岩波書店  2002年10月  

日－480  飲食男女  老荘思想入門 福永光司著 河合隼雄聞き手  朝日出版社   2002年7月  

日－481 日本の道教遺跡を歩く  陰陽道・ 
修験道のルーツもここにあった 
(朝日選書 737)  

福永光司など著  朝日新聞社  2003年 
 
 

日－482 老子 福永光司訳  荘子 福永光司 
 興膳宏訳(世界古典文学全集 17)   

筑摩書房  2004年5月 
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学術論文掲載雑誌 （計11冊） 
番号 書    名 著者・出版社・版年・規格 

日－483 郭象の荘子解釈１・２ 哲学研究424、425 1954年6･7月 

日－484 司馬遷の人間観－主として利・義・ 
天について－ 東洋の社会と文化3  

1953年7月 
 

日－485 三浦梅園と『荘子』と陶弘景 
国語の研究10   

大分大学国語国文学会 1977年5月 
 

日－486 荘子における「眞」の哲学－中国儒教
との関連において１ 
大地、学習録3 

1984年6月 
 

日－487 記紀と道教 国文学29巻11号 1984年9月 

日－488 『古事記』の「天地開闢」神話 
ユリイカ（日本の神話）  

1985年1月 
 

日－489 道教について－学生諸君の「道教とは
何か」の問いに答える－ 
関西大学中国文学会紀要9  

1985年3月 
 
 

日－490 呉越文化と古代日本  
『稲－その源流への道』  

東アジア文化交流史研究会 1990年5月 
 

日－491 〔中国語訳〕道教生命哲学及其在日本
的影響 朱越利訳 哲学研究  

1994年4月 
 

日－492 神倦・楼閣・渦巻文 上・下 
東アジアの古代文化76・77号  

1993年夏号・秋号 
 

日－493 中国語 从中国史書看徐福東渡 1990年 第7期 （未収） 

日－494 古代合衆国・九州 アジアと結ぶ海 1991年11月 「古代九州」の国際交流 学術論文45 
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講演・対談・その他掲載雑誌 （計75冊） 

番号 書    名 著者・出版社・版年・規格 
日－495 第9回 日本海文化を考える 

富山シンポジウム   
1993年10月 日本海沿岸の「馬」と「船」の道 
（未収） 

日－496 日本文化と漢文 花伝 11月号 1992年 特集 文化・環境・貢献と日本文化   

日－497 御製逍遙詠 昭和56年9月14日  

日－498 ‘95唐津フォーラム 海の王国―東アジアの中の唐津―  唐津の地名とその思想信仰 

日－499 東アジアの古代文化を考える大阪 
の会講演会資料  

1986・7・19  藤ノ木古墳と道教 
 

日－500 九州龍谷短期大学公開講座 
 

昭和61年11月29日 仏教と道教―漢訳 
『無量寿経』の翻訳語を通して― 

日－501 ‘94唐津文化フォーラム 倭人伝の道―久里双水古墳と邪馬台国  「倭人」と「倭国」と 
「倭奴国」 

日－502 1994 年 12 月月刊文化財発掘出土情報 文明交流シンポジウム 地域フォーラム 時を超え重なる墓
制 パネリスト 

日－503 1994 年 12 月月刊文化財発掘出土情報 大陸と海の交流 末盧国は輝いた‘94 唐津文化フォーラム
パネリスト 

日－504 「三教指帰」 2001年5月 詳解 12 1993年2月  

日－505 シンポジウム古代豊前国の道教文化の謎をさぐる  豊前国と中国の古代宗教史 

日－506 第3回春日井シンポジウム1995年 タオイズム（中国道教）から見た壬申の乱 

日－507 平成5年度 第24回全国学校保健・学校医大会 大会記録 「保健」ということ―「生命」と 
「元氣」の中国哲学 

日－508 大分県医学会雑誌第10巻１号 1991年6月  医療の「技」と「道」 

日－509 時空を越えて―孔子と現代― 1991年10月 道教としての儒教―孔子と宗教 

日－510 ‘79天城シンポジウム記録 日本人とは何か 参加者 

日－511 ‘80天城シンポジウム記録 日本と中国 参加者 

日－512 ‘81天城シンポジウム記録 日本文化の明暗 参加者 

日－513 津田左右吉博士と道教―福井文雅氏の 
書評『道教と日本文化』に答えて― 

東方宗教61号 昭和58年  
 

日－514 東洋文化における自然―習俗と宗教 文化 第2輯 昭和63年3月  

日－515 莊周の遊に就て 支那学第12巻 第3・4号 昭和21年11月刊   

日－516 中国宗教思想史 岩波講座 
「東洋思想」第13巻所収  

1990年4月刊行  
 

日－517 〔対談筆録〕中国の政治・中国の古典 
アジア・クォータリー、912、 

1977年6月講演 
 

日－518 〔講演筆録〕老荘の思想 
朝日ゼミナール82、 

1972年2月 
 

日－519 〔講演筆録〕豊前の国と中国古代宗教 
文化－八幡信仰のルーツは中国である－ 

－郷土田川33 1990年 

日－520 〔対談筆録〕古代往来、倭と呉越 
『古代テクノポリスと呉越』 

東アジア文化交流史研究会、1992年5月 
 

日－521 〔講演筆録〕馬の文化と船の文化 宮城経協会報、1992年6月会報、1992年6月 

日－522 〔講演筆録〕生気の流れと壷 日本経絡学会誌21号 1993年 

日－523 〔対談筆録〕明日香と道教 （季刊）明日香風16 1955年10月 

日－524 宇佐八幡と道教－豊前国と中国古代の 
宗教文化－   

北九州大学 昭和62年 
 

日－525 4 遥かなる歌垣の原郷－倭人と少数民族
－  日中合同シンポジウム  

大和書房 1993年4月（未収） 

日－526 〔対談筆録〕呉越と倭国 
『古代テクノポリスと呉越』 

東アジア文化交流史研究会、1992年5五月（未収） 
 

日－527 〔対談〕老荘哲学者福永光司が考えて 
きたこと   

福永光司・永田力 すばる5月号 
2002年（未収） 
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番号 書    名 著者・出版社・版年・規格 
日－528 荘子 懐徳31 1960年10月 

日－529 荘子の哲学 精神開発室69年度紀要、 富山教育委員会、1970年4月 

日－530 無用の用  精神開発室70年度紀要、 富山教育委員会、1971年1月 

日－531 現代文明に警告する老荘の哲学 月刊エコノミスト9月号 1973年9月 

日－532 〔野談筆録〕今に受け継ぐ呉越の思想 
『呉越の風 筑紫の火』 

東アジア文化交流史研究会、1991年5月  
 

日－533 「元気」の哲学 健康1977年4月号、1977年4月 

日－534 中国古代の神道と日本の神  々 創造の世界26 小学館、1978年5月 

日－535 山上憶良と病気 奈良朝期の道教医学学－ 健康1979年1一月号、1979年1月 

日－536 「木鶏」の哲学 木鶏、創刊号、太平洋公論社、1979年3月 

日－537 記紀と道教 国文学29巻11号 1984年9月  

日－538 千利休『遺偈』の訓み方 中国学の一研究
者として  

淡交社（『淡交』別冊29） 1999年 
 

日－539 佛教と道教－特に禅と浄土の場合 巻頭言 ブディスト 1986年 （未収） 

日－540 「健康」という言葉 健康1985年5月号、1985年5月（未収） 

日－541 「古事記」と中国古代の薬学－ 健康1990年1月号、1990年1月（未収） 

日－542 「生命」という漢語－古代中国人の 
生と死の思想－  

健康1991年７月号 1991年7月（未収） 
 

日－543 長寿と「柔弱」＝無量寿と「柔軟」 健康1987年1月号 1978年1月（未収） 

日－544 「病気」－気が病むということ－ 健康1988年5月号 1988年5月（未収） 

日－545 余れ 宇宙の中に立ち PHP 平成4年9月号、平成4年9月（未収） 

日－546 「元気」の哲学 健康1977年4月号 1977年4月（未収） 

日－547 無用の用 人文第2号 1971年 京都大学人文科学研究所  

日－548 道教一元論者の弁 人文第8号 1973年 京都大学人文科学研究所 

日－549 西と東 人文 第20号  1979年 京都大学人文科学研究所 

日－550 鬼道と神道と真道 人文第21号 1980年 京都大学人文科学研究所  

日－551 道教とは何か 人文第26号 1982年 京都大学人文科学研究所

日－552 愚公と智叟 中国語 1975年 大修館書店  

日－553 稲荷山鉄剣の「七月中」 歴史と人物 昭和59年 中央公論社  

日－554 倭人と越人 倭と越 
日本文化の原郷をさぐる  

1992年 東アジア文化交流史研究会 
 

日－555 道教と日本の宗教思想 上下 福永光司著 中外日報 平成4年  
日－556 道教と八幡大神 中外日報 1990年１月１日  
日－557 砂中の回廊 

 
朝日新聞朝刊連載1~339 平成11年9月9日 

～平成12年8月21日 
日－558 天寿国繍帳の曼荼羅図 関西大学通信152号 1996年2月1日 
日－559 探求・日本の道教遺跡 

 
朝日新聞 11回連載 1986年1月25日 

～1986年11月26日 
日－560 ＯＢＳ創立４０周年記念講演会 

「こころの時代をどう生きるか」  
ＯＢＳ大分放送豊第11号） 1993年3月19日 
 

日－561 銅の文化の伝来と豊の国 三毛の文化 第12号 平成元年10月20日 
日－562 道教における鏡と剣 『東方学報』京都第45冊 昭和48年9月刊行 
日－563 タオイズムの風 第１回～第43回 

 
中日新聞日曜版 1994年9月11日 

～1995年9月24日 
日－564 混沌を生き抜くタオイズム 西日本新聞夕刊 1999年3月16日 
日－565 ミレニアムと終末論 西日本新聞 2000年11月7日 
日－566 トルストイのみた”老子” 朝日新聞夕刊 1998年11月13日 
日－567 ふるさとわがまち 大分合同新聞朝刊 1999年10月4日 
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日－568 いのちの哲学「老荘」に学ぶ まなびとぴあ第38号 2001年2月1日 
日－569 トルストイと道教 致知1998年5月号 

哲学（計361冊） 

番号 書    名 著者・出版社・版年・規格 
日－570 世界大思想全集（第2、第8、第10巻）3冊 神田豊穂 春秋社 昭和2年~昭和4年 20   
日－571 西洋哲学史要 

 
波多野精一 大日本図書株式会社  
大正13年 22 

日－572 西洋中世思想の研究（石原謙先生献呈論文集） 江藤太郎･高田三郎･松本正夫編  岩波書店   
1965年  22 

日－573 西洋近世哲學史稿 九鬼周造 岩波書店 1944年 22 
日－574 西洋近世哲学史稿（上） 九鬼周造  岩波書店 1948年 21 
日－575 西洋近世哲學史 安倍能成 岩波書店 1917年 20 
日－576 西洋古代中世哲學史 安倍能成 岩波書店 1916年 19 
日－577 西洋宗教思想史.（希臘の巻 第1） 波多野精一 岩波書店  昭和22年  21 
日－578 世界精神史講座（ 第6巻、第7巻）2冊 

世界精神史の諸問題(1)（2）  
理想社出版部 昭和15年-~昭和16年  22 
 

日－579 世界教養全集（別巻４）語録 永遠の言葉 大内兵衛編 1963年 19 
日－580 概観世界史潮 坂口昂 岩波書店 大正9年 23 
日－581 現代ヨーロッパの精神 加藤周一 岩波書店 1959年 19 
日－582 ヨーロッパー1930年代 河野健二編 岩波書店 1980年 22 
日－583 生と死の思想  ヨーロッパ文明の核心 鯖田豊之 朝日新聞社 1982年 19  
日－584 哲学年表 速水敬二  岩波書店 昭14年 19 

岩波講座（哲学）18冊 日－585 
東洋美学               金原省吾   岩波書店 1931年 22 
空間論                 戸坂潤    岩波書店 1931年 22 
イデオロギーの発生（宗教）      宇野円空   岩波書店 1932年 22 
有機的自然観             本多謙三   岩波書店 1932年 22 
存在論史               山内得立   岩波書店 1932年 22 
目的論                宮本和吉   岩波書店 1932年 22c 
因果論                川合貞一   岩波書店 1932年 22 
哲学と政治学との交渉          佐々弘雄   岩波書店 1932年 22 
懐疑論史               出隆     岩波書店 1932年 22 
大学の歴史              石原謙    岩波書店 1932年 22 
物質論                阿部良夫   岩波書店 1932年 22 
明治哲学界の回顧           井上哲次郎  岩波書店 1932年 22 
イデオロギーの発生（芸術）      長谷川如是閑 岩波書店 1932年 22 
我国における研究自由闘争史の一節    森戸辰男   岩波書店 1933年 22 
認識論史―その一章、カント哲学序説― 矢崎美盛   岩波書店 1933年 22 
哲学概論                西田幾多郎  岩波書店 1953年 22 
哲学叢書 美学            阿部次郎著  岩波書店 1937年 19 
道教に就いて             幸田露伴著  岩波書店 1933年 22 

日－586 哲学論文集（第1~第3）3冊 西田幾多郎 岩波書店  
昭和10年~昭和15  22 

日－587 和辻哲郎全集（ 第3巻 ） 和辻哲郎 岩波書店 1962年 22 
日－588 天野貞祏著作集（第5巻） 天野貞祏 細川書店 1950年 19 
日－589 桑原武夫全集（第3巻） 桑原武夫朝日新聞社 1968年 20   
日－590 井筒俊彦著作集 

（ 別巻  対談鼎談集・著作目録）   
井筒俊彦 中央公論社  1993年 22 
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番号 書    名 著者・出版社・版年・規格 
日－591 倉石武四郎著作集 

（ 第1巻 ことばと思惟と社会）  
倉石武四郎 くろしお出版  1981年 22 
 

日－592 文学哲学論文集  東京大学文学部研究報告 東京大学文学部  1974年 22 
日－593 哲学論文集  東京大学文学部研究報告（第3）   東京大学文学部  1968年 22   
日－594 文学哲学論文集   

東京大学文学部研究報告（第5） 
東京大学文学部  1974年 22 

日－595 西田哲学 高山岩男 岩波書店 昭和10年  19 
日－596 西田哲学の根本問題 滝沢克巳 力江社 昭和11年 19 
日－597 西田幾多郎先生の生涯と思想 高坂正顕 弘文堂書房 1947年 22 
日－598 西田幾多郎を読む 上田閑照 岩波書店 1991年 19 
日－599 回想の三木清 附年譜及著作目録 

 
三一書房編輯部編  三一書房  
昭和23年 19 

日－600 洛陽に吼ゆ 蜷川虎三回想録 蜷川虎三 朝日新聞社  1979年 20 
日－601 名も無き民のこゝろ 河村幹雄博士遺稿 河村幹雄  岩波書店 昭和9年 23 
日－602 現代の哲學 高橋里美 岩波書店 1917年 20   
日－603 哲学以前 出隆 岩波書店 昭和4年 18 
日－604 実践哲学概論 西晋一郎 岩波書店 昭和5年 23 
日－605 哲学の話 大島正徳 宝文館 昭和9年 18 
日－606 哲学的人間学 高山岩男 岩波書店 昭和13年 23 
日－607 宗教哲学 安部能成 岩波書店 昭和7年  22 
日－608 宗教哲学序論 波多野精一 岩波書店 昭和15年 23 
日－609 印度哲學史 宇井伯壽 岩波書店 1932年 23 
日－610 文化哲学基礎論 池上鎌三 岩波書店 昭和14年 22 
日－611 根源的主体性の哲学 西谷啓治 弘文堂書房 昭15年 23 
日－612 哲学の方向 田邊元 目黒書店 昭和16年 19 
日－613 学生と哲学 

 
河合栄治郎編  日本評論社  
昭和16年 19 

日－614 哲学入門 哲学の根本問題(筑摩叢書55) 田邊元 筑摩書房 1966年 19 

日－615 哲学と科学との間 田辺元  岩波書店 1942年 19   
日－616 哲学概論 宮本和吉 岩波書店 1949年 19 
日－617 哲学全書 明治論理学史研究 船山信一 理想社 1966年 19 
日－618 哲学は何のために 高坂正顕 理想社 1959年 19 
日－619 現代日本の哲学 西谷啓治編  雄渾社 1967年 19 
日－620 哲学のすすめ 

 
梅原猛･橋本峰雄･藤沢令夫編  筑摩書房   
1969年 19 

日－621 神秘哲学 井筒俊彦 人文書院 1978年 20 
日－622 死の哲学的考察 荻野恕三郎 南窓社  1975年 22   
日－623 若き哲学徒の手記 弘津正二 山口書店 1949年 19 
日－624 哲学の旅から 上山春平 朝日新聞社  1979年 19 
日－625 自然・文明・学問 科学の知と哲学の知 藤沢令夫  紀伊国屋書店  1983年 20 
日－626 哲学の三つの伝統 野田又夫 紀伊国屋書店  1984年 20 
日－627 私の美と哲学 

 
井上房一郎 高崎哲学堂設立の会編   
あさを社  1985年 21 

日－628 哲学の課題 藤沢令夫  岩波書店  1989年 19 
日－629 世界観と哲学の基本問題 藤沢令夫 岩波書店  1993年 19 
日－630 逆転の哲学呪咀 神義子 芸友センター  1974年 27 
日－631 悪の哲学 鶴見俊輔他編  筑摩書房 1990年 20 
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番号 書    名 著者・出版社・版年・規格 
日－632 地球の哲学 46億年の歴史が語る新しい人間観  梅原猛･松井孝典  PHP研究所 1998年 20 
日－633 論理学史 山下正男 岩波書店  1983 19 
日－634 論理学（増訂改版） 速水滉 岩波書店 昭和21年 19  
日－635 論理学（改訂版） 原佑 東京大学出版会 1963年 22    
日－636 構想力の論理（第1） 三木清 岩波書店 昭和14年 22 
日－637 倫理学の根本問題 西晋一郎 岩波書店 大正12年 22 
日－638 倫理学（上巻） 和辻哲郎 岩波書店 昭和12年 23  
日－639 倫理学の根本問題 阿部次郎 岩波書店 大正5年 19 
日－640 認識論 紀平正美 岩波書店 大正4年 19  
日－641 認識論 高橋里美 岩波書店 昭和13年 19  
日－642 事実と幻想 日本人の意識構造（続） 会田雄次 講談社  1973年 20 
日－643 「いき」の構造 九鬼周造著  岩波書店 1949年 19 
日－644 無の自覚的限定 西田幾多郎 岩波書店 昭和7年 22   
日－645 思索と体験（続） 西田幾多郎 岩波書店 昭和12年 19 
日－646 自覚に於ける直感と反省 西田幾多郎 岩波書店 昭和16年 22  
日－647 善の研究 西田幾多郎 岩波書店 昭和23年 19  
日－648 善と必然との間に 田中美知太郎著 岩波書店 1952 22 
日－649 時と永遠 波多野精一 岩波書店 昭和18年 21  
日－650 威傷と反省 谷川徹三 岩波書店 昭和11年 19 
日－651 唯物史観と現代の意識 三木清 岩波書店 昭和3年 23  
日－652 史的観念論の諸問題 三木清 岩波書店 昭和4年 23  
日－653 観念形態論 三木清 鉄塔書院 昭和6年 23 
日－654 歴史と弁証法 高橋里美 岩波書店 昭和14年 23 
日－656 辨證法的世界の理論 柳田謙十郎 岩波書店 昭和14年 22 
日－657 史的唯物論 大森義太郎 日本図書 昭和21年 19 
日－658 観念論と唯物論 柳田謙十郎 弘文堂 1949年 19 
日－659 唯物史観 廣松渉 岩波書店 1997 22 
日－660 弁証法の系譜 : マルクス主義とプラグマティズム 上山春平 未来社  1963 22 
日－661 マルクス主義と実存主義 森本和夫訳 人文書院 1963 19 
日－662 実存哲学の根本問題 草薙正夫 創文社 1962 22 
日－663 現象学叙説 山内得立 岩波書店 昭和4年 23  
日－664 ニヒリズム（戦後日本思想大系.第3） 梅原猛編・解説  筑摩書房  1968年  20   
日－665 ニヒリズム（内面性の現象学） 渡辺二郎 東京大学出版会  1975年 19   
日－666 思想の運命 林達夫 岩波書店 昭和14年 20 
日－667 思想の流れ 荒正人  毎日新聞社  1958年 19 
日－668 危機に於ける人間の立場 三木清 鐡塔書院 昭和8年 19 
日－669 人格と人類性 和辻哲郎 岩波書店 昭和13年 23 
日－670 人間と実存 九鬼周造 岩波書店 昭和14年 23 
日－671 人間学への試み 山田慶児編 筑摩書房  1973年 19 
日－672 象徴的人間 高坂正顕 弘文堂書房 昭和16年 19 
日－673 人格主義 阿部次郎 岩波書店 大正11年 22  
日－674 芸術と道徳 西田幾多郎  岩波書店 大正12年 23 
日－675 「生きたるもの」の思想 日本の美論とその基調 新川哲雄 ぺりかん社  1985年 20 
日－676 日本精神史研究 和辻哲郎  岩波書店 大正15年 22 
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番号 書    名 著者・出版社・版年・規格 
日－677 日本精神史研究（続） 和辻哲郎 岩波書店 昭和10年 22  
日－678 意識と本質 精神的東洋を索めて      井筒俊彦 岩波書店 1983年 19   
日－679 意味の深みへ 東洋哲学の水位 井筒俊彦  岩波書店 1985年 19 
日－680 叡知の台座 井筒俊彦対談集        井筒俊彦 岩波書店 1986年 19 
日－681 内面性の現象学 渡辺二郎 勁草書房  1978年 20 
日－682 歴史的世界 現象学的試論 高坂正顕 岩波書店 昭和12年 22 
日－683 国家と価値 上山春平編  京都大学人文科学研究所  1984年 26 
日－684 世界観と国家観 西谷啓治 弘文堂書房 1942年 19   
日－685 宇宙論衡（東亜研究講座第50輯） 高瀬武次郎   東亜研究会 昭和8年 19  
日－686 歴史的現実 田辺元  岩波書店 1940年 19   
日－687 歴史と価値 上山春平 岩波書店 1972年 22 
日－688 埋もれた巨像 上山春平 岩波書店 1977年 19 
日－689 破局からの創造 現代創造理論による文明 

救済の原理と超人類社会の構想   
市川亀久弥 小学館 1972年 20   
 

日－690 宗教と科学の接点 河合隼雄 岩波書店  1986年 19 
日－691 宗教学 宇野円空  岩波書店 昭和6年 20    
日－692 宗教の深層 : 聖なるものへの衝動 阿満利麿 人文書院  1985 20   
日－693 地球化時代のキリスト教 自己変成の途 

（宗教文明叢書4） 
聖心女子大学キリスト教文化研究所編   
春秋社  1998  20  

日－699 原始基督教の文化史的意義 和辻哲郎 岩波書店 大正15年  23  
日－700 新約聖書 石原謙 岩波書店 昭和10年 19 
日－701 禁忌の聖書学 山本七平  新潮社  1992年  20 
日－702 聖書の旅 滝口鉄夫写真と文･佐藤研監修 小学館 2000年 21  
日－703 キリスト者と市民運動 飯沼二郎 未来社 1970年 20 
日－704 国家権力とキリスト者 飯沼二郎 未来社 1973年 20 
日－705 基督抹殺論 幸徳秋水 九州評論社 1946年 18 
日－706 異端運動の研究 

 
会田雄次,中村賢二郎編  京都大学人文科学研究所   
1974年 27 

日－707 社会科学を学ぶ人々に 恒藤恭･滝川幸辰共編  世界思想社 1950年 19 
日－708 社会学 新明正道 岩波書店 1929年 19 
日－709 社会的相互行為の研究 谷泰編  京都大学人文科学研究所  1987年  22 
日－710 どんな人間がこの時代を生きぬくか 公文毅  河出書房新社  1997年 20   
日－711 正しい学び方 働くものの入門書 民主評論編集部編  民主評論社  1948年  19 
日－712 イデオロギーと共存 ＭＲＡハウス発行 1959年  19 
日－713 現代社会 転換期の考察 河野健二 人文書院 1979年 20   
日－714 法的思想の研究            山下正男編 京都大学人文科学研究所 平成5年 27 
日－715 予言と革命 ここにも大変革の危機がある 安居香山 探究社  1976年 19 

日－716 近代文化と社会主義 飛鳥井雅道 晶文社 1970年 20 
日－717 国民道徳とデモクラシー 吉田熊次 目黒書店 大正8年 22 
日－718 老年発見 「成長」から「老知」へ 埴谷雄高他 NTT出版  1993年 22 
日－719 アリストテレス形而上学 三木清 岩波書店 昭和10年 20 
日－720 アリストテレス 青木巖 岩波書店 1927 23 
日－721 アウグスチヌス神の国 岩下壮一 岩波書店 昭和10年 20   
日－722 スピノザ哲学大系 小野範冶 岩波書店 大正8年 22 
日－723 カントの道徳哲学 松永材 帝国教育界出版部 大正13年 19 

 20 



番号 書    名 著者・出版社・版年・規格 
日－724 カント純粋理性批判 天野貞祐 岩波書店 昭和22年 19  
日－725 カント 高坂正顕 弘文堂書房 1948年 19 
日－726 ヘーゲル哲學と辯證法 田邉元 岩波書店 1932年  23 
日－727 ヘーゲル哲學解説 國際ヘーゲル聯盟日本支部編 岩波書店 1931年 20 
日－728 スピノザとヘーゲル 国際ヘーゲル聯盟日本支部編 岩波書店 1932年 23 
日－729 ニイチェ研究  和辻哲郎 筑摩書房 1942年 22 
日－730 ニイチェとソクラテス 今井仙一 富書店 1947年 19 
日－731 ニーチェからサルトルへ 清水幾太郎編 平凡社  1966年 19 
日－732 ツアラツストラを読む人のために 高坂正顕  弘文堂書房  1950年 19 
日－734 パスカルに於ける人間の研究 三木清 岩波書店 大正15年 22 
日－735 プロチノスエネアデス 出隆 岩波書店 昭和11年 20  
日－736 マクス・シェーラー 田中煕 弘文堂書房 1939年 20   
日－737 シヨーペンハウエル 竜野健次郎 弘文堂書房 1940年 20   
日－738 マックス・ヴェーバー研究 大塚久雄他 岩波書店 1965年 22 
日－739 マックス・ウエーバーの社會理論 青山秀夫 岩波書店 1950年 22 
日－740 神以前 ケールケゴルとの一つの貧しき同感 墓地清  人文書院 昭和12年  20 
日－741 ルソー 島芳夫 弘文堂書房 1938年 20 
日－742 ルソー（人と思想14） 中里良二 清水書院  1969年 19   
日－743 ルソー研究 桑原武夫編 岩波書店 1951年 22 
日－744 ルソー論集 桑原武夫編 岩波書店 1970年 22 
日－745 ルソーの政治思想 樋口謹一 世界思想社 1978年 22 
日－746 ロック 野田又夫 講談社 1985年 18 
日－747 デカルト 野田又夫編 平凡社 1977年 20 
日－748 デカート 朝永三十郎 岩波書店 1925年 23 
日－749 ユングと東洋（上下） 湯浅泰雄 人文書院 1989年 20   
日－750 ユングとヨーロッパ精神 湯浅泰雄 人文書院 1979年 20 
日－751 ヒスパーヌス論理学綱要 山下正男著 京都大学人文科学研究所 1981年 22 
日－752 プルードン研究 河野健二編 岩波書店 1974年 22 
日－753 ゲーテの思想と自我の問題 藤井外輿著 東洋出版 1976年 22 
日－754 シュライエルマッヘル宗教論 石原謙 内田老団 大正8年 22 
日－755 イデアと世界 藤澤令夫 岩波書店 2000年 22 
日－756 フランス社会主義 : 管理か自立か 阪上孝  新評論  1981年 20 
日－757 アナーキズム 松田道雄編集 筑摩書房 1963年 20 
日－758 ロゴスとレンマ 山内得立 岩波書店 1974年 22 
日－759 哲學史 ヘーゲル著 武市健人譯 岩波書店 1934年 23 
日－760 中世の哲学 

 
フランソワ・シャトレ 編 ･山田晶監訳  
白水社 1998年 20 

日－761 哲学とは何か ハイデッカー著 原佑訳 理想社 1960年 22 
日－762 道徳哲学 

 
D.D.ラファエル著 野田又夫･伊藤邦武訳   
紀伊国屋書店 1984年 20   

日－763 哲学読本（3）実践哲学 実践と諸目的 
 

ルイ=マリー・モルフォー･フランソワーズ・ラファン
紀伊国屋書店 1980年20   

日－764 人間の哲学 マルクス主義と実存主義 A･シャフ著  岩波書店 1964年  19 
日－765 哲学的人間学 

 
マクス・シェラー著   理想社出版部  
昭和10年 23 

日－767 大論理學（上巻）ヘーゲル著 鈴木權三郎･武市健人訳 岩波書店 1932年 23 
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番号 書    名 著者・出版社・版年・規格 
日－768 論理学 W.C.サモン著 山下正男訳 培風館 1975年 22 
日－769 対話の論理 弁証法再考 ニコラス･レッシャー著  紀伊国屋書店  

1981年 20 
日－770 マルクス主義と実存主義 森本和夫訳 人文書院 1963年 19 
日－771 實存主義かマルクス主義か 

岩波書店 1953年 19 
G.ルカーチ著 城塚登･生松敬三譯  
 

日－772 プラトン全集（ 第11巻） 岡田正三訳  全国書房   昭和26年 19 
日－773 ニコマコス倫理學 アリストテレス著 高田三郎譯 河出書房 1938年 22 
日－774 三位一体論 

 
アウグスティヌス著  中沢宣夫訳 東京大学出版会  
1975年 20 

日－775 ライプニッツ著作集（10） 中国学・地質学・普遍学 工作舎 1991年 22 
日－776 ガリレオ(世界の名著21) 豊田利幸責任編集  中央公論社  1969年  18 
日－777 ブルクハルト(世界の名著45) 柴田治三郎責任編集  中央公論社  1969年  18 
日－778 カント著作集14 神の存在の 

證明根據    
松岡義和他 岩波書店 昭和10年 22 
 

日－779 美と崇高との感情性に關する觀察 イマヌエル・カント著 上野直昭譯 岩波書店 1948年 22 
日－780 道徳哲學 イマヌエル・カント著 白井成允譯 岩波書店 1926年 23 
日－781 可感界並に可想界の形式と原理 

とに就いて 
イマヌエル・カント著 武田信一訳 岩波書店 1929年 23 

 
日－782 人間学 イマヌエル・カント著 坂田徳男訳 岩波書店  1937年 23 
日－783 書簡集 イマヌエル・カント著 篠田英雄訳 岩波書店 1937年 23 
日－784 ニイチエ書簡集 和辻哲郎訳 岩波書店  大正6年 20 
日－785 陽に翔け昇る 妹と私 ニイチェ遺著  十菱麟訳  ニイチェ遺作刊行会 1956年 20 
日－786 世界宗教の経済倫理. 第2部 第1

（宗教社会学論集. 第3） 
マックス・ウェーバー著  みすず書房  1953年 19 

 
日－787 世界宗教の経済倫理 マックス・ウェーバー著  みすず書房 1953年 19 
日－788 アジア宗教の基本的性格 

 
マックス・ウェーバー著 池田昭･山折哲雄･日隈威徳訳    
勁草書房   1970年  20 

日－789 アジア宗教の基本的性格 マックス・ウェーバー著 池田昭他訳  
勁草書房 1970年 20 

日－790 ストリンドベルクと 
ファン・ゴッホ     

カールヤスパース著   みすず書房  1974年  19 
 

日－791 ハイデガーとの対決 
 

カール・ヤスパース著 児島洋他 共訳  
紀伊国屋書店 1981年 22 

日－792 ハイデッガーの哲学 アロイス・フィッシャー著   富山房  昭和16年  19  
日－793 憂愁の哲学 キュルケゴォル著 春秋社 昭和16年 17 
日－794 哲学的断片（後書） キェルケゴール 鬼頭英一訳 三笠書房 1949年 19 
日－795 キルケゴールの言葉 キュルケゴール 大谷愛人訳編 弥生書房 1969年 19 
日－796 パスカル瞑想録 由木康訳 白水社 1938年  20 
日－797 パスカル小論 

（仏蘭西文芸思潮叢書第8） 
サンド・ブーヴ 平岡昇訳 白水社 昭和14年 19 
 

日－798 デカルト選集 
（第3巻、第4巻） 2冊   

創元社 1939年 20 
 

日－799 精神と情熱とに關する81章 アラン 小林秀雄譯 創元社 1936年 20 
日－800 シェストフ選集 

（第1巻、第2巻）2冊  
三木清監修 改造社 1934年-1935年  23 
 

日－801 アラン芸術論集 桑原武夫訳  岩波書店   1948年  19   
日－802 サルトル全集（第 18 巻）存在と

無 : 現象学的存在論の試み 
（ 第1分冊 ） 

松浪信三郎訳 人文書院  1956年 19 
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番号 書    名 著者・出版社・版年・規格 
日－803 反抗的人間 

 
アルベエル・カミユ著 佐藤朔･白井浩司訳  
新潮社 1956年  19 

日－804 中世の秋 ヨハン・ホイジンガ著 兼岩正夫･里見元一郎訳  
創文社  1958年 22 

日－805 ホモ・ルーデンス : 人類文化と
遊戯  

ヨハン・ホイジンガ著  高橋英夫訳 中央公論社  
1963年 22 

日－806 ニコラウス・クザーヌス 
 : 1401～1464 その生涯の素描    

エーリヒ・モイテン 酒井修訳   
法律文化社  1974年   22 

日－807 ブーバー著作集（4） 
哲学的人間学       

稲葉稔･佐藤吉昭訳 みすず書房 1969年 20   
 

日－808 ケーベル博士小品集 深田康算･久保勉訳 岩波書店 大正8年 22 
日－809 資本論解説 カール・カウッキー著  高畠素之訳 而立社 1924年 20 
日－810 技術の起源 

 
ハンナー・レウィン・ドルシ,ハインリヒ・クノー著  
高山洋吉訳 日本評論社 1940年 23 

日－811 芸術と狂気 エドガー・ウィント著 高階秀爾訳 岩波書店  1965年  19 
日－812 イコンとイデア 

 : 人類史における芸術の発展 
ハーバート・リード著 宇佐見英治訳  みすず書房   1957 年 
22 

日－813 自己実現の闘い 神経症と 
人間的成長 

カレン・ホーナイ著 藤沢みほ子･対馬ユキ子訳   
アカデミア出版会   1986年 19 

日－814 沈黙の世界 マックス・ピカート著 佐野利勝訳 みすず書房 1964年  19  
日－815 眼には眼を : 三つの眼による 

知の様式と対象域の地平   
ケン・ウィルバー著 吉福伸逸他訳  青土社  1987年  20 
 

日－816 科学と経済・社会、心と身体、フ
ェミニズムの将来   

カプラ著 吉福伸逸他訳  工作舎 1984年 20 

日－817 心理学と錬金術（1、2）2冊 C.G.ユング著 池田紘一･鎌田道生訳 人文書院 1976年 22   
日－818 ユング著作集（第2） 

現代人のたましい   
高橋義孝･江野専次郎訳 日本教文社 1955年 19 
 

日－819 黄金の華の秘密 
 

C.G.ユング リヒアルト・ウィルヘルム共著  
湯浅泰雄･定方昭夫訳  人文書院  1980年 20 

日－820 暗黙知の次元 マイケル・ポラニー著 佐藤敬三訳 紀伊國屋書店 1980 年

19 
日－821 ベールの彼方の生活（四） G.V.オーエン著  近藤千雄訳 潮文社 1986年 19 
日－822 青年と人生を語ろう アンドレ・モーロワ著  谷長茂訳  二見書房1968年 19 
日－823 人間 E.カッシーラー著 宮城音弥訳 岩波書店 1979年 19 
日－824 人間 この未知なるもの アレキシス・カレル著  岩波書店  昭和13年 20 
日－825 反抗的人間 佐藤朔･白井浩司訳 新潮社  1973年 20 
日－826 遊びと人間 

 
ロジェ・カイヨワ著 多田道太郎･塚崎幹夫訳  
講談社 1971年 20 

日－827 人間と死 
 

エドガール・モラン著 古田幸男訳 法政大学出版局  
1973年 20 

日－828 堕落論 （筑摩叢書43） 
 

ジェラルド・ハード著  深瀬基寛･安田章一郎訳  
筑摩書房 1965年 19 

日－829 ペットは死後も生きている 
 

シルビア・バーバネル著  近藤千雄訳・編 ハート出版  
1993年 20 

日－830 自然の観念 
 

R.G.コリングウッド著 平林康之･大沼忠弘訳  
みすず書房 1974年 20 

日－831 ドイツ徹底自然主義作品集 アルノー・ホルツな等著 アルノー・ホルツ研究会訳   
三修社  1984年 22   

日－832 自然の観念 R.G.コリングウッド著 平林康之他訳 みすず書房 1974 年
20 
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番号 書    名 著者・出版社・版年・規格 
日－833 20世紀の神話 

 
アルフレット・ローゼンベルグ著 吹田順助･上村清延訳   
中央公論社   昭和13年  22 

日－834 緑の政治学 シャーリーン・スプレットナク,フリッチョフ・カプラ著  
吉福伸逸他訳  青土社  1992年 20 

日－835 グリーン・ポリティックス シャーリーン・スプレットナク他著 青土社 1986年 20 
日－836 ターニング・ポイント フリッチョフ・カプラ著 吉福伸逸他訳 工作舎 1984年 20 
日－837 コスモスの崩壊 アレクサンドル・コイレ著  野沢協訳 白水社 1974年 20 
日－838 アシジの聖フランシスコ オ・エングルベール著 平井篤子訳 創文社 1969年 22   
日－839 古代霊は語る  

: シルバー・バーチ霊訓より 
近藤千雄訳編  潮文社  2005年 19 
 

日－840 シルバー・バーチの霊訓( 1) アン・ドゥーリー編 近藤千雄訳 潮文社  2004年 19  
日－841 シルバー・バーチの霊訓((4)  ウィリアム・ネイラー編 近藤千雄訳 潮文社  2004年 19 
日－842 霊界通信 ベールの彼方の生活 

（第4巻）  
G.V.オーエン著 近藤千雄訳 潮文社  2004年 19   
 

日－843 歴史と終末論 R・ブルトマン著 中川秀恭訳 1959年 19 
日－844 天界と地獄 

 
エマヌエル・スヴェーデンボルイ著 アルカナ出版   
1985年  19 

日－845 最後の審判とバビロンの滅亡 
 

イマヌエル・スエデンボルグ著 柳瀬芳意訳  
静思社 1975年 22 

日－846 最後の審判とバビロンの滅亡 
 

イマヌエル・スエデンボルグ著 柳瀬芳意訳  
静思社  1986年 22 

日－847 マイステル・エッケハルト 
独逸的信仰の本質  

デュルクハイム著 理想社  昭和18年 19 
 

日－848 個人と宗教 心理學的解釋 G.W. オルポート著 原谷達夫譯 岩波書店 1953年 19 
日－849 キリストと時  原始キリスト教の

時間観及び歴史観 
（岩波現代叢書）  

O.クルマン著 前田護郎訳  岩波書店  1954 年 19 

日－850 宗教精神病理学入門 
 

クルト・シュナイデル著 懸田克躬･保谷真純訳 みすず書房  
1954年 22 

日－851 宗教史大系（第1巻） 
 

シャントピー・ド.ラ.ソーセイ原著 篠田一人訳  新教出版社   
昭和20年 22 

日－852 新約聖書   
日－853 旧新約聖書   
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日本思想（計57冊） 

番号 書    名 著者・出版社・版年・規格 
日－855 日本思想史研究 村岡典嗣  岩波書店 昭15年 23 
日－856 日本思想史の基礎知識 古代から明治維新まで 田村円澄等編集 有斐閣  1974年 22 
日－857 日本思想論争史 今井淳･小沢富夫編  ぺりかん社  1979年 20 

日－858 日本の思想 土着と欧化の系譜 上山春平  サイマル出版会  1971年 19 

日－859 日本思想史に於ける否定の論理の発達 家永三郎  新泉社  1969年 20    
日－860 日本古代思想史の研究 井上光貞  岩波書店  1982年 22 
日－861 近代日本社会思想史近代 

（日本思想史大系第1）    
古田光･作田啓一･生松敬三編  
有斐閣 1968年 22 

日－862 日本哲学思想史 永田広志日本思想史研究 
（第1巻）  

法政大学出版局 1967年 22 
 

日－863 日本儒學史 安井小太郎 冨山房 1939年 23 
日－864 日本朱子學派之哲學(巽軒叢書) 井上哲次郎 冨山房 1924年 23 
日－865 日本古學派之哲學(巽軒叢書) 井上哲次郎 冨山房 1924年 23  
日－866 日本陽明學派之哲學(巽軒叢書) 井上哲次郎 富山房 1935年 23 
日－867 日本陽明學（上中下）3冊 井上哲次郎･蟹江義丸共編 大鐙閣 1922年 23 

日－868 儒家思想から見た古事記の研究 田所義行  桜楓社 1966年 22 
日－869 中世の儒学（日本歴史叢書 11） 和島芳男  吉川弘文館 1965年 20  

日－870 近世初期実学思想の研究 源了円  創文社  1980年 22 
日－871 近世日本庶民社会の倫理思想 今井淳  理想社 1966年 22 
日－872 徳川思想史研究 田原嗣郎  未来社 1967年 22 
日－873 論集江戸の思想 高崎哲学堂設立の会  1989年 21 
日－874 実践会員開発 日本青年会議所  昭和49年 19 
日－875 道の思想史 山田宗睦  講談社  1975年 20 

日－876 清貧の思想 中野孝次 草思社 1992年 20 
日－877 民本思想の物語 田所義行  秋山書店  1977年  19 
日－878 先哲の学問 内藤虎次郎 弘文堂書房 1946年 19 
日－879 忠孝論 西晋一郎 岩波書店 昭和6年 23  
日－880 如実なるもの 鈴木弘 文栄堂書店 1984年 20 
日－881 荻生徂徠集(日本の思想12) 荻生徂徠  金谷治編 筑摩書房 1970年 20 
日－882 校本賀茂眞淵全集（上下）2冊 賀茂真淵 山本饒編纂 弘文堂書房 1942 年

22 
日－883 本居宣長全集（第1巻、第2巻）2冊 村岡典嗣編 岩波書店 昭和17年 19 

日－884 本居宣長集(日本の思想15) 本居宣長  吉川幸次郎編  筑摩書房 1969年 20 
日－885 藤原惺窩・中江藤樹・熊沢蕃山・山崎闇斎・ 

山鹿素行・山県大弐集(日本の思想17)  
西田太一郎編 筑摩書房 1970年 20 
 

日－886 山鹿素行 斉藤謙蔵 博文堂 大正14年 15 

日－887 名物六帖（享保10年刊の複製） 伊藤東涯  朋友書店  1979年 27 
日－888 三浦梅園の研究 田口正治  創文社  1978年 22 
日－889 三浦梅園の教育思想研究 橋尾四郎  吉川弘文館  1983年 22  
日－890 黒い言葉の空間 三浦梅園の自然哲学 山田慶児  中央公論社  1988年 20   
日－891 三浦梅園の世界 空間論と自然哲学 小川晴久  花伝社  1989年 19 
日－892 養生訓・糸長本 三浦晋安貞 中尾弥三郎編 1992年 26 
日－893 梅園全集（弘道館大正元年刊の複製） 三浦梅園  梅園会編  名著刊行会  1970年 22 
日－894 帆足万里全集（第1巻-第4巻）4冊 帆足記念図書館編  ぺりかん社  1988年 22 



番号 書    名 著者・出版社・版年・規格 
日－895 帆足万里先生詩集（上） 古賀了介  古賀了介出版 1989年 26 
日－896 淡窓全集（上中下巻）3冊 広瀬淡窓  日田郡教育会編（増補 思文閣 1971年 22  
日－897 教聖・広瀬淡窓の研究 中島市三郎  第一出版協会 1936年 23 
日－898 講座日本思想  5冊 相良亨他編集  東京大学出版会  1983年 22 

 
講座日本思想 1 自然      講座日本思想 2 性    講座日本思想 3 秩序     
講座日本思想 4 時間      講座日本思想 5 美 
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中国哲学(計222冊) 

番号 書    名 著者・出版社・版年・規格 
日－899 東洋思想研究(東洋學叢書) 本田濟 創文社 1987年 22 
日－900 東洋思想研究（2、3、4）3冊 

 
津田左右吉編 早稲田大学東洋思想研究室年報  
岩波書店 1937年-1938年 22 

日－901 東洋思潮（第4回、第7回）2冊  
（岩波講座） 

岩波書店 昭和9年 22 

日－902 東洋倫理概論 安岡正篤 玄黄社 1929年 23 

日－903 東洋道徳研究 西普一郎 岩波書店 1940年 22 

日－904 人物を修める（東洋思想十講） 安岡正篤 竹井出版 1987年 20 
日－905 東洋のロマンティシズム 山元都星雄  白揚社 昭和15年 19 

日－906 東洋の美学 今道友信 ティビーエス・ブリタニカ出版   
1980年 20 

日－907 風水思想と東アジア 渡邊欣雄 人文書院 1990年 20 

日－908 東洋人の思惟方法 第1インド 
（中村元選集 第1巻） 

中村元 春秋社 1961年 20 
 

日－909 東洋人の思惟方法 第2中国 
（中村元選集 第2巻） 

中村元 春秋社 1961年 20 
 

日－910 東洋人の思惟方法 第3日本 
（中村元選集 第3巻） 

中村元 春秋社 1961年 20 
 

日－911 東洋人の思惟方法 第4 チベット人 
･韓国人（中村元選集 第4巻） 

中村元 春秋社 昭和37年 20 
 

日－912 東洋的思索 堀秀彦 明光堂書店 昭和18年  19 
日－913 混沌の海へ 中国的思考の構造 山田慶児  筑摩書房  1975年 19 
日－914 東洋封建社会のモラル（思想の歴史第6） 石田一良編  平凡社 1965年 19 
日－915 中国哲学を学ぶ人のために 本田濟編 世界思想社 1975年 19  

日－916 中国哲学史研究 唯心主義と 
唯物主義の抗争史  

重沢俊郎 法律文化社 1964年 22 

日－917 中国哲学問題史（上下冊）2冊 宇同著 沢田多喜男訳 八千代出版 1975年 21 
日－918 中国哲学史の展望と模索 木村英一博士頌寿記念事業会編  創文社  1976 年

22 
日－919 中国哲史文学逍遥 庄司荘一 角川書店 1993年 22 

日－920 中国思想史 小島祐馬 創文社 1968年 22 

日－921 中国思想について（精神開発叢書5） 
 

福永光司述  富山県教育委員会編   
富山県教育委員会  1969年 19 

日－922 中国の思想 伝統と現代 竹内実  日本放送出版協会 1967年 18 

日－923 中国の思惟 蜂屋邦夫 法蔵館  1985年 20 
日－924 中国の伝統思想 島田虔次 みすず書房 2001年 20  

日－925 古代中國思想の研究(東洋學叢書 ) 渡邊卓 創文社 1973年 22 
日－926 中國古代の論理 大濱晧 東京大學出版會 1959年 22 

日－927 中国的思惟の伝統 対立と統一の論理 大浜晧  勁草書房  1969年 20   

日－928 中国古代思想論 大浜晧  勁草書房  1977年 20 

日－929 

日－930 

中国思想史の諸相 

中国古代政治思想 

荒木見悟 中国書店 1989年 22  

中江丑吉 岩波書店 1950年 22 
日－931 中国の社会思想 小島祐馬 筑摩書房 1967年 23 
日－932 古代中国人の美意識 笠原仲二 笠原仲二頌寿記念会 昭和53年 22 
日－933 中国人の宗教意識 吉川忠夫  創文社  1998年 20 

日－934 中国の思想家 宇野哲人博士米寿記念論集 
（上下）2冊 

東京大学文学部中国哲学研究室編  
勁草書房 1963年 20 
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番号 書    名 著者・出版社・版年・規格 
日－935 中國古代の思想家たち（上下）2冊 郭沫若  野原四郎他訳 岩波書店   

1953年-1957年  19  

日－936 中国の人と思想（4）老子 柔よく剛を制す  楠山春樹 集英社 1984年 20 

日－937 中国の人と思想 (5) 荘子 俗中に俗を超える 中嶋隆蔵 集英社 1984年 20 

日－938 中国の人と思想（9）王陽明 百死千難に生きる 山下龍二 集英社 1984年 20 

日－939 中国の人と思想（11）康有為 ユートピアの開花 坂出祥伸 集英社 1984年 20 

日－940 中国における人間性の探究 金谷治編  創文社  1983年 22 

日－941 古代中国人の不死幻想（東方選書26） 吉川忠夫 東方書店 1995年 19    
日－942 中国古代中國古代の宗教と文化 赤塚忠 角川書店 1977年 22 
日－945 中國古代思想史における自然認識(東洋學叢書) 内山俊彦 創文社 1987年 22 
日－946 死と運命 中国古代の思索（法蔵選書 37） 金谷治  法蔵館  1986年 20 

日－947 中国古代人の夢と死(平凡社選書89) 吉川忠夫 平凡社 1985年 20 
日－948 中国古代における自然思想の展開 松本雅明 松本雅明博士還暦記念出版会 

中央公論事業出版 1973年 22 
日－949 中国古代における人間観の展開 板野長八 岩波書店 1972年 22  
日－950 古代中國の神 (々東洋學叢書) 御手洗勝 創文社 1984年 22 
日－951 中国中世の宗教と文化 

 
福永光司編  京都大学人文科学研究所  
1982年 27 

日－952 中国宗教制度（第1巻） 
 

デ・ホロート著 清水金二郎･荻野目博道共訳 
大雅堂 昭和21年  22 

日－953 中国人の宗教儀礼 仏教・道教・民間信仰 大淵忍爾編  福武書店  1983年 27 
日－954 中国近代思想と現代 知的状況を考える 河田悌一  研文出版  1987年 20 

日－955 中国における近代思惟の挫折 島田虔次  筑摩書房  1970年 22 
日－956 中国近代の思想と科学(朋友學術叢書) 坂出祥伸 朋友書店 2001年 22  
日－957 中国古代医学思想の研究 森田傳一郎 雄山閣出版  1985年 22 
日－958 中国医学思想史 もう一つの医学(東洋叢書7) 石田秀実 東京大学出版会 1992年 20 
日－959 中国医学の誕生 加納喜光 東京大学出版会 1987年 20 

日－960 中国学論集 大東文化大学大学部中国文学科中国学論集編輯 
委員会編 大東文化学園  1984年 22 

日－961 原典中国近代思想史（第4冊） 西順蔵編  岩波書店  1977年 19 

日－962 宇野精一著作集（第4巻） 宇野精一 明治書院  1986年 22 
日－963 山下龍二教授退官記念中国学論集 研文社   1990年 22 
日－964 支那精神（世界精神史講座第2） 理想社出版部編  理想社出版部 1940年 22   
日－965 支那的性格 

 
A・H・スミス著 白神徹訳 中央公論社  
1940年 19 

日－966 支那に於ける婚姻及び家族史 陶希聖  天野元之助訳補  生活社 1939 年
23  

日－967 支那経学史論 本田成之  弘文堂書店 1940年 23 
日－968 支那文化科学概説 

 
ア・フォルケ原著  原富男･石本泰守訳註   
章華社 1936年 23 

日－969 支那に於ける支那学の現状と動向 
（東亜研究講座第63輯）  

長瀬誠 東亜研究会 昭和10年 19 
 

日－970 支那基督教の研究（第3 ） 佐伯好郎  春秋社松柏館 昭和18年 22 
日－971 支那人の宗教 

 
クラーネ 津田逸夫訳 河出書房  
昭和18年 22 

日－972 支那宗教思想史 
 

王治心著  富田鎭彦譯･稻津紀三修補  
大東出版社 1940年 23  

日－973 支那思想研究 橘樸 日本評論社 1936年 23 

日－974 支那思想法制思想（岩波講座東洋思潮） 瀧川政次郎 岩波書店 1935年 22 
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番号 書    名 著者・出版社・版年・規格 
日－975 支那古代家族制度研究 加藤常賢 岩波書店 1940年 23 

日－976 支那社會の研究 社會學的考察 清水盛光 岩波書店 1939年 22  

日－977 支那文化と支那學の起源  
支那思想のフランス西漸   

後藤末雄 第一書房 1939年 23 

日－978 現代支那概論 動く支那 矢野仁一  目黒書店  昭11年 19 

日－979 周漢思想研究 重澤俊郎 弘文堂書房 1943年 22 

日－980 春秋倫理思想史 
 

面島栄一郎 早稲田大学出版部 明治 40 年 23
（福永コピー本） 

日－981 春秋儒家物語 田所義行  秋山書店  1975年 19 

日－982 秦代における經書經説の研究 内野熊一郎 東方文化学院 1939年 27  

日－983 秦漢思想史研究 金谷治 日本学術振興會 1960年 22 

日－984 秦漢思想史の研究 (東洋学叢書) 町田三郎  創文社 1985年 22 
日－985 漢代易学の研究 

 
小沢文四郎 明徳印刷出版社 1970年 22  
 (福永コピー本) 

日－986 漢代における批判哲学の成立 
（大東文化研究所東洋学術論叢第1）  

重澤俊郎 大東文化研究所 1957年 26 

日－987 論衡の研究(東洋學叢書) 佐藤匡玄 創文社 1981年 22 
日－988 説苑 知恵の花園 池田秀三訳  講談社 1991年 20 
日－989 兩漢學術考 狩野直喜  筑摩書房 1964年 23 
日－990 魏晉學術考 狩野直喜  筑摩書房 1968年 23 
日－991 六朝士大夫の精神 森三樹三郎 同朋舎 1986年 22  
日－992 六朝思想の研究 中嶋隆蔵、平樂寺書店 1985年 22 
日－993 六朝思想史研究 村上嘉実 平樂寺書店 1974年 22 
日－994 六朝宗教史 宮川尚志  弘文堂 1948年 19 

日－995 六朝精神史研究(東洋史研究叢刊36) 吉川忠夫 同朋舎出版 1984年 22  

日－996 專制社會における抵抗精神 中國的隱逸の研究 根本誠 創元社  1952年 22 

日－997 唐代の宗教(京都大學人文科學研究所研究報告) 吉川忠夫編 朋友書店 2000年 22 
日－998 五代宗教史研究 牧田諦亮編 平樂寺書店 1971年 22 

日－999 宋明時代儒学思想の研究 楠本正継 広池学園出版部 1962年 22 

日－1000 明代思想研究(東洋學叢書) 荒木見悟 創文社 1972年 22 
日－1001 明末宗教思想研究(東洋學叢書) 荒木見悟 創文社 1979年  22 
日－1002 明清思想史の研究 山井湧 東京大学出版会 1980年 22 
日－1003 戴震の哲学 唯物論と道徳的価値 村瀬裕也  日中出版  1984年 19 
日－1004 儒教の史的概觀(論語講座研究篇) 

 
高田眞治･諸橋轍次･山口察常共著 春陽堂 
1937年 23 

日－1005 儒教倫理概論 服部宇之吉 冨山房  1941年 22 

日－1006 原始儒家思想と經學 重澤俊郎 岩波書店 1949年 22 

日－1007 儒家思想 (講座東洋思想第2巻中国思想1) 宇野精一他編 東京大学出版会 1967年 22 

日－1008 儒教大観 
 

プリュッケ著  後藤末雄訳  第一書房  
昭和10年 23 

日－1009 中国 1 儒教社会の女性たち（世界の女性史） 加納喜光等 評論社  1977年 20 
日－1010 簡素と和合 対立から大同の世紀へ 

 
岡田武彦･張岱年対談 難波征男編 中国書店  
1999年 19 

日－1011 仏教と儒教 : 中国思想を形成するもの 荒木見悟  平楽寺書店 1963年 22 
日－1012 儒教と道教(名著翻訳叢書) M・ウェーバー著  木全徳雄訳 創文社  

1971年 22 

日－1013 儒教と日本 山下龍二  研文社  2001年 19 
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番号 書    名 著者・出版社・版年・規格 
日－1014 經書の成立 

(東方文化研究所研究報告第18冊) 
平岡武夫 全國書房 1946年 21 

日－1015 経書の成立(東洋学叢書) 平岡武夫 創文社 1983年 22 
日－1016 易学 成立と展開（サーラ叢書第13） 本田済 平楽寺書店 1960年 19 
日－1017 易と中庸の研究 武内義雄 岩波書店 1943年 22 

日－1018 周易十翼精義 北村沢吉  富山房 1938年 23 

日－1019 景鈔正字寺本 春秋正義解説並欠佚考 東方文化学院 昭和8年 22 
日－1020 公羊疏論考攷文篇 杉浦豐治  愛知県立安城高等学校学友会 1961年 22 

日－1021 中道思想及びその發達 宮本正尊 法藏館 1944年 22 

日－1022 緯書の基礎的研究 安居香山 中村璋八 漢魏文化研究会 1966年 22 
日－1023 訂補経解要目全一冊 池田四郎･次郎 松雲堂書店 1931年  19 
日－1024 孔子 孟子（世界の名著3） 貝塚茂樹責任編集 中央公論社 1969年 18 
日－1025 孔子研究 蟹江義丸 京文社 1927年 23 

日－1026 孔子の思想・傳記及年譜(論語講座研究篇) 
 

高田眞治･諸橋轍次･山口察常共著  
春陽堂 1937年 23  

日－1027 孔子と論語(東洋學叢書) 木村英一 創文社 197 年 22 
日－1028 孔子批判 付・魯迅の孔孟批判抄録 

 
中国通信社訳 中国通信社･東方書店出版部共編   
東方書店 1974年 19 

日－1029 孟子全解（普及版） 島田鈞一 有精堂書店 1934年 19 

日－1030 孟子(Century books 人と思想37) 加賀栄治 清水書院  1980年 19 

日－1031 諸子百家(世界の名著10) 金谷治責任編集 中央公論社  1969年  18 
日－1032 四書學史の研究(東洋學叢書) 佐野公治 創文社 1988年 22 
日－1033 論語解釋(論語講座解釈篇) 高田真治他編輯 春陽堂書店 1936年 23 

日－1034 論語義解 秋月胤繼 岩波書店 1942年 22 

日－1035 『論語』のために 吉川幸次郎  筑摩書房  1971年 19 

日－1036 論語・孟子・老子・荘子 
（世界の大思想 III-1）  

本田済･松代尚江他訳 河出書房新社 2005年 21 
 

日－1037 論語解義 簡野道明 明辞書院 明治8年 18 

日－1038 論語解釈の疑問と解明 合山究 明徳出版社  1980年 20 

日－1039 論語私感 内田智雄  創文社  1981年 20 

日－1040 論語総説 藤塚隣 弘文堂 昭和24年 20 

日－1041 論語人物考(論語講座研究篇) 諸橋轍次 春陽堂 1937年 23 

日－1042 論語の文獻・註釋書(論語講座研究篇) 高田眞治 春陽堂書店 1937年 23  

日－1043 論語解釈(論語講座研究篇) 内野熊一郎 春陽堂書店 1937年 23 

日－1044 論語の思想史 松川健二編 汲古書院 1994年 22 

日－1045 論語の世界 金谷治 日本放送出版協会 1970年 19 

日－1046 論語と孔子の思想 つださうきち 岩波書店 1946年 22  

日－1047 朱子の自然学 山田慶児 岩波書店 1978年 19 
日－1048 朱子学入門 監修:諸橋轍次･安岡正篤 明徳出版社  1974年 22 

日－1049 朱子学大系 第2巻  朱子の先駆（上） 麓保孝等 明徳出版社  1978年 22 

日－1050 朱子学大系 第11巻 朱子の後継（下） 明徳出版社  1978年 22 

日－1051 朱子学的思惟 有田和夫･大島晃編 汲古書院 1990年 22 

日－1052 朱子学と自由の伝統 T.ドバリー著  山口久和訳  平凡社  1987年 20 

日－1053 王陽明 山本正一 中文館書店 1946年 21 

日－1054 陽明学の研究（上）成立編 山下竜二 現代情報社 1971年 23 
日－1055 陽明学の研究（下）展開編 山下竜二  現代情報社  1971年 23 
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番号 書    名 著者・出版社・版年・規格 
日－1056 陽明学新論 高瀬武次郎  榊原文盛堂 明治39年 22 

日－1057 達磨と陽明 忽滑谷快天 丙午出版社 明治41年 20 

日－1058 石門先生 水月哲英 水月哲英 平成9年 22 
日－1059 諸子概説 武内義雄 弘文堂書房 1935年 23 

日－1060 韓非子(筑摩叢書151) 本田済訳 筑摩書房 1969年 19 

日－1061 管子の研究 金谷治 岩波書店 1987年 22 

日－1062 荀子の思想 自然・主宰の両天道観と性朴説 兒玉六郎 風間書房 1992年 22 

日－1063 荀子 古代思想家の肖像 内山俊彦   評論社  1976年 19 

日－1064 法家の法実証主義 田中耕太郎  東京福村書店 1947 22 

日－1065 法家思想の研究 木村英一 弘文堂書房 1944年 22 

日－1066 ハーバード・燕京・同志社東方文化講座 
6冊 

ハーバード・燕京・同志社東方文化講座委員会 
1956年 266冊 

 第1輯   中国の政治思想 小島祐馬著   
第2輯  漢代家族の形態に関する考察  守屋美都雄著 
第3輯  中国人の天下観念 政治思想史的試論 安部健夫著 
第11輯 中國固有の思想に於ける捨身と祈りとについて  木村英一著 
第13輯 中国書法の二大潮流 神田喜一著     
第14輯 漢字の形と文化 平岡武夫著 

日－1067 金谷治中国思想論集 3冊 平河出版社 22 

 中国古代の自然観と人間観 （上巻）  1997年  
儒家思想と道家思想    （中巻）  1997年 
批判主義的学問観の形成  （下巻）  1997年  

日－1068 赤塚忠著作集 7冊 赤塚忠著作集刊行会編 研文社 22  
 中国古代文化史 (第1巻) 

儒家思想研究第 （3巻） 
詩経研究第     （5巻） 
甲骨・金文研究 （7巻） 

1988年     中国古代思想史研究（第2巻） 
1986年     諸子思想研究第    （4巻） 
1986年     楚辞研究第        （6巻） 
1986年 

1987年  
1987年   
1986年    
 

日－1069 武内義雄全集  10冊 角川書店  1978年  23  

 

第1巻 
第4巻 
第7巻 
第10巻 

論語篇     第2巻 
儒教篇三    第5巻 
諸子篇二     第8巻 
雑著篇  

儒教篇一      第3巻 
老子篇       第6巻 
思想史篇一     第9巻 
 

儒教篇二  
諸子篇一  
思想史篇二  
 

日－1070 岩波講座東洋思想  16冊 長尾雅人編 岩波書店  21 

 

第1巻  ユダヤ思想  関根正雄他執筆 
第3巻  イスラーム思想  中村廣治郎他執筆 
第5巻  インド思想  服部正明他執筆 
第7巻  インド思想  服部正明他執筆 
第9卷  インド仏教  梶山雄一他執筆 
第11巻 チベット仏教  長尾雅人他 執筆 
第13巻 中国宗教思想 
第15巻 日本思想  山折哲雄他 執筆  

第2巻  ユダヤ思想  関根正雄他執筆 
第4巻  イスラーム思想  中村廣治郎他執筆 
第6巻  インド思想  服部正明他 執筆 
第8卷  インド仏教  梶山雄一他執筆 
第10卷 インド仏教  梶山雄一他執筆 
第12巻 東アジアの仏教  高崎直道他 執筆 
第14巻 中国宗教思想 
第16巻 日本思想  山折哲雄他執筆 

日－1071 中国文化叢書 9冊（全10冊、第10冊欠） 大修館書店 1967年 21  

 

1 言語 牛島徳次･香坂順一･ 藤堂明保 編   2 思想概論 赤塚忠他編 
3 思想史 赤塚忠他編                        4 文学概論 鈴木修次･ 高木正一･ 前野直彬編 
5 文学史 鈴木修次, 高木正一, 前野直彬 [編]  6 宗教 窪徳忠･西順蔵編 
7 芸術 鈴木敬･町田甲一編                   8 文化史 小倉芳彦編 
9 日本漢学 水田紀久･頼惟勤編 
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中国古典 (計92冊) 

番号 書    名 著者・出版社・版年・規格 
日－1072 禮記（上下）2冊 (漢籍國字解全書 早稻田大學 

出版部編追補（第26巻） 
桂湖村講 早稻田大學出版部  
1932年 23 

日－1073 儀礼士冠疏  蜂屋邦夫編(東京大学東洋文化 
研究所報告) (東洋文化研究所叢刊第5輯)  

汲古書院 1984年 27 
 

日－1074 儀禮士昏疏  蜂屋邦夫編(東京大学東洋文化 
研究所報告) (東洋文化研究所叢刊第8輯)  

汲古書院1986年 27 
 

日－1075 宋本禮記疏校記（東方文化学院京都研究所 
研究報告 第11冊）  

常盤井賢十 彙文堂書店 1937年 26 
 

日－1076 禮記月令天文攷(東方文化学院京都研究所 
研究報告 第12冊)  

能田忠亮 1938年 27 
 

日－1077 儀禮疏考正（上下）2冊 
 

倉石武四郎 東京大学東洋文化研究所附属
東洋学文献センター 昭和54年 21 

日－1078 儀禮疏攷正 
 

倉石武四郎攷正 東京大学東洋文化研究所
附属東洋学文献センター 1979年 21 

日－1079 儀禮經傳通解（續第2輯、3輯）2冊 和刻本 
 

黄幹撰長沢規矩也･戸川芳郎編  汲古書院 
1980年 27 

日－1080 儀禮國譯（第4集-第7集）4冊 
 

広島大学文学部中国哲学研究室編訳   
広島大学文学部中国哲学研究室 1965 年
26 

日－1081 稿本三礼通論訳注（上） 
 

皮錫瑞原著  伊東倫厚訳注  伊東倫厚  
1989年 18×26cm（電子複写） 

日－1082 尚書正義（第1冊、第3冊）2冊 吉川幸次郎訳 岩波書店 1940年 23 

日－1083 書經 (史記國字解 早稲田大學出版部編 第3･4) 大田錦城講述 早稲田大學出版部編  
1919年 23 

日－1084 易經（上下）2冊 (漢籍國字解全書早稻田大學 
出版部編3巻) 

眞勢中洲艸創 松井羅州修飾  
1910年 23 

日－1085 毛詩尚書 (漢文大系服部宇之吉他校訂第12巻) 服部宇之吉校訂 冨山房  1919年 23 
日－1086 毛詩正義訳注 岡村繁 中国書店 1986年 21 
日－1087 楽記講義 麻生義輝 春陽堂  昭和12年 19 
日－1088 左氏會箋（上下）2冊 (漢文大系 服部宇之吉 

他校訂第10巻, 第11巻)  
竹添進一郎 冨山房 1911 年 23 
 

日－1089 春秋左氏伝講義（少年叢書漢文学講義） 
（第15編、第17編、第18編）3冊   

稲垣眞講義 興文社  1919年 19 
 

日－1090 春秋穀梁伝范寧集解 岩本憲司  汲古書院  1988年 27 

日－1091 公羊注疏譯注稿（1-6） 6冊           公羊注疏研究会 1983年 26 

日－1092 晏子春秋証注 伊藤馨 国書刊行会  1973年 27 

日－1093 孔子全集原文国訳（全2冊） 藤原正訳編  岩波書店  昭和6年  22 

日－1094 唐抄本鄭氏論語集成 金谷治編 平凡社 昭和53年 27 
日－1095 論語（木村英一･鈴木喜一訳） 孟子（ 藤堂明保・ 

福島中郎訳） 荀子（竹岡八雄･日原利国訳） 
礼記抄（竹内照夫訳） (中国古典文学大系第3巻) 

 
平凡社 1970年 23 
 

日－1096 論語（中国詩文選4） 桑原武夫  筑摩書房  1974年 20 
日－1097 新論語物語（中国古典物語第1巻） 常石茂  河出書房新社  1958年 19 
日－1098 孟子字義疏証 戴震著  安田二郎訳  養徳社 1948 年

19 
日－1099 大学説 大学章句 中庸説 中庸章句 論語 

集説 孟子定本(漢文大系第1巻)    
服部宇之吉校訂 冨山房 1909年 23 
 

日－1100 史記文粋 簡野道明編  明治書院 昭和4年 23 

日－1101 
 

史記(世界文學大系 5A･5B) 2冊 
 

司馬遷著 小竹文夫･小竹武夫訳  
筑摩書房 1962年  23 
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番号 書    名 著者・出版社・版年・規格 
日－1102 世家（上下）2冊 (史記國字解 早稲田大學 

出版部編第3-4巻) 
菊池晩香講述 早稲田大學出版部編  
1919年 23 

日－1103 十表八書(史記國字解 早稲田大學出版部編    
第2巻)   

桂湖村講述 早稲田大學出版部編 1919年 23 

日－1104 十八史略国字解（上下）2冊          桂五十郎  早稲田大学出版部 大正13年  22  
日－1105 「列女伝」注釈及び解説  

日－1106 韓非子（柿村峻訳） 墨子（薮内清訳） 
(中国古典文学大系 第5巻)   

平凡社 1968年 23 
 

日－1107 韓非子翼毳(漢文大系第8巻) 服部宇之吉他 冨山房 1911年 23 
日－1108 荀子（上）(漢籍國字解全書 早稻田大學出版部 

編追補第22-23巻)   
桂湖村講 早稲田大学出版部 1911年 22 
 

日－1109 荀子 墨子 (國譯漢文大成  國民文庫刊行會編 
經子史部第8巻)  

國民文庫刊行會編 1920年  23 
 

日－1110 老子（金谷治訳） 荘子（倉石武四郎･関正郎
訳）列子（福永光司訳） 孫子（村山吉廣訳）
呉子（金谷治訳）(中国古典文学大系第4巻)  

平凡社  1973年  23 
 
 

日－1111 老子校正   島邦男著  汲古書院  1973年 31 
日－1112 老子翼 荘子翼（漢文大系第9巻） 服部宇之吉校訂 冨山房  1911年  23  
日－1113 莊子（上下）2冊 (漢籍國字解全書早稻田大學 

出版部編第28-29卷)   
牧野藻洲講述 早稲田大學出版部 1914年 23 
 

日－1114 朴子外篇簡注（2-4）御手洗勝 3冊 広島大学文学部中国哲学研究室 1965年 26  

日－1115 黄帝内経素問現代語訳（上中下）3冊 
 

南京中医学院編 島田隆司他訳  
東洋学術出版社 1991年 22 

日－1116 備急千金要方（上下）2冊 孫思邈 
 

千金要方刊行会･毎日新聞開発株式会社共編  
千金要方刊行会 1976年 22 

日－1117 和訳伊洛淵源録の１（周濂渓先生） 
 

山室三良訂正補注･隈本宏他訳  
九州大学文学文中国哲学研究室 1964年 26 

日－1118 和訳伊洛淵源録の２（程明道先生） 
 

山室三良訂正補注･隈本宏他訳 九州大学文学文
中国哲学研究室  1964年 26 

日－1119 和訳伊洛淵源録の３（程伊川先生） 
 

山室三良訂正補注･高橋正和訳 九州大学文学文
中国哲学研究室 1964年 26 

日－1120 和訳伊洛淵源録6-2, 8-1（張御史天祺･ 
劉博士質夫･李校書端伯） 

山室三良訂正補注･高橋正和訳 九州大学文学 
文中国哲学研究室  1964年 26 

日－1121 和訳伊洛淵源録8-3 藍田呂氏兄弟） 
 

山室三良加筆増注･隈本宏訳注 九州大学文学文
中国哲学研究室  1964年 26 

日－1122 和訳伊洛淵源録（邵康節先生） 
 

山室三良加筆増注･福田殖訳注 九州大学文学文
中国哲学研究室  1964年 26 

日－1123 傳習録(漢籍國字解全書 早稻田大學出版部 
編追補第31-32巻) 2冊  

王陽明原著･東敬治講義 1932年 23 
 

日－1124 五行大義校註 (隋)蕭吉撰･中村璋八著 汲古書院 1984年 22 

日－1125 五行大義全釈（上） 
 

(隋)蕭吉撰  中村璋八･藤井友子著  
明治書院 1986年 22  

日－1126 中国古典新書 12冊 明徳出版社 

 抱朴子  村上嘉実著 (中国古典新書)  明徳出版社  1967年 
荘子   阿部吉雄著 (中国古典新書)  明徳出版社   1968年 
淮南子  楠山春樹著 (中国古典新書)  明徳出版社  1971 年 
書経   野村茂夫著 (中国古典新書)  明徳出版社  1974年 
法言   鈴木喜一著 (中国古典新書)  明徳出版社  1972年  
荀子   木全徳雄著 (中国古典新書)  明徳出版社  1973年 
竹窓随筆 荒木見悟著 (中国古典新書)  明徳出版社  1969年 
五行大義 中村璋八著 (中国古典新書)  明徳出版社  1973年 
春秋繁露 日原利国著 (中国古典新書)  明徳出版社  1977年 
神仙伝  福井康順著 (中国古典新書)  明徳出版社  1983年 
人天宝鑑 篠原寿雄著 (中国古典新書)  明徳出版社  1977 年 
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易経   赤塚忠著 (中国古典新書)  明徳出版社  1974 年 
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他の新興宗教 道教（計107冊） 

番号 書    名 著者・出版社・版年・規格 
日－1127 道教と中国社会 窪徳忠 平凡社 昭和23年 18 
日－1128 道教の基礎的研究 福井康順 理想社 昭和27年 23 
日－1129 道教経典史論 吉岡義豊 道教刊行社  昭和30年 22 
日－1130 道教百話 仙人へのあこがれ 窪徳忠  筑摩書房 1964年  18 
日－1131 道教研究（第１冊~第4冊）4冊 

 
吉岡義豊 M・スワミエ編修  豊島書房   
1965年-1971年  22 

日－1132 永生への願い 道教(世界の宗教9) 吉岡義豐 淡交社  1970年  21 
日－1133 道教 その行動と思想（日本人の行動と思想10） 下出積興 評論社  昭和46年 20 
日－1134 道教 不死の研究 

 
アンリマスペロ 川勝義雄訳  
東海大学出版会 1966年 22 

日－1134 道の思想史（上） 山田宗睦 講談社 1975年 20 
日－1135 道教と仏教（第2、第3）2冊 吉岡義豊 国書刊行会 昭和51年 23 
日－1136 道教研究論集 道教の思想と文化 

（吉岡博士還暦記念） 
吉岡義豊  国書刊行会  1977年 27 
 

日－1137 道教の総合的研究 酒井忠夫編 国書刊行会 昭和52年 23 
日－1138 道教学の研究 石井昌子 国書刊行会 昭和55年 23 
日－1139 敦煌と中国道教（敦煌講座４） 楠山春樹等編 大東出版社 昭和58年 22 
日－1140 道教とは何か(道教第1巻) 福井康順他監修 平河出版社  1983年 22  
日－1141 道教の展開(道教第2巻) 福井康順[他監修 平河出版社  1983年  22  
日－1142 道教の伝播(道教第3巻) 福井康順他監修 平河出版社  1983年 22 
日－1143 道教の養性術(アジア文化叢書) 

 
アンリ・マスペロ著  持田季未子訳  
せりか書房  1983年  20  

日－1144 古代国家と道教 重松明久 吉川弘文館 1985年  22 
日－1145 書と道教の周辺 吉川忠夫 平凡社 1987年 22 
日－1146 中国道教の現状（道士・道協・道観） 

(東京大学東洋文化研究所報告叢刊第10輯)  
蜂屋邦夫編 汲古書院 1990年 27 
 

日－1147 金代道教の研究（王重陽と馬丹陽）       
(東京大学東洋文化研究所報告)   

蜂屋邦夫著 汲古書院 1992年 27 

日－1148 道教と中国文化 
 

葛兆光著  坂出祥伸監訳  大形徹, 戸崎哲彦,  
山本敏雄訳 東方書店  1993年 21 

日－1149 中国の道教 
 

金正耀･清水浩子･伊藤丈訳 平河出出版  
1995年 20 

日－1150 中国の道教（その活動と道観の現状） 
(東京大学東洋文化研究所叢刊第16輯)     

蜂屋邦夫編著 汲古書院 1995年 27 
 

日－1151 中国古道教史研究 
(京都大学人文科学研究所報告) 

吉川忠夫編 同朋社出版 平成４年 23 
 

日－1152 道教とその經典（東洋學叢書 ） 大淵忍爾 創文社 1997年  22 
日－1153 六朝道教の研究（京都大学人文科学研究所報告） 吉川忠夫編 春秋社 1998年 22 
日－1154 六朝道教思想の研究(東洋學叢書) 神塚淑子 創文社  1999年  22 
日－1155 金元時代の道教（七眞研究） 

(東京大学東洋文化研究所報告)   
蜂屋邦夫 汲古書院  1998年  27 
 

日－1156 敦煌道教（図録編） 大淵忍爾 福武書店 1979年 30 
日－1157 敦煌道教（目録編） 大淵忍爾 福武書店 1978年 30 
日－1158 支那儒道佛交渉 久保田量遠 大東出版社  昭和18年 19 
日－1159 道教と東アジア 中国・朝鮮・日本 

(東アジア基層文化研究会)  
福永光司編 人文書院 1989年 19 
 

日－1160 環シナ海文化と古代日本 道教とその周辺 金子裕之他  人文書院 1990年 19 



番号 書    名 著者・出版社・版年・規格 
日－1161 日本古代の神祇と道教 下出積与  吉川弘文館  1972年 22 
日－1162 道教と古代の天皇制 日本古代史新考 福永光司他  徳間書店  1978年 20 
日－1163 日本の道教遺跡 福永光司･千田稔･高橋徹著   朝日新聞社 1987年 20 
日－1164 古代日本道教受容史研究 松田智弘 人間生態学談話会  1988年 22 
日－1165 日本史を彩る道教の謎 日本の習俗・ 

信仰に潜む中国道教の痕跡   
高橋徹･千田稔著  日本文芸社  1991年 19 
 

日－1166 道教と日本の宮都 桓武天皇と遷都を 
めぐる謎   

高橋徹 人文書院  1991年 20 
 

日－1167 朝鮮道教史 李能和輯述 李鐘殷譯注 서울 普成文化社 1977年 23  
日－1168 古代の道教と朝鮮文化 上田正昭 人文書院  1989年  20 
日－1169 朝鮮の道教 車柱環 三浦國雄･ 野崎充彦訳 人文書院  1990年  22 
日－1170 道家の思想と其の展開 津田左右吉  岩波書店  1939年  22 

日－1171 道の形而上学 芭蕉・道元・イエス 門脇佳吉 岩波書店  1990年 20 
日－1172 東洋における自然の思想 (東洋学叢書) 鈴木喜一 1992年 22 
日－1173 老子講話 澤庵禪師  森大狂參訂  東亞堂書房  1910年  23 

日－1174 老子原始（ 附:諸子攷略） 武内義雄  弘文堂書房  1926年  22 
日－1175 老子 長谷川如是閑  大東出版社  昭和14年   19 
日－1176 老子の新研究 木村英一  創文社 1959年 22 
日－1177 老子（伊福部解訳） 昭森社 昭和35年 17 
日－1178 老子の哲学 大濱晧 勁草書房  1962年  20 
日－1179 老子（明治文化研究.第3集）     小西増太郎･トルストイ共訳 明治文化研究会編  

日本評論社  1969年 22 
日－1180 周篆老子   松本道玄  松本禎郎出版 1972年  27 
日－1181 老子傳説の研究(東洋學叢書) 楠山春樹 創文社 1979年 22 
日－1182 老子 秋庭久嘉  開成出版  1980年 20 
日－1183 謎言葉の書『老子』 李成根  みや企画出版印刷製作 1988年  19 
日－1184 老子 無知無欲」のすすめ 金谷治編訳  講談社  1988年 20 
日－1185 詳説老子伝 「道」を知るために 王徳有著   徐海訳  地湧社  1991年 20 
日－1186 老子・東洋思想の大河 道家・ 

道教・仏教    
許抗生著  徐海訳  地湧社 1993年 20 
 

日－1187  老子 神話から哲学へ伝説から史実へ 大野桂  日本図書刊行会  1994年 20 
日－1188  老子講義録 読老会編  本田済講述   致知出版社  1995年 20 

日－1189 你好老子 道って何 葛栄晋 塩旗伸一郎訳 地湧社 1995年 18 

日－1190 わったあちゃ あちゃあ（第5巻老子） サナジ屋編集発行 平成9年 
日－1191 老子 東洋人の聖書 サナシ屋編集発行 1999年 23 
日－1192 老子真解 志賀一朗著  汲古書院  2000年  20 
日－1193 老荘哲学 高瀬武次郎  榊原文盛堂  明治42年 23 
日－1194 老子と荘子 武内義雄  岩波書店  昭和5年  19 
日－1195 老荘の思想と道教 小柳司氣太 森北書店 昭和18年 17 
日－1196 老莊思想 安岡正篤  福村書店  1952年  19 
日－1197 老荘的世界 淮南子の思想 

(サーラ叢書 第11)  
金谷治 平楽寺書店 1959年 19 
 

日－1198 日本上代文学と老荘思想 福島正義  高文堂出版社  1983年  22 
日－1199 老荘と仏教 森三樹三郎  法蔵館  1986年 20 
日－1200 老荘を読む 金谷治  大阪書籍  1988年 19 
日－1201 無為自然の思想 老荘と道教・仏教 森三樹三郎  人文書院  1992年  19   
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番号 書    名 著者・出版社・版年・規格 
日－1202 荘子新釋 坂井喚三 弘道館 昭和5年 18 
日－1203 荘子講義（内篇・外篇・雑篇）3冊 

漢文学講義録  
大野雲潭 益友社 明治24年 20 
 

日－1204 荘子 阿部吉雄編注 学友社 昭和36年 17 
日－1205 荘子の哲学 大濱晧 勁草書房 1966年  20  
日－1206 荘子 （人と思想38） 鈴木修次  清水書院  1973年 19 
日－1207 荘子伝 原田憲雄  木耳社  1979年  19   
日－1208 ノート芭蕉の中の『荘子』 石橋筑紫男 出版者石橋筑紫男  1988年  19 
日－1209 荘子内篇の研究 佐藤明 中国書店 1998年 22 

日－1210 中国の仙人 抱朴子の思想 
(サーラ叢書 第2) 

村上嘉実 平楽寺書店 1956年 19 
 

日－1211 五行大義の基礎的研究 中村璋八 明徳出版社  1976年 22 
日－1212 氣の研究 黒田源次 東京美術  1977年  22  
日－1213 気の伝統 調息法を中心として 鎌田茂雄  人文書院  1996年 20   
日－1214 「気」と養生 道教の養生術と呪術 坂出祥伸  人文書院  1993年  20   
日－1215 漢方医学の源流  

千金法の世界をさぐる 
小山寛二・千金要法刊行会編  毎日新聞開発   
1974  19 

日－1216 庚申信仰の研究 島嶼篇 
(東京大学東洋文化研究所報告)    

窪徳忠 東京大学東洋文化研究所 1969年 23 
 

日－1217 道祖神信仰論 倉石忠彦 名誉出版 1990年 22 
日－1218 道藏内佛教思想資料集成 

(東京大学東洋文化研究所報告)    
鎌田茂雄 大藏出版 1986年 23 
 

日－1219 眞誥研究譯注篇 
 

吉川忠夫･麥谷邦夫編  京都大學人文科學研究所   
2000年  27 

日－1220 道教叢林（太清宮志） 五十嵐賢隆  国書刊行会  1986年  22   
日－1221 白雲観志 附・東岳廟志 

 
小柳司気太編  東方文化学院東京研究所   
昭和9年  23 

日－1222 宗教(日中文化交流史叢書 4) 源了圓･楊曾文編 大修館書店 1996年 20  

日－1223 三階教之研究 矢吹慶輝著 岩波書店 1927年 27  

日－1224 清朝基督教の研究 佐伯好郎  東京春秋社 1949年 22 
日－1225 天主実義  利瑪竇(マテオ・リッチ)著 小島準治点  開世堂 明治18年 19  
日－1226 シャーマニズム 

 
ミルチャ・エリアーデ著  堀一郎訳  冬樹社 
1974年  22 
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神道 （34冊） 

番号 書    名 著者・出版社・版年・規格 
日－1227 神道叢書第1巻 佐伯有義〔中島博光･大宮兵馬〕編纂 思文閣  1971年  23 
日－1228 神道叢書第2巻 佐伯有義〔中島博光･大宮兵馬〕編纂 思文閣  1971年  23 
日－1229 大神宮叢書 16冊 神宮司庁編  臨川書店  1970-1971年  22 

 
大神宮叢書 神宮年中行事大成（前篇･後篇） 2冊  
大神宮叢書 神宮随筆大成（前篇･後篇）   2冊  
大神宮叢書 神宮参拝記大成（全）           1冊   
大神宮叢書 神宮典略（前篇･中篇･後篇）   3冊  
大神宮叢書 度会神道大成（前篇･後篇）      2冊  
大神宮叢書 神宮神事考證 御巫清直全集（前篇･中篇･中篇付録･後篇）御巫清直 4冊   
大神宮叢書 大神宮儀式解 (前篇･後篇) 中川経雅 外宮儀式解 橋村正兌         2冊  

日－1230 二宮祢宜年表 神宮司庁編 臨川書店 1971年 22 
日－1231 鎮宅霊符縁起集説（上下）全1冊 国書刊行会編  国書刊行会 1915年  23 
日－1232 神道要語集 国学院大学日本文化研究所編 神道文化会 1977年 22 
日－1233 八幡宇佐宮御託宣集付・八幡大菩薩 

本末因位御縁起,宇佐大神宮縁起 
[神吽著]重松明久校注訓訳 
現代思潮社1986年 22 

日－1234 神代史の研究 津田左右吉 岩波書店  1924年 23 
日－1235 垂加神道の研究 小林健三  至文堂  昭和15年  22 
日－1236 神道論攷 宮地直一 古今書院 1942年 22 
日－1237 神道史の研究 河野省三 中央公論社 1944年 22 
日－1238 日本古代史と神道との関係 久米邦武 創元社 昭和21年 18 
日－1239 皇國千字文 日柳政章 (燕石)･大西晴隆編著  五典書院  1970年  23 
日－1240 琉球神道記 弁蓮社(袋中)集 横山重編 角川書店 1970年 27 
日－1241 対馬の神道 鈴木棠三 三一書房 1972年 23 
日－1242 八幡信仰史の研究（増補版） 

（上下巻）2冊  
中野幡能 吉川弘文館  1976年  23 
 

日－1243 神々の原影 西田長男･三橋健著  平河出版社  1983年  20 
日－1244 平田神道の研究 小林健三 古神道仙法教本庁 1975年 22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 15 



 

仏教 （計358冊） 

番号 書    名 著者・出版社・版年・規格 
日－1245 日本仏教 梅原猛等著 朝日新聞 1974年 19  
日－1246 日本の仏者 梅原猛他 高崎哲学堂設立の会編 高崎哲学堂設立の会 1985年 19 
日－1247 佛教の諸問題 金子大栄 岩波書店 昭和9年 22 
日－1248 原始仏教の実践哲学 和辻哲郎 岩波書店 昭和2年 23 
日－1249 佛教の世界観 曾我量深 丁子屋書店 昭和27年 17 
日－1250 仏教学のはなし 山口益 平楽寺書店 1965年 19 
日－1251 仏教について 西谷啓治 法蔵館 1982年 20 
日－1252 仏教とは何か 横超慧日 法蔵館 1966年 19 
日－1253 仏性とは何か 高崎直道 法蔵館 1985年 20 
日－1254 仏教における存在と知識 梶山雄一 紀伊国屋書店 1983年 22 
日－1255 日本仏教のふるさと 鎌田茂雄 東京大学出版会 1978年 19 
日－1256 日本仏教史 

（第1巻～第10巻）10冊  
辻善之助 岩波書店  1960年-1961年  22 
 

日－1257 日本仏教史 末木文美士 新潮社 1992年 22 
日－1258 仏教史学論集 塚本博士頌寿記念会 塚本博士頌寿記念会 1961年 26 
日－1259 日本仏教思想史論考 末木文美士 大蔵出版 1993年 22 
日－1260 仏教史雑考 松本文三郎 創元社 昭和19年 22 
日－1261 飛鳥・白鳳仏教史 

（上下）2冊  
田村円澄 吉川弘文館 1994年  20 
 

日－1262 写経より見たる 
奈良朝仏教の研究   

石田茂作 東洋書林 1982年 27 
 

日－1263 仏教思想研究 宇井伯寿 岩波書店 昭和18年 22 
日－1264 仏教の思想（上下）2冊 梅原猛 角川書店 昭和55年 18 
日－1265 初期仏教の思想 三枝充悳 東洋哲学研究所 1978年 22 
日－1266 平安初期仏教思想の研究 末木文美士 春秋社 1995年 23 
日－1267 中世文芸と仏教 村田昇 一橋書房 1956 年 22 
日－1268 中世文藝の佛教的史観 

: 王朝文藝の残照   
村田昇 下関文化大学  1972年 19 
 

日－1269 中世真宗思想の研究 重松明久 吉川弘文館 1973年 22 
日－1270 浄土仏教の思想（第2巻） 梶山雄一他編 講談社 1992年 20 
日－1271 浄土仏教の思想.第（5巻） 牧田諦亮 梶山雄一他編  講談社 2000年 20 
日－1272 日本浄土教成立過程の研究 重松明久 平楽寺書店 1964年 22 
日－1273 大乗としての浄土 山口益 理想社 1963 19 
日－1274 大乗起信論を読む 高崎直道 岩波書店 1991年 19 
日－1275 大乗起信論 中川善教 高野山大学 昭和31年 20 
日－1276 法華思想 横超慧日 平楽寺書店 1971年 22 
日－1277 般若思想史 山口益 法蔵館 1953年 19 
日－1278 空の思想 

: 仏教における言葉と沈黙 
梶山雄一 人文書院 1983年 20 
 

日－1279 現代人の仏教思想 後藤隆一 第三文明社 1977年 18 
日－1280 現代人の仏教（4 ） 玉城康四郎 筑摩書房 1965年 20 
日－1281 仏教思想と現代 西義雄等 東洋哲学研究所 1975年 19 
日－1282 皇朝天台史略 編集者代表芦津実全 1896年 23 
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番号 書    名 著者・出版社・版年・規格 
日－1283 天台実相論の研究 新田雅章 平楽寺書店 1981年 22 
日－1284 天台止観の研究 関口真大 岩波書店 1969年 22 
日－1285 天台學概論 福田堯穎 文一出版 1959年 22 
日－1286 釈尊の人と思想（上下）2冊 増谷文雄･中村元･奈良康明編 日本放送出版協会 1975   18 
日－1287 釈尊のことば 増谷文雄･奈良康明 日本放送出版教会 昭和51年  18 
日－1288 原始仏典（.第7巻）ブッダの詩 梶山雄一他編 講談社 1986年 20 
日－1289 知恵と慈悲<ブッダ> 増谷文雄･梅原猛 角川書店 1996年 15 
日－1290 
 

バラモン教典 原始仏典 
（世界の名著1）  

長尾雅人責任編集 服部正明他訳 中央公論社  1969年 18 

日－1291 佛教聖典 東京帝大佛教青年會編 三省堂  1934年 15 
日－1292 仏教聖典 山口益 平楽寺書店 1974年 20 
日－1293 佛典の研究 松本文三郎 丙午出版 大正3年 22 
日－1294 訳経史研究 宇井伯寿 岩波書店 1971年 22 
日－1295 疑経研究 牧田諦亮 京都大学人文科学研究所 1976年  26 
日－1296 古経図録 守屋孝蔵 京都国立博物館 1964年 31 
日－1297 眞宗聖典 浩々洞 無我山房 明治13年 15 
日－1298 大蔵経 大蔵会編 百華苑 1964年 21 
日－1299 大日本佛教全書（1,2）2冊 南條文雄等 佛書刊行会 大正1年  20 
日－1300 大乗仏典.1  般若部経典 長尾雅人他訳 中央公論 1973年   20 
日－1301 大乗仏典.2  八千頌般若経（1） 梶山雄一訳 中央公論 1974年 20 
日－1302 大乗仏典.3  八千頌般若経（2） 梶山雄一,丹治昭義訳 中央公論  1975年 20 
日－1303 大乗仏典.4  法華経（1） 松濤誠廉他訳  中央公論 1975年 20 
日－1304 大乗仏典.5  法華経（2） 松濤誠廉他訳  中央公論 1976年 20 
日－1305 大乗仏典.6  浄土三部経 山口益他訳 中央公論 1976年 20  
日－1306 大乗仏典.7  維摩経 

・首楞厳三昧経 
長尾雅人他訳 中央公論 1974年 20 

日－1307 大乗仏典.8  十地経 荒牧典俊訳 中央公論 1974年 20 
日－1308 大乗仏典.9  宝積部経典 長尾雅人 桜部建訳  中央公論  1974年 20 
日－1309 大乗仏典.10  三昧王経（1） 田村智淳訳 中央公論 1975年 20 
日－1310 大乗仏典.11  三昧王経（2） 田村智淳 一郷正道訳 中央公論  1975年 20 
日－1311 大乗仏典.12  如来蔵系経典 中央公論  1975年 20 
日－1312 大乗仏典.13  ブッダ・チャリタ 原実訳 中央公論 1974年 20 
日－1313 大乗仏典.14  竜樹論集 梶山雄一 瓜生津隆真訳 中央公論 1974年 20 
日－1314 大乗仏典.15  世親論集 長尾雅人他訳 中央公論 1976年 20 
日－1315 大乗仏典:中国・日本篇 

（第3巻）  
僧祐他編著 中央公論 1993年 20 

日－1316 大乗仏典:中国・日本篇第 
（4巻 ）  

僧祐 道宣撰 吉川忠夫訳 中央公論 1988年 20 

日－1317 大乗仏典:中国・日本篇 
（第13巻）（祖堂集）  

柳田聖山訳 中央公論 1990年 20 

日－1318 大乗仏典:中国・日本篇 
（第19巻）（安然・源信） 

末木文美士訳 中央公論 1991年 20 

日－1319 大乗仏典:中国・日本篇 
（第26巻）（一休・良寛） 

柳田聖山訳 中央公論 1987年 20 

日－1320 国注一切経、印度撰述部 
密教部（1~5） 

神林隆浄注 大東出版 昭和6年 22 
 

日－1321 国注一切経、本縁部（4,5） 常盤大定他注 大東出版 昭和4年  22 
日－1322 国注一切経、経集部、第4巻 佐藤泰舜注 大東出版 昭和6年 22 
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番号 書    名 著者・出版社・版年・規格 
日－1323 国注一切経、護教部、第1巻 太田悌蔵注 大東出版 昭和11年 22 
日－1324 仏典講座7  法華経（上） 田村芳朗,藤井教公 大蔵出版 1988年 20 
日－1325 仏典講座7  法華経（下） 藤井教公 大蔵出版 1992年 20 
日－1326 仏典講座17 楞伽経 高崎直道 大蔵出版 1980年 20 
日－1327 仏典講座26 法華玄義 多田孝正 大蔵出版 1985年 20 
日－1328 仏典講座29 碧巌集 平田高士 大蔵出版  1982年  20 
日－1329 講座大乗仏教（1）平川彰他編集 春秋社 1981年 22 
日－1330 講座大乗仏教（2）平川彰他編 春秋社 1983年 22 
日－1331 講座密教文化（1）密教の流伝 高井隆秀他編 人文書院 1984年 20 
日－1332 華厳経 木村清孝 筑摩書房 1986年 20 
日－1333 華厳学研究資料集成 鎌田茂雄 東京大学東洋文化研究所 1983年 22 
日－1334 華嚴經概説 金子大栄著 全人社 1948 22 
日－1335 無限の世界観<華厳> 鎌田茂雄 上山春平 角川書店 1996年 15 
日－1336 法華玄義（上中下 ）3冊 智ギ 菅野博史訳註 第三文明 1995年  18 
日－1337 国訳禅学大成.（第1~25巻）25冊 国訳禅学大成編輯所編 二松堂 1929-1930年 19 
日－1338 長阿含経の原語の研究 辛嶋静志 平河出版 1994年 22 
日－1339 現代語訳「阿含経典」長阿含経 

（第1巻 ～第4巻）4冊  
丘山新他訳注 平河出版 1995年   22 
 

日－1340 原初経典・阿含経 増谷文雄 筑摩書房 1970年 19 
日－1341 存在の分析<アビダルマ> 桜部建 上山春平 角川書店 1996年 15 
日－1342 空の論理<中観> 梶山雄一 上山春平 角川書店 1997年 15 
日－1343 注維摩詰経対訳 

 
大正大学綜合佛教研究所注維摩詰経研究会編著  
山喜房佛書林 2000年  27  

日－1344 維摩経（東洋思想叢書第48） 武者小路実篤  日本評論社 昭和17 19 
日－1345 無量壽経 増谷文雄 宝文館 昭和45年 18 
日－1346 浄土三部経（上下） 

（岩波文庫）2冊  
中村元他 岩波書店 昭和38年 15 
 

日－1347 浄土論注 教学研究所 昭和42年 25 
日－1348 
 

訓読和訳浄土論注 
（論注研究会記録） 

福永光司･川勝義雄指導 真宗大谷派真宗教学研究所 
昭和48年 25 

日－1349 意訳浄土論註 西山邦彦 法蔵館 1983年 22 
日－1350 妙法蓮華経 井上松翠編 平楽寺書店 昭和25年 16 
日－1351 観世音應驗記の研究 牧田諦亮 平楽寺書店 昭和45年 20 
日－1352 理趣経 松長有慶 中央公論社 1992年 15 
日－1353 摩訶止観（上下） 

(岩波文庫青309-12T) 2 冊  
関口真大校注 岩波書店 昭和41年 15 
 

日－1354 無量寿経優波提舎願生偈の試解 山口益 法蔵館 1963年 22 
日－1355 輔教編 荒木見悟 筑摩書房 1981年 22 
日－1356 肇論研究 塚本善隆編 法蔵館 1955年 26 
日－1357 般若心経雑感 増田大洲 長谷川 1964年 22 
日－1358 八宗綱要啓家録(全5巻) 楠潜龍 東派本山教育課蔵 明治11年 22 
日－1359 攝大乘論 漢譯四本對照 佐々木月樵 臨川書店 1977 33 
日－1360 浄土真宗偈讃 式務局編 法蔵館 昭和24年 15 
日－1361 十善法語 藤井佐兵衛編 藤井文政堂 大正8年 14 
日－1362 十地経梵文和訳 竜山章真訳註 破塵閣 昭和13年 24 
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番号 書    名 著者・出版社・版年・規格 
日－1363 梵文入楞伽経:邦訳 南条文雄 泉芳ｴｲ 南条先生古稀記念祝賀会 昭和2年 23  
日－1364 正信念仏偈聴記 曽我量深 本願寺出版部 1969年 22 
日－1365 教行信証 親鸞 金子大栄校訂 岩波書店 昭和32年 15 
日－1366 教行信証の研究 重見一行 法蔵館 1981年 22 
日－1367 歎異抄 野間宏 筑摩書房 1978年 19 
日－1368 歎異抄 金子大栄校訂 岩波書店 昭和6年 15 
日－1369 歎異抄 教行信証分類翻訳委員会 真宗大谷派宗務所 昭和36年 18 
日－1370 歎異抄と本願寺教団 梅原猛 小学館 1984年 19 
日－1371 誤解された歎異抄 梅原猛 光文社 1990年 18 
日－1372 わたしの歎異抄入門 松原泰道 祥伝社 1994年 18 
日－1373 三教指帰 〔福永コピー本〕 
日－1374 文鏡秘府論箋（上下） （福永コピー本） 
日－1375 二教論研究覈抄 （福永コピー本） 
日－1376 即身成佛義身心帝網鈔(全４冊) （福永コピー本） 
日－1377 十二宗綱要（本・末） 21 （福永コピー本） 
日－1378 維摩経講話 渡辺照宏 河出書房 1955年 18 
日－1379 観音経講話 沢木興道 堀出版社 昭和23年 19 
日－1380 天台四教儀講話 境野黄洋 丙午出版社 大正7年 23 
日－1381 正法眼蔵講話（1）弁道話.上 西谷啓治 筑摩 1987年 20 
日－1382 正法眼蔵講話（2）弁道話.下 西谷啓治 筑摩 1987年  20 
日－1383 無常 唐木順三 筑摩 1964年 20 
日－1384 認識と超越<唯識> 服部正明他編 角川書店 1970年 20 
日－1385 自己をならうというは 余語翠巌 地湧社 1987年 20  
日－1386 宗教体験と言葉 南山宗教文化研究所編 紀伊国屋書店  1978年 20 
日－1387 通俗原人論講義 熱田靈知 与教書院 明治18年 21 
日－1388 もう一つの人間観 和田重正 地湧社 1984年 20 
日－1389 講座禅.（第1巻）禅の立場 西谷啓治編 筑摩書房 1967年 23 
日－1390 現代禅講座（第1巻）思想と行為 久松真一 角川書店 1956年 19 
日－1391 禅の山河 柳田聖山 日本放送出版協会 1975年 18 
日－1392 禅の山河 柳田聖山 禅文化研究所 1986年 19 
日－1393 禅の本質と人間の真理 久松真一･西谷啓治編 創文社 1969年 22 
日－1394 初期の禅史 柳田聖山 筑摩書房 1976年 22 
日－1395 禅宗史研究 宇井伯寿 岩波書店 昭和14年 23 
日－1396 第2禅宗史研究 宇井白壽 岩波書店 昭和16年 20 
日－1397 第3禅宗史研究 宇井伯寿 岩波書店 1966年 22 
日－1398 禅の語録（2）初期の禅史 柳田聖山 筑摩書房 1971年 22 
日－1399 禅の語録（17）大慧書 荒木見悟  筑摩書房 1969年 22 
日－1400 禅と哲学 上田閑照編 禅文化研究所 1988年 22 
日－1401 馬祖の語録 入矢義高編  禅文化研究所  1984年 22 
日－1402 未来からの禅 柳田聖山 人文書院 1990年 19 
日－1403 求道と悦楽・中国の禅と詩 入矢義高 岩波書店 1983年 20  
日－1404 永平大清規・道元の修道規範 篠原寿雄 大東出版 1980年 22 
日－1405 典座教訓・禅心の生活 篠原寿雄 大蔵出版 1969年 20 
日－1406 生きている禅 篠原寿雄 佐藤達玄 木耳社  1963年 22 
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番号 書    名 著者・出版社・版年・規格 
日－1407 禅の文化資料篇 （1） 柳田聖山編 京都大学人文科学研究所 1988年 27 
日－1408 禅 鈴木大拙 工藤澄子訳 筑摩書房 昭和40年 17 
日－1409 禅の思想 鈴木大拙 春秋社 昭和35年 17 
日－1410 続・純禅の時代 柳田聖山 禅文化研究所 1985年 22 
日－1411 禅の遺偈 柳田聖山 潮文社 1973年 20 
日－1412 景徳傳燈録（3、4）2冊 道原撰 禅文化研究所編 禅文化研究所 1990年 27 
日－1413 葛藤語箋 

 
無著道忠撰 篠原寿雄編  駒沢大学禅宗辞典編纂所  
1959年  25 

日－1414 無門関 無門慧開編 西村恵信訳注 岩波書店 1994年 15 
日－1415 臨済・荘子 前田利鎌 岩波書店 1990年 15 
日－1416 臨済録 朝比奈宗源訳注 岩波書店 昭和10年 15 
日－1417 臨済録 入矢義高訳注 岩波書店 1989年 15 
日－1418 碧厳録新講話 井上秀天 京文社    昭和6年 17 
日―1419 碧巌録（上中下） 

(岩波文庫青311-123T) 3冊  
入矢義高他訳注 岩波書店 1992年 15 
 

日－1420 碧厳録（上中下）3冊 朝比奈宗源 岩波書店 1937年 15  
日－1421 聖徳太子（1）仏教の勝利 梅原猛 小学館 1980年 20 
日－1422 豊国の傑僧法蓮 竹折勉 竹折勉（私家版） 1988年 22 
日－1423 空海の人生と思想 宮坂宥勝･梅原猛･金岡秀友編 春秋社 1976年 22 
日－1424 空海を解く 上山春平･森浩一編 徳間書店 1984年 20 
日－1425 空海（朝日評伝選24） 上山春平 朝日新聞社 1981年 20 
日－1426 空海の夢 松岡正剛 春秋社 1984年 20 
日－1427 空海の風景（上下）2冊 司馬遼太郎 中央公論 1975年 20 
日－1428 空海著作集（1,2） （福永コピー本） 
日－1429 人間の種々相 秘蔵宝鑰『空海』 宮坂宥勝 筑摩書房 1967年 20 
日－1430 弘法大師とその教 森寛紹 普賢院 昭和17年 17  
日－1431 弘法大師空海全集（第5巻） 弘法大師空海全集編輯委員会編 筑摩書房 1986年 22 
日－1432 天台大師の生涯 京戸慈光 第三文明社 1975年 18 
日－1433 日本の思想（1）最澄・空海集 渡辺照宏編 筑摩書房 1969年 20 
日－1434 円仁求法の旅 玉城妙子 講談社 2000年 20 
日－1435 世界史上の圓仁 E.O.ライシャワー 実業之日本社 1963年 22 
日－1436 明恵上人 白洲正子 講談社 1967年 22 
日－1437 悲しき者の救い 往生要集<源信> 石田瑞麿 筑摩書房 1967年 20 
日－1438 定本親鸞聖人全集.（第9巻） 親鸞聖人全集刊行会編 法蔵館 1979年 18 
日－1439 親鸞上人全集 可西大秀･蓮沼文範編 有宏社 大正15年  20 
日－1440 親鸞の世界 金子大栄 徳間書店 1972年 20 
日－1441 親鸞の大地 津曲淳三 弥生書房 1982年 20 
日－1442 親鸞思想の源流 西山邦彦 法蔵館 1985年 22 
日－1443 絶望と歓喜<親鸞> 増谷文雄 梅原猛 角川書店 1996年 15 
日－1444 日本仏教聖者伝（第4巻）弘法 高神覚昇 日本評論社 昭和10年 19 
日－1445 中世の真実 親鸞・普遍への道 阿満利麿 人文書院 1982年 20 
日－1446 日本の古典（12） 

親鸞・道元・日蓮  
梅原猛他訳 河出書房新社 1973年 23 
 

日－1447 蓮如 われ深き淵より 五木寛之 中央公論社 1995年 20 
日－1448 蓮如物語 五木寛之 角川書店 1995年 20 

 20 



番号 書    名 著者・出版社・版年・規格 
日－1449 蓮如と越前一向一揆 重松明久 福井県郷土誌懇談会 昭和50年 17 
日－1450 道元の見た宇宙 岩田慶治 青土社 1985年 20 
日－1451 道元と世阿弥 西尾実 岩波書店 1965年 19 
日－1452 策彦入明記の研究（上下）2冊 牧田諦亮 法蔵館 1995年 22 
日－1453 解読・石門先生 水月哲英 一ノ瀬和雄編 光善寺 平成3年 21 
日－1454 禪月大師の生涯と藝術 小林太市郎 創元社 1947年 22 
日－1455 石言先生 藤島儀市他 石言先生顕彰会 昭和31年 20  
日－1456 善導和尚集附・索引・考異 善導 浄土宗宗務庁 1978年 23 
日－1457 比叡山延暦寺座主山田恵諦法話集 山田恵諦 平凡社 1980年 22 
日－1458 良慶和上茶寿記念集 清水寺 中外日報社 昭和56年 25 
日－1459 日々好日 大西良慶 清水寺 昭和57年 18 
日－1460 凡愚抄:塚本善隆遺文集 塚本善隆 塚本和子 1982年 19 
日－1461 医僧白隠の呼吸法 村木弘昌 柏樹社 1986年 20 
日－1462 釈尊の呼吸法 村木弘昌 柏樹社 1979年 20 
日－1463 癒しの仏教 島影利八 サンガ 2003年 18 
日－1464 佛所行讃 池田卓然 佛教経典叢書刊行会 1921 20 
日－1465 曼荼羅のみかた 石田尚豊 岩波書店 1984年 22 
日－1466 仏教民俗の領域 中村康隆編 国書刊行会 1978年 22 
日－1467 仏事の礼式と心得 原桃子監修 :吉沢久子 永岡書店 1980年 19 
日－1468 九州仏教の源流をたずねて 

 
九州曹洞宗青年会第7期執行部編  
福岡曹洞宗青年会・九州曹洞宗青年会 1997年  22 

日－1469 庶民のほとけ 観音・地蔵・不動 頼富本宏 日本放送出版協会 1984年 19 
日－1470 京の佛たち 中村直勝 白川書院 昭和38年 18 
日－1471 名取の里、熊野信仰と一切経 東北歴史資料館編 東北歴史資料館 1980年 24 
日－1472 等覚寺の松会 苅田町教育委員会 苅田町教育委員会 1993年 30 
日－1473 金剛山自性禅寺大雅寺 自性寺 昭和61年 28 
日－1474 安楽寺 著作者不明 24 
日－1475 知恩院 福原隆成 京都東山知恩院 昭和5 年 17 
日－1476 本願寺 北畠玄瀛 本派本願寺教務部 大正8年 17 
日－1477 叡山の新風 日本の仏教（第3巻） 壬生台舜 筑摩書房 1967年 20 
日－1478 東洋的な見方 鈴木大拙 春秋社 1975年 19 
日－1479 宗教（日中文化交流史叢書第4巻） 源了円･楊曽文編 大修館書店  1996年 20   
日－1480 維軒加藤常賢学問とその思い出 加藤常賢他 深津胤房編  加藤さだ出版  1980年 19 
日－1481 中国の佛教 結城令聞他編 大藏出版 1981年 22   
日－1482 中国仏教の批判的研究 伊藤隆寿 大蔵出版 1992年 22 
日－1483 支那佛教の研究 常盤大定 春秋社 昭和16年 20 
日－1484 支那仏教史研究.北魏篇 塚本善隆 弘文堂書房 昭和17年 22 
日－1485 中国仏教通史（第1巻） 塚本善隆 春秋社 1979年 23 
日－1486 中国仏教通史（第1巻） 塚本善隆 鈴木学術財団 1968年 22 
日－1487 中国仏教史(岩波全書 310) 鎌田茂雄 岩波書店 1978年 19 

日－1488 中国佛教史 道端良秀 法蔵館 1956年 22 

日－1489 仏教史概説（中国篇） 野上俊静他 平楽寺書店  1968年  22 
日－1490 中国近世仏教史研究 牧田諦亮 平楽寺書店 1957年 22 
日－1491 中国仏教思想史 木村清孝 世界聖典刊行協会 1979年 20 
日－1492 中国仏教思想論集 任継愈著 古賀英彦他訳 東方書店 1980年 22 
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番号 書    名 著者・出版社・版年・規格 
日－1493 中国仏教思想の形成（第1巻） 玉城康四郎 筑摩書房 1971年 23 
日－1494 北朝隋唐中国仏教思想史 荒牧典俊編著 法藏館 2000年 22 
日－1495 唐中期の浄土教 

 
塚本善隆 東方文化学院京都研究所  
昭和8年（福永コピー装丁本） 

日－1496 宋代禅籍の文献的研究 末木文美士 東京大学 1989-1991年   25 
日－1497 宋代禅宗史の研究 石井修道 大東出版 1987年 22 
日－1498 無の探求<中国禅> 柳田聖山 梅原猛 角川書店 1969年 20 
日－1499 仏教と陽明学 荒木見悟 第三文明社 1979年 18 
日－1500 仏教と儒教倫理 道端良秀 平楽寺書店 1968年 19 
日－1501 仏教と儒教 道端良秀 第三文明社 1976年 18 
日－1502 支那に於ける佛教と儒教道教 常盤大定 東洋文庫 昭和5年 26 
日－1503 不安と欣求<中国浄土> 塚本善隆 梅原猛 角川書店 1997年 20 
日－1504 仏教と中国社会 

 
ケネス・K.S.チェン 福井文雅他編訳 金花舎  
1981年 22 

日－1505 中国法華思想の研究 菅野博史 春秋社 1994年 23 
日－1506 中国華厳思想史の研究 鎌田茂雄 東京大学出版会 1965年 22 
日－1507 現代中国の仏教 末木文美士 曹章祺 平河出版 1996年 20 
日―1508 中国仏教文学研究 加地哲定 高野山大学文学部中国哲学研究室  

1965年 19 
日―1509 現代中国の諸宗教 民衆宗教の系譜 中村元,笠原一男 金岡秀友  佼成会 1974年 22 
日―1510 魏書釋老志の研究 塚本善隆著 佛教文化研究所出版部 1961年 22 

日―1511 弘明集研究(巻上、巻中、巻下）3冊 僧祐撰・牧田諦亮校記 京都大学人文科学研究所  
1973年  27 

日－1512 初期中国華厳思想の研究 木村清孝 春秋社 1977年 23 
日－1513 中国撰述経典（１） 柳田聖山 筑摩書房 1987年 20 
日－1514 敦煌古写経 野上俊静編 大谷大学東洋学研究室 1965年  30 
日－1515 燉煌出土荷沢神会禅師語録 鈴木貞太郎･公田連太郎校 森江書店 昭和9年 24 
日－1516 大倉文化財団蔵 宋版 太田辰夫 磯部彰訳 汲古書院  1997年 22 
日－1517 大宋僧史略 牧田諦亮訳註 大東出版 昭和41年 20 
日－1518 羅什 横超慧日 諏訪義純 大蔵出版 1982年  18 
日－1519 玄奘 桑山正進 袴谷憲昭 大蔵出版  1981年 19 
日－1520 出三蔵記集序巻訳注 中嶋隆藏編 平楽寺書店 1997年 27 
日－1521 慧超往五天竺国伝研究 桑山正進編 京都大学人文科学研究所 1992年 27 
日－1522 釈道安研究 宇井伯寿 岩波書店 1956年 22 
日－1523 慧遠研究.研究編                    木村英一編 創文社 1962年 27 
日－1524 慧遠研究.遺文篇                   木村英一編 創文社 1960年 27 
日－1525 雲棲袾宏の研究 荒木見悟 大蔵出版 1985年 20 
日－1526 智者大師別傳新解 灌頂他著 妙法院門跡事務局 1955年 27 
日－1527 智者大師別伝新解 （福永コピー本） 
日－1528 達摩の語録 二入四行論 柳田聖山 筑摩書房 1969年 22 
日－1529 高僧伝（仏陀とともに） 慧皎撰 中嶋隆蔵編訳 講談社 1989年 20 
日－1530 中国の仏教美術 水野清一 平凡社 1968 23 
日－1531 普陀洛迦新心 許止浄 文海出版 1931年 19 
日－1532 大同石仏寺 木下杢太郎 座右宝刊行会 昭和13年 20 
日－1533 韓国仏教思想研究 韓基斗 一志 1980年 20 
日－1534 韓国仏教儀礼の研究 洪潤植 隆文館 1976年 22 
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番号 書    名 著者・出版社・版年・規格 
日－1535 海東の仏教 中吉功編 国書刊行会  1973年 27 
日－1536 印度古代精神史 金倉圓照 岩波書店 1939年 22 
日－1537 聖と俗のインド 山折哲雄 第三文明社 1998年 18 
日－1538 インド仏教思想史 三枝充悳 第三文明社   1975年 18 
日－1538 印度セイロン紀行 藤吉慈海著 仏教文化研究所 昭和30年 20 
日－1539 死者の丘・涅槃の塔 インド 曽野寿彦 西川幸治 新潮社 1970年 20 
日－1540 インド思想 早島鏡正他 東京大学出版会 1982年 20 
日－1541 龍樹と曇鸞 浄土論註研究序説 西山邦彦 法蔵館 1982年 22 
日－1542 仏教説話と故事、インド編 創価学会教学部（編） 聖教新聞社 昭和48 17 
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日本史・考古学（計181冊） 

番号 書    名 著者・出版社・版年・規格 
日－1543 正説日本史 監修:村尾次郎  原書房 1980年 19 
日－1544 反逆の日本史 原田伴彦 時事通信社  1979年 20 
日－1545 日本の古代国家（日本歴史叢書） 石母田正 岩波書店  1971年  19    
日－1546 日本古代王権形成史論 山尾幸久 岩波書店  1983年 22 
日－1547 日本古代の国家と仏教 井上光貞 岩波書店 1971年 19 
日－1548 日本古代文化の探究  鏡 森浩一編  社会思想社  1978年 20 
日－1549 日本の古代文化（日本歴史叢書） 林屋辰三郎 岩波書店  1971年  19   
日－1550 日本古代文化史の構想 祖父殴打伝承を読む 

（歴史学叢書） 
新川登亀男 名著刊行会  1994年 20 
 

日－1551 日本文明史（1） 受容と創造の軌跡 
日本文明史の構想  

上山春平  角川書店  1990年 21 
 

日－1552 日本文明史（3）宮都の風光 唐文明の導入 千田稔 角川書店  1990年 21 
日－1553 日本紀年の研究 森清人 詔勅講究所  1956年  22 
日－1554 神代史の新研究 白鳥庫吉   岩波書店  1954年  22 
日－1555 古代社會史 早川二郎 岩崎書店 1947 21 
日－1556 古代の都と村（古代史復元9） 金子裕之編 講談社 1989年 27   
日－1557 古代探求 森浩一70の疑問 森浩一 中央公論社  1998年 20 
日－1558 空白の古代史 海・陸・山・道の視点から 水野祐･森浩一著  社会思想社  1980年 20 
日－1559 東洋史を書きかえる 

古代における中国の日本支配  
河野千利 私家版 昭和63年 22 
 

日－1560 古代の日本と東アジア 上田正昭 小学館  1991年 22 
日－1561 古代史の中の女性たち 森浩一・門脇禎二編 大巧社 1998年  20 
日－1562 古代日本の歴史地理学的研究 千田稔 岩波書店  1991年 22  
日－1563 古代伝承史の研究 上田正昭 塙書房  1991年 22 
日－1564 神功皇后伝説の研究 

 日本古代氏族伝承研究序説    
塚口義信 創元社  1980年 22 
 

日－1565 朱の伝説 古代史の謎 邦光史郎 集英社  1994年 20 
日－1566 古代日本の知恵と技術 

（朝日カルチャーブックス28） 
森浩一編 大阪書籍 1983年 19 
 

日－1567 古代は語る 古代日本人の技術 
森浩一対談集     

森浩一 河合出版  1990年 19 
 

日－1568 古代海人の謎 宗像シンポジウム 
（海鳥ブックス8） 

田村円澄･荒木博之編  海鳥社  1991年 19 
 

日－1569 知られざる古代 
謎の北緯34度32分をゆく  

水谷慶一  日本放送出版協会  1980年 20 
 

日－1570 呉越の風 筑紫の火 
古代テクノポリスを探る 

監修:金関恕･森醇一朗 東アジア文化交流史研究会
1991年 26 

日－1571 海を渡った人びと（図説日本の古代第1巻） 森浩一  中央公論社 1989年 27   
日－1572 森浩一の語る日本の古代（1） 

（倭人・クマソ・天皇） 
森浩一 大巧社 1994 19 
 

日－1573 倭・倭人・倭国 東アジア古代史再検討 井上秀雄 人文書院 1991 20 
日－1574 倭人伝の道 久里双水古墳と邪馬台国 東アジア文化交流振興協会 1994年 26 
日－1575 バンチェン 倭人のルーツ 

 
P チャロエンワンサ著 鹿島昇訳 新国民社  
1981年  27   

日－1576 倭国の歴史 鈴木一郎 西日本新聞社  1995年 19 
日－1577 倭と日本 その歴史的断絶 配山実 踏青社  1996年 20 
日－1578 倭王の末裔 豊田有恒 河出書房新社  1971年 20 



番号 書    名 著者・出版社・版年・規格 
日－1579 倭と越 日本文化の原郷をさぐる 

 
監修:金関恕･森醇一朗  東アジア文化交流史研究会
1992年 26 

日－1580 卑弥呼と邪馬台国 黒岩重吾･大和岩雄著  大和書房  1992年 20 
日－1581 邪馬台国はここだ 鉄と鏡と 

「倭人伝」からの検証    
奥野正男 毎日新聞社  1981年 20 
 

日－1582 邪馬台国は二カ所あった 
邪馬台国から初期ヤマト王権へ    

大和岩雄 大和書房  1990年 20 
 

日－1583 邪馬台国は東遷したか 荒木博之他編  三一書房  1994年 20 
日－1584 騎馬民族は来た!？来ない？! 

「激論」江上波夫vs佐原真  
江上波夫･佐原真 小学館 1990年 20 
 

日－1585 日本民族と海洋思想 木宮泰彦  刀江書院   昭和17年 22 
日－1586 ヤマトタケル 尾張・美濃と英雄伝説 

 第2回春日井シンポジウム   
森浩一･門脇禎二編  大巧社  1995年 20 
 

日－158 継体王朝 日本古代史の謎に挑む 
第7回春日井シンポジウム   

森浩一･門脇禎二編  大巧社  2000年 20 
 

日－1588 第3回春日井シンポジウム資料集 
 

春日井市教育委員会民俗考古調査室 
第3回シンポジウム実行委員会 1995年 26 

日－1589 東海学の創造をめざして 考古学と歴史 
学の諸問題 第8回春日井シンポジウム  

森浩一編 五月書房  2001年 20 
 

日－1590 古代日本の遊びの研究 荻野恕三郎 南窓社  1982年 22 
日－1591 新説日中古代交流を探る いき一郎  葦書房  1989年 19 
日－1592 古代の日本と朝鮮(岩波グラフィックス36) 上田正昭 岩波書店 1986年 22 
日－1593 日本にあった朝鮮王国 

謎の「秦王国」と古代信仰    
大和岩雄 白水社  1993年 20 
 

日－1594 老の国から古代オリエントへ 
 

福田日出子 長谷川升太郎･金井久雄発行  
1983年  21  

日－1595 古代最大の内戦・磐井の乱 
 

田村圓澄･小田富士夫･山尾幸久共著 大和書房  
1985年 21 

日－1596 古代東国の謎に挑む 上田正昭他 あさを社  1982年 19 
日－1597 代東国の王者 上毛野氏の研究 茜史郎 あさを社  1985年  21 
日－1598 特集 上毛野の中の朝鮮文化 

（上州路No45） 
あさを社 1978年 25 
 

日―1599 対談 謎の上毛野氏 豊田有恒･熊倉浩靖 上毛新聞社  1988年  20 
日－1600 徐福伝説考 「徐福渡来説」の謎を追う 逵志保  波乗社  1991年 19   

日－1601 徐福伝説を探る 日中合同シンポジウム 安志敏他  小学館  1990年 20   

日－1602 徐福学への発走 弥生の夜明け 東アジア文化交流振興協会  1995年 26 
日－1603 徐福をさぐる（徐福学への招待） 

 
徐福シンポジューム運営委員会 西日本新聞社  
平成元年 26  

日－1604 徐福與邪馬台國 彭雙松 富蕙図書出版社  1990年 26 
日－1605 帰化人の研究（第2集）天日槍 

帰化人第一号神功皇后外祖母家   
今井啓一  綜芸舎  1986年   19 
 

日－1606 帰化人の研究 今井啓一 綜芸舎  1969年  19 
日－1607 [日本]国はいつできたか 日本国号の誕生 大和岩雄 大和書房 1996年 19  
日－1608 国家・理念と制度 

（京都大学人文科学研究所報告） 
中村賢二郎 明文舎 平成元年 22 
 

日－1609 日本の国家像（新NHK市民大学叢書6） 上山春平 日本放送出版協会  1980年 19 
日－1610 国家と天皇 黒田俊雄編 春秋社 1987年 20 
日－1611 天皇と日本を起源から考える 新人物往来社 1993年 27 
日－1612 海人 (あま) と天皇（上下）2冊 

日本とは何か  
梅原猛 朝日新聞社  1991年 21 
 

日－1613 天皇と豪族（清張通史4） 松本清張   講談社  1978年 20 
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番号 書    名 著者・出版社・版年・規格 
日－1614 天皇制を問う 歴史的検証と現代 

 
日本史研究会,京都民科歴史部会編   
人文書院  1990年 19 

日－1615 古代天皇長寿の謎 日本書紀の暦を解く 
（ロッコウブックス）  

貝田禎造 六興出版 1985年 19      
 

日－1616 寧楽（清張通史6） 松本清張著   講談社  1983年 20 
日－1617 新益京(藤原宮)と四大神 竹沢勉 大和書房  1990年 19 
日－1618 奈良・平安の都と長安 日中合同シンポジウム 

古代宮都の世界   
西嶋定生編  小学館  1983年 20 
 

日－1619 古事記は日本のふる里だ 寺田青胡 近藤出版社 1983年  19 
日－1620 四国は死国にされていた 大和朝廷の大秘密政策 大杉博  倭国研究所  1989年 19 
日－1621 陰謀大化改新 仕組まれた東アジアの政変 小林恵子  文芸春秋  1992年 20 
日－1622 壬申の乱 大海人皇子から天武天皇へ 

第3回春日井シンポジウム   
森浩一･門脇禎二編  大巧社  1996年 20 
 

日－1623 源平の盛衰日本（歴史シリーズ第5巻） 遠藤元男編  世界文化社  1967年  27 
日－1624 日本史8（豊後篇3）フロイス著 

 
松田毅一･川崎桃太訳 中央公論社   
1981年-1982年 20 

日－1625 天正遣欧使節 松田毅一  臨川書店  1990年 20 
日－1626 ザビエルの同伴者アンジロー 戦国時代の国際人 

（歴史文化ライブラリー 126）  
岸野久  吉川弘文館  2001年 19 
 

日－1627 江戸時代と近代化 大石慎三･中根千恵 筑摩書房 1986年 20 
日－1628 封建社会と共同体 清水盛光･会田雄次編  創文社 1961年  22 
日－1629 城と国家 戦国時代の探索（小学館創造選書36） 上山春平  小学館  1981年 19 
日－1630 歴史講座  城郭之研究 大類伸  日本学術普及会  1915年  18 
日－1631 播磨灘物語（日本歴史文学館13） 司馬遼太郎 講談社  1986年 20 
日－1632 鎖国 日本の悲劇 和辻哲郎  筑摩書房  1964年  19 
日－1633 攘夷記事 

 
三宅英利監修 北九州大学古文書研究会  
1988年  26 

日－1634 前近代における都市と社会層 
 

中村賢二郎 京都大学人文科学研究所  
昭和55年 22 

日－1635 近代へのあゆみ 明治時代（少年少女日本の歴史8）  福地重孝  偕成社  昭和42年  23 
日－1636 日本近代の出発 飛鳥井雅道  塙書房  1973年  19 
日－1637 文明開化の研究（京都大学人文科学研究所報告） 林屋辰三郎編  岩波書店  1979年 22 
日－1638 明治（図説日本文化の歴史11） 飛鳥井雅道他編  小学館  1981年  28 
日－1639 維新革命に関する序説 有馬東洋男  近代文芸社  1995年 20 
日－1640 明治維新の分析視点 上山春平  講談社  1968年  20 
日－1641 明治の尊攘派 影山正治  大東塾出版部  1967年  19 
日－1642 江藤新平と明治維新 鈴木鶴子  朝日新聞社  1989年 22 
日－1643 清教徒神風連 福本日南  実業之日本社  大正5年  19 
日－1644 雪はよごれていた 昭和史の謎二・二六事件 

最後の秘録   
沢地久枝  日本放送出版協会  1988年 20 
 

日－1645 私の現代史論（朝日カルチャーブックス13） 井上清 大阪書籍  1982年 19 
日－1646 現代史の課題（中央公論文庫） 亀井勝一郎  中央公論社  1959年  18 
日－1647 歴史に何を学ぶか 羽仁五郎・井上清現代史対談 

 
羽仁五郎･井上清著  現代評論社  1973年   
20 

日－1648 教科書が教えない歴史 
藤岡信勝･自由主義史観研究会   

産経新聞出版  2005年 19 
 

日－1649 21世紀への日本の顔とかたち 
見えてきた歴史の流れとわが国の課題   

田中啓二郎  PHP研究所  1992年 20 
 

日－1650 阪神大震災 毎日新聞は何を伝えたか 
発生から1週間完全収録号外117～124  

特別縮刷版  毎日新聞社  1995年 34 
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番号 書    名 著者・出版社・版年・規格 
日－1651 社会科学への招待 歴史学 樺山紘一他 日本評論社 1977年  21 
日－1652 黒板勝美先生遺文 

 
黒板勝美先生生誕百年記念会編  吉川弘文館   
1974 年 27 

日－1653 歴史断想 瀬野精一郎  東京堂出版  1997年 19 
日－1654 変革と情報 日本史のしくみ 

 
林屋辰三郎･梅棹忠夫･山崎正和編 中央公論社  
1971年 20 

日－1655 歴史と人間（NHKブックス） 堀米庸三 日本放送出版協会 1965年 18 
日－1656 新版日本女性史 井上清 三一書房 1967年 18 
日－1657 日本の女性史第3 近世 忍従と美徳と 和歌森太郎 山本藤枝共著 集英社 1966年 18 
日－1658 新人国記 6 朝日新聞社編 朝日新聞社 1984年 19 
日－1659 NHK歴史発見（4） NHK歴史発見取材班編  角川書店  1993年 20   
日－1660 NHK歴史発見（6） NHK歴史発見取材班編  角川書店  1993年 20   
日－1661 皇国神典至要鈔 筧克彦輯  清水書店  大正7年  19 
日－1662 書紀集解（1~４）4冊 河村秀根･益根編著  臨川書店  1988年  22   
日－1663 先代舊事本紀 附舊事紀直日 

(続日本古典全集) 
石井恭二編 現代思潮社 昭和55年 20 

日－1664 釋日本紀（上続、下続）2冊(日本古典全集) 石井恭二編 現代思潮社 昭和5６年  20 
日－1665 寧樂遺文 上卷 (總目録・政治編) 竹内理三編 東京堂出版 1997年 22 
日－1666 寧楽遺文 中巻 (宗教編・経済編 上) 竹内理三編 東京堂出版 1981年 22 
日－1667 寧楽遺文 下巻 (経済編下・文学編・解説) 竹内理三編 東京堂出版 1976年 22 
日－1668 平安遺文 古文書編（第1巻） 竹内理三編 東京堂出版 1974年 22 
日－1669 新撰姓氏録考証（上） 栗田寛  吉川弘文館  1900年  23 
日－1670 新撰姓氏録考証（下･索引） 

 
栗田寛･大槻如電･加藤直種編  吉川弘文館  
1901年  23 

日－1671 本邦残存典籍による輯佚資料集成 
 

新美寛編・鈴木隆一補  京都大学人文科学研究所   
1968年  27 

日－1672 本邦残存典籍による輯佚資料集成（続） 
 

新美寛編･鈴木隆一補  京都大学人文科学研究所   
1968年  27 

日－1673 古文書時代鑑解説（上下）2冊 
 

東京帝国大学史料編纂掛編  東京帝国大学   
大正14年  23 

日－1674 類聚近世風俗志  原名守貞漫稿 喜多川守貞 更生閣書店 昭和9年 23 
日－1675 彩雲 浄喜寺古文書をよむ 陣山綏解読・発行 1982年  19 
日－1676 寶暦三年八丈島漂着南京船資料 

（江戸時代漂着唐船資料集１） 
大庭脩編 関西大学出版部 昭和60年 29  
 

日－1677 函館華僑関係資料集                       大阪大学文学部編 同朋舎 昭和57年 24 
日－1678 日本史年表                               歴史学研究会編 1966年  20 
日－1679 考古学から見た邪馬台国の東遷            奥野正男 毎日新聞社1982年 20 
日－1680 発掘された謎の邪馬台国                    

吉野ケ里遺跡から纏向石塚古墳まで   
高橋徹 日本文芸社 1989年 18 

日－1681 歴史群像特別編集 最新邪馬台国論        
甦る女王国と吉野ヶ里遺跡  

学習研究社 1988年 26 

日－1682 古代史発掘総まくり 2000 
（アサヒグラフ別冊） 

朝日新聞社 2000年 29 
 

日－1683 日本書紀と考古学                          中尾七平  海鳥社  1997年 22 
日－1684 発掘された万葉集の謎 高橋徹 日本文芸社 1994年  18 
日－1685 万葉集の考古学 森浩一編  筑摩書房  1984年 20 
日－1686 飛鳥・藤原京の謎を掘る 千田稔･金裕之 文英堂 2000年 21 
日－1687 発掘された日本史 藤ノ木古墳から 

江戸城「松の廊下」まで    
高橋徹･天野幸弘著  日本文芸社   
1988年 18 
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番号 書    名 著者・出版社・版年・規格 
日－1688 天皇陵古墳 森浩一編  大巧社  1996年 20 
日－1689 装飾古墳のふしぎ 塩見桂二 榊晃弘写真  葦書房  1984年 21 
日－1690 装飾古墳 

 
榊晃弘写真 森貞次郎文  朝日新聞社  1972年 
22 

日－1691 装飾古墳（教育社歴史新書日本史41） 森貞次郎  教育社  1985年  18 
日－1692 飛鳥高松塚 奈良県橿原考古学研究所編 奈良県高市郡明日香村 1972年 25 
日－1693 石塚山古墳の謎 小田富士雄･長嶺正秀編 海鳥社 1991年 19 
日－1694 古墳の旅 中国と日本 森浩一 芸艸堂 1979年 22 
日－1695 古墳と古代宗教 重松明久 学生社 1978年 19 
日－1696 立岩 小島隆人 学生社 1969年  19 
日－1697 日本の信仰遺跡 金子裕之編 奈良国立文化財研究所 1998年 22 
日－1698 日本の古代遺跡（17） 群馬西部 田島桂男 保育社  1984年 19 
日－1699 古代日本を発掘する（3）平城京 田中琢 岩波書店  1984年 27   
日－1700 考古学と古代日本 森浩一 中央公論社 1994年 21 
日－1701 古代史津々浦  々列島の地域文化と考古学 森浩一 小学館 1993年  20 
日－1702 古代出土漆器の研究 

 : 顕微鏡で探る材質と技法 
岡田文男  京都書院  1995年 27 

日－1703 風景の考古学 千田稔  地人書房  1996年 22 
日－1704 日本神話の考古学 森浩一  朝日新聞社  1993年 20 
日－1705 考古学ノート 失われた古代への旅 森浩一  社会思想社  1981年 20 
日－1706 考古学西から東から 森浩一  中央公論社  1981年 20 
日－1707 考古学へのまなざし 地中から甦る本当の歴史 森浩一  大巧社  1998年 20 
日－1708 水野清一博士追憶集 

 
貝塚茂樹･日比野丈夫編 京都大学人文科学 
研究所 1973年  22 

日－1709 考古学六十年 梅原末治  平凡社  1973年  19 
日－1710 考古学千夜一夜 佐原真  小学館  1993年 20 
日－1711 食の考古学 佐原真 東京大学出版会  1996年 19 
日－1712 古代発掘夜話 高橋徹文  学生社  1997年 20 
日－1713 文化財の知識 京都府文化財保護基金 1975年 22 
日－1714 古墳・埋蔵文化財 京都府文化財保護基金 1972年  22 
日－1715 責任表示（増補改訂版） 

 
田村圓澄･小田富士雄･山尾幸久 大和書房   
1998年 20 

日－1716 月刊文化財発掘出土情報10 ジャパン通信社 1994年 26 
日－1717 月刊文化財発掘出土情報11 ジャパン通信社 1995年 26 
 

伝記 （計92冊） 

番号 書    名 著者・出版社・版年・規格 
日－1718 聖徳太子（2） 憲法十七条 梅原猛 小学館 1981年 20 
日－1719 聖徳太子（3） 東アジアの嵐の中で 梅原猛 小学館 1982年 20 
日－1720 聖徳太子（4） 理想家の孤独 梅原猛 小学館 1985年 20 
日－1721 天武天皇論 （1 ,2）2冊 大和岩雄 大和書房  1987年  20 
日－1722 水底の歌 柿本人麿論（上下）2冊 梅原猛 新潮社 1973年 20 
日－1723 秘められた挽歌 柿本人麻呂と高市皇子 末田重幸 講談社  1977年 20 
日－1724 人麻呂の実像 大和岩雄 大和書房 1990年 20 
日－1725 柿本人麻呂 無冠の恋歌 末田重幸 講談社  1980年 20 
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番号 書    名 著者・出版社・版年・規格 
日－1726 柿本人麻呂 中西進 筑摩書房 1970年 19    
日－1727 大伴家持 北山茂夫 平凡社 1971年 20 
日－1728 額田王 激動に生きた万葉女流歌人 山本藤枝 講談社 1979年 20 
日－1729 批評日本史 政治的人間の系譜（1） 藤原鎌足 

 
梅原猛･杉山二郎･田辺昭三著  思索社  
1972年  20 

日－1730 桓武天皇 村尾次郎 吉川弘文館 1987年 19 
日－1731 鎮西八郎為朝 津本陽 講談社 1989 20 
日―1732 西行花伝 辻邦夫 新潮社 1995年 22 
日－1733 菅原道真 坂本太郎 吉川弘文館 1962年 18 
日－1734 日野富子 物語と史蹟をたずねて 松本幸子  成美堂出版  1994年 19 
日－1735 大友宗麟（大分県先哲叢書） 

 
竹本弘文 大分県立先哲史料館編  
大分県教育委員会   1995年 19 

日－1736 大友宗麟資料集（第1巻~第5巻）5冊 
（大分県先哲叢書） 

大分県教育庁文化課編  大分県教育委員会  
1993年-1994年 22 

日－1737 大友宗麟 外山幹夫 吉川弘文館  1988年 19 
日－1738 ペトロ岐部カスイ資料集（大分県先哲叢書） 

 
大分県立先哲史料館編  大分県教育委員会   
1995年 22 

日－1739 元就、そして女たち 永井路子 中央公論社  1996年 18 
日－1740 武田信玄（6） 

 
さいとう・たかを著･新田次郎原作  
文芸春秋 1988年 19 

日－1741 歴史群像シリーズ（6）風林火山 
: 信玄の戦いと武田二十四将   

学習研究社 1988年 26   
 

日－1742 歴史群像シリーズ（12） 
戦国九州軍記:群雄苛烈なる生き残り血戦   

学習研究社 1988年  26   

日－1743 歴史群像シリーズ （38） 
黒田如水:天下取りを演出した希代の軍師  

学習研究社 1988年 26 
 

日－1744 千利休とその妻たち 三浦綾子 主婦の友社  1980年 20 
日－1745 秀吉 夢を超えた男（上中下）3冊 堺屋太一 日本放送出版協会  1996年  20 
日－1746 秀吉 NHK大河ドラマ・ストーリー  荒川豊編 日本放送出版協会 1995年 26 
日－1747 八代将軍吉宗（上中）3冊 ジェームス三木 日本放送出版協会   

1994年-1995年 20 
日－1748 五輪書 宮本武蔵のわざと道 寺山旦中  講談社  1984年 20 
日－1749 契沖 久松潜一 吉川弘文館  1963年  18 
日－1750 契沖 久松潜一 吉川弘文館  1989年 19 
日－1751 賀茂真淵 三枝康高  吉川弘文館  1987年   19 
日－1752 本居宣長 村岡典嗣 警醒社書店 1911年 23 
日－1753 本居宣長 吉川幸次郎  筑摩書房  1977年 20 
日－1754 本居宣長 相良亨  東京大学出版会  1978年 20 
日－1755 上田秋成 大谷晃一  トレヴィル  1987年 20 
日－1756 井原西鶴 森銑三  吉川弘文館  1985年 19 
日－1757 浅見絅斎 若林強斎（叢書日本の思想家13） 石田和夫･牛尾弘孝著  明徳出版社   

1990年  20 
日－1758 広瀬淡窓・広瀬旭荘叢書（日本の思想家35） 工藤豊彦  明徳出版社  1978年  20 
日－1759 伊藤仁斎 付伊藤東涯（叢書日本の思想家10） 伊東倫厚  明徳出版社  1983年 20 
日－1760 平田篤胤とその時代 沖野岩三郎  厚生閣  昭和18年  19 
日－1761 平田篤胤 山田孝雄  宝文館  1940年  23 
日－1762 富永中基 石浜純太郎 創元社 昭和15年 18 
日－1763 田能村竹田 日本南画の最高峰 

 
佐々木均太郎文 広瀬通秀絵 大分県教育庁 
文化課編  大分県教育委員会 1994年  19 
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番号 書    名 著者・出版社・版年・規格 
日－1764 田能村竹田（大分県先哲叢書） 宗像健一 大分県教育委員会  1993年 19 
日－1765 田能村竹田 資料集 絵画篇 

(大分県先哲叢書) 
大分県教育庁管理部文化課編   
大分県教育委員会  1992年 22 

日－1766 田能村竹田 資料集 書簡篇 
(大分県先哲叢書) 

大分県教育庁管理部文化課編   
大分県教育委員会  1992年 22 

日－1767 田能村竹田 資料集 詩文篇 
(大分県先哲叢書) 

大分県教育庁管理部文化課編  
大分県教育委員会  1992年 22 

日－1768 田能村竹田 資料集 著述篇 
(大分県先哲叢書) 

大分県教育庁管理部文化課編   
大分県教育委員会  1992年 22 

日－1769 陳元贇の研究 小松原涛 雄山閣出版 1962年 22 
日－1770 高野長英伝 高野長運  岩波書店  1943年  19 
日－1771 大塩平八郎 岡本良一 聖文堂 昭和50年  19 
日－1772 大塩平八郎（朝日評伝選16） 宮城公子 朝日新聞社  1977年  20 
日－1773 大塩平八郎（日本文化名著選） 幸田成友 創元社 昭和18年 19 
日－1774 大塩平八郎 その性格と状況 半谷二郎  旺史社  1977年 19 
日－1775 吉田松陰 玖村敏雄  岩波書店  昭11年 20 
日－1776 橋本左内言行録 山田秋甫編  橋本左内言行録刊行会  昭和7年  23 
日－1777 横井小楠の政治思想・海保青陵の思想像 平石直昭   
日－1778 東福門院和子の涙 宮尾登美子  講談社  1993年 20 
日－1779 福沢諭吉の思想と現代 高橋弘道  海鳥社  1997年  20 
日－1780 人間福沢諭吉 松永安左衛門  実業之日本社  1964年  18 
日－1781 福沢諭吉中津からの出発 横松宗  朝日新聞社  1991年 19 
日－1782 福翁自伝(福沢諭吉)  

ある心の自叙伝(長谷川如是閑) 
わが精神の遍歴(亀井勝一郎)  

 
世界教養全集第28  平凡社 1963年  19 
 

日－1783 滝廉太郎 松本正  大分県教育委員会  1995年 19 
日－1784 滝廉太郎 資料集（大分県先哲叢書） 

 
大分県教育庁文化課編  大分県教育委員会   
1994年 22 

日－1785 橋本景岳全集（上下）2冊 景岳会編 敏傍書房 昭和18年  21 
日－1786 食人窟小伝 漂泊の歌人 小林泉の生涯 和田新 みどり美術印刷 1980年  19 
日－1787 中原延平伝 奥田英雄 東亜燃料工業  1981年 22 
日－1788 北方心泉 人と芸術 本岡三郎編  二玄社  1982年 22 
日－1789 行為と妄想 わたしの履歴書 梅棹忠夫  日本経済新聞社  1997年 20 
日－1790 小西重直の生涯と思想 加藤仁平 黎明書房  1967年 19 
日－1791 湯川秀樹 桑原武夫他編  日本放送出版協会  1984年 20 
日－1792 追想森恭三記者 『追想森恭三記者』刊行事務局   1988年  22 
日－1793 小説田中絹代 新藤兼人 読売新聞社  1983 20 
日－1794 李香蘭私の半生 山口淑子･藤原作弥著  新潮社  1987年 20 
日－1795 三島由紀夫 神童の悲劇 北村和夫 岩波ブックセンター信山社 1982年  18 
日－1796 先徳の芳躅 松本文三郎  創元社  昭和19年  19 
日－1797 母と子の人生塾 

四肢切断・中村久子先生の一生   
黒瀬昇次郎  致知出版社  1993年  19 
 

日－1798 得泰船筆語 野田希一録･田中謙二注  私家版  不明 
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郷土史 （計245冊） 

番号 書    名 著者・出版社・版年・規格 
日－1799 大分県の百年（県民100年史44） 豊田寛三他 山川出版社  1986年 20 
日－1800 新人国記6（大分県・青森県・愛媛県 

・福井県・千葉県）  
朝日新聞社編  朝日新聞社  1984年 19 
 

日－1801 大分（日本の古代遺跡49） 橘昌信 保育社  1995年 19 
日－1802 大分県の考古学（郷土考古学叢書 6） 賀川光夫  吉川弘文館  1971年  22 
日－1803 大分の庶民仏教 賀川光夫・今永清二編 日の丸印刷  

昭和41年 26 
日－1804 大分県の山歩き（増補版） 吉川満 葦書房  1992年 19 
日－1805 大分県の文化財（第二集） 大分県教育委員会 1959年 27 
日－1806 大分県内石造文化財の現状と課題 

 
大分県宇佐風土記の丘歴史民俗資料館  
1994年 26 

日－1807 
 

豊後磨崖石仏の研究 
(京都帝国大学文学部考古学研究報告第9冊) 

浜田耕作 京都帝国大学  1925年 27 
 

日－1808 大分県郷土資料集成 戦記篇 垣本言雄編 大分県郷土資料刊行会  
昭和13年 22 

日－1809 二豊小藩物語（上下）2冊 狭間久 大分合同新聞社 1975年-1976年 22 
日－1810 下毛郡誌 

 
大分県下毛郡教育会編  大分県下毛郡教育会  
昭和2年 23 

日－1811 中津藩 歴史と風土 
（第1輯~第10輯）10冊 

半田隆夫校訂  中津市立小幡記念図書館  
1981年-1990年 26 

日－1812 中津市史 中津市史刊行会編  中津市史刊行会  
1966年 22 

日－1813 物語中津藩の歴史（上下）2冊 原田種純  歴史図書社  1979年 20 
日－1814 蘭学の泉ここに湧く 豊前・中津医学史散歩 川嶌真人 西日本臨床医学研究所 1992 20 
日－1815 中津の医学史 前野良沢から田原淳まで 中津市歴史民俗資料館 1994年 27 
日－1816 中津の歴史 今永清二編 中津市刊行会 1980年 19 
日－1817 なかつのあゆみ 親子で学ぶ中津の歴史 中津市教育委員会  1992年 27 
日－1818 ふるさとの歴史 中津市制五十周年記念出版 中津市制五十周年記念刊行会 1979年 19 
日－1819 豊前中津ふるさと今むか史 今永正樹 ふるさと豊前中津の会 1986年 26 
日－1820 ふるさと年表 豊前中津地方 今永正樹編  ふるさと豊前中津の会   

1977年 26 
日－1821 中津の洋画家たち 

（中津市制70周年記念展覧会） 
糸園和三郎他著 中津教育委員会編 印象社 29

日－1822 扇城遺聞 赤松文二郎編 中津小幡記念図書館  
1932年 21 

日－1823 中津市文化財調査報告 第8集 中津市教育委員会 1990年 26 
日－1824 中津市文化財調査報告 第10集 中津市教育委員会 1991年 26 
日－1825 中津市文化財調査報告 第11集 中津市教育委員会 1992年 26 
日－1826 中津市文化財調査報告 第12集 中津市教育委員会 1993 年 26 
日－1827 中津市文化財調査報告 第17集 中津市教育委員会 1996年 30 
日－1828 史跡福沢諭吉旧居保存修理工事報告書 

 
文化財建造物保存技術協会編  中津市   
1990年 30 

日－1829 第三次中津市総合計画 中津市 1998年 30 
日－1830 耶馬溪と賴山陽 小疇壽 耶馬溪鉄道株式会社 1933年 20 
日－1831 耶馬溪山天下に無し 今永正樹 ふるさと豊前中津の会 1988年 21 
日－1832 耶馬渓文庫蔵書目録 耶馬渓風物館編修 耶馬渓風物館 1976年 25 
日－1833 宇佐市史（上巻） 宇佐市史刊行会 1975年 22 
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番号 書    名 著者・出版社・版年・規格 
日－1834 宇佐航空隊の世界Ⅰ 松木郁夫編 豊の国宇佐市塾 1991年 22 
日－1835 宇佐神宮の原像 古代豊国文化を復原する 三木彊著  創史社  1980年 22 
日－1836 宇佐宮 中野幡能著  吉川弘文館  1985年 20 
日－1837 八幡大菩薩の世界 大分県宇佐風土記の丘歴史民俗資料館 1986年 26 
日－1838 四季宇佐路 佐藤朝泰編  吉岡勇写真 駸々堂出版 1984年 19 
日－1839 宇佐・国東半島の庚申信仰の世界 大分県北地域民俗研究会 1994年 21 
日－1840 国東半島の歴史と民俗 梅原治夫著  佐伯印刷  1974年  19 
日－1841 国東町史 国東町史刊行会  1973年  27 
日－1842 国東半島のさいの神 酒井富蔵著 第一法規出版 1978年 18 
日－1843 国東の石造美術読本 入江英親著  第一法規出版  1980年 19 
日－1844 国東文化と石仏 大岳順公文 渡辺信幸写真  木耳社  1970年 22 
日－1845 国見町史 国見町史編集委員会編  国見町  1993年 27c 
日－1846 国見物語 第9集 千灯寺の末寺と坊 国見郷土史研究会 1988年 27 
日－1847 国見物語 第11集 国見郷土史研究会 平成４年 27 
日－1848 国見物語 第12集 ペトロ･カスイ岐部の生涯 国見郷土史研究会 平成5年 27 
日－1849 国見物語 第13集 国見町郷土史研究会 1994年 27 
日－1850 国見物語 第16集 国見郷土史研究会 平成9年 27 
日－1851 国見物語 第17集 国見郷土史研究会 平成10年 27 
日－1852 国見物語 創立十周年記念特集 国見郷土史研究会 1990年 27 
日－1853 伊根町誌（上下）2冊 

 
伊根町誌編纂委員会編 伊根町  
1984年-1985年 22 

日－1854 玖珠郡教育文化史 
 

玖珠郡教育文化刊行会事務局編集部編  
玖珠郡教育文化史刊行会 1979年 22 

日－1855 日出生台の青春 
 

小野区隊会編[久留米第一陸軍予備士官学校九期砲
兵生徒隊第二中隊第二区隊会編] 1997年 26 

日－1856 御幡遺跡 宇佐市教育委員会 1982年 26 
日－1857 向山・下林遺跡 宇佐市教育委員会 1990年 26 
日－1858 藤田遺跡 宇佐市教育委員会 1983年 26 
日－1859 御幡遺跡（Ⅱ）高森遺跡（Ⅱ） 宇佐市教育委員会 1985年 26 
日－1860 駅館川流域遺跡群は靴調査報告書Ⅱ 宇佐市教育委員会 1987年 26 
日－1861 駅館川流域遺跡群は靴調査報告書Ⅰ 宇佐市教育委員会 1986年 26 
日－1862 藤田遺跡Ⅱ・高森城跡 宇佐市教育委員会 1984年 27 
日－1863 宇佐地区遺跡群発掘調査概報 宇佐市教育委員会 1988年 26 
日－1864 宇佐地区遺跡群発掘調査概報 宇佐市教育委員会 1990年 26 
日－1865 免ケ平古墳 史跡川部・高森古墳群保存 

修理事業報告書 
大分県立宇佐風土記の丘歴史民俗資料館編  
1991年 27 

日－1866 豊後国都甲荘の調査 
 

大分県宇佐風土記の丘歴史民俗資料館  
1993年 26 

日－1867 檜原山正平寺 
 

大分県宇佐風土記の丘歴史民俗資料館  
1994年 26 

日－1868 弥勒慞憬 道長の夢 
五十六億七千万年後の救い 

大分県立宇佐風土器の丘歴史民俗資料館編  
1992年30c 

日－1869 神々の姿 あらわされた日本のこころ 
 

大分県宇佐風土記の丘歴史民俗資料館  
1993年 30 

日－1870 縄文人の世界 : 日本のこころの原点 
 

大分県立宇佐風土記の丘歴史民俗資料館編   
1994年30 

日－1871 豊後国香々地荘１ 
 

大分県宇佐風土記の丘歴史民俗資料館  
1994年 26 
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番号 書    名 著者・出版社・版年・規格 
日－1872 六郷山寺院遺構確認調査報告書 

（1-3、6）4冊 
大分県立宇佐風土記の丘歴史民俗資料館  
1993年-1998年 26 

日－1873 宇佐風土記の丘歴史民俗資料館年報 
 

大分県宇佐風土記の丘歴史民俗資料館  
1993年 26 

日－1874 安心の探究 安全の人間科学-21 
 

原子力安全システム研究所社会システム研究所
プレジデント社2001年 19 

日－1875 大分県竹田津町祭祀遺跡 大分県東国東郡竹田津町教育委員会 1960年 27 
日－1876 伊美崎遺跡 国見町教育委員会 1989年 27 
日－1877 杵築地区遺跡群発掘調査概報Ⅰ 

杵築市埋蔵文化財調査報告書第2集  
杵築市教育委員会 1990年 27 

日－1878 杵築藩関係古文書調査報告書 
地域関係書籍 漢籍・日本漢詩文目録 

杵築市教育委員会編 杵築市立図書館  
1992年 26 

日－1879 廣瀬淡窓生誕200年記念展 日田市教育委員会 昭和56年 26 
日－1880 大分県新県立図書館等の基本構想に関する 

報告書 
新県立図書館等基本構想検討委員会  
1990年 26 

日－1881 討論群馬・埼玉の埴輪 金井塚良一他  あさを社  1987年 19 
日－1882 討論古代の群馬・埼玉 金井塚良一他  あさを社  1986年 19 
日－1883 思想の群馬 風外慧薫・関孝和・内村鑑三 竹内尚次他著 高崎哲学堂設立の会編  

あさを社  1983年 19 
日－1884 群馬にみる人・自然・思想 生成と共生の世界 高崎経済大学附属産業研究所編  

日本経済評論社  1995年 22 
日－1885 群馬・地域文化の諸相 その濫觴と興隆 高崎経済大学附属産業研究所編  

日本経済評論社  1992年 22 
日－1886 江戸城 その歴史と構造 小松和博  名著出版  1985年 19 
日－1887 東京文学百景 志村士郎  有峰書店  1972年 20 
日－1888 江東区の歴史 高梨輝憲文  東京にふる里をつくる会編   

名著出版  1978年 19 
日－1889 文京区の散歩道 江幡潤  三交社  1973年 22 
日－1890 東京この30年 変貌した首都の顔 1952～1984 朝日新聞社  1984年 26 
日－1891 ぎんざ1982 日本リクルートセンター  1982年 22 
日－1892 信越,飛騨（日本の旅 第3） 座右宝刊行会編  小学館 1966年  18 
日－1893 信州と飛騨（カラー旅第5） 主婦と生活社編  主婦と生活社 1968年  19 
日－1894 富山県の歴史 坂井誠一  山川出版社  1970年  19 
日－1895 石川県の歴史 下出積与  山川出版社  1970年 19 
日－1896 兼六園 特別名勝 

 
石川県兼六園管理事務所「兼六園」編集委員会 
企画編集 兼六園観光協会  1987年 19 

日－1897 壬申の乱と古代の美濃 
 

直木孝次郎 大垣市文化財保護協会  
1993年 22c 

日－1898 はこね 
 

箱根町教育委員会『はこね』編集委員会 箱根町 
教育委員会『はこね』刊行委員会 1958年 22 

日－1899 味美二子山古墳の時代  第1分冊 
 

春日井市教育委員会民俗考古調査室編  
春日井市 1997年  31 

日－1900 味美二子山古墳の時代  第2分冊 
 

春日井市教育委員会文化財課編  
春日井市  1998年 31 

日－1901 味美二子山古墳の時代  第3 分冊 
 

春日井市教育委員会民俗考古調査室編   
春日井市 2000年  31 

日－1902 堀ノ内遺跡発掘調査報告書 春日井市教育委員会 1996年 30 
日－1903 尾張古代史セミナー（１） 春日井市教育委員会 1996年 26 
日－1904 史跡でつづる古代の近江 岡田精司編  法律文化社  1982年 20 
日－1905 京の夢大坂の夢 山下肇  編集工房ノア  1987年 20 
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番号 書    名 著者・出版社・版年・規格 
日－1906 京都府の歴史 赤松俊秀,山本四郎編著  山川出版社   

1969年  19 
日－1907 京洛の学風 礪波護  中央公論新社  2001年 20 
日－1908 京都襍記 天野忠編 矢貴書店 1943年 22 
日－1909 京都の文化財 その歴史と保存 

 
京都府文化財保護基金編  京都府文化財保護基 
金 1990年  22 

日―1910 よみがえった平安京 埋蔵文化財を資料 
に加えて        

杉山信三著  人文書院  1993年 20 
 

日－1911 同志社大学キャンパスの遺跡 考古学調査 
のあらまし 

鈴木重治編 同志社大学校地学術調査 
委員会 1992年 27 

日－1912 カルビ古墳発掘調査概要 京都府伊根町教育委員会 1987年 27 
日－1913 難波京と古代の大阪 直木孝次郎編  学生社  1985年 19 
日－1914 京都の明治文化財Ⅰ  建築・庭園・史跡 京都府文化財保護基金  1968年 22 
日－1915 京都の明治文化財Ⅱ  美術・工芸 京都府文化財保護基金  1970年 22 
日－1916 知恩院史 藪内彦瑞 京都東山知恩院 1937年 23 
日－1917 京都の社寺 京都市・南山城,丹波,丹後 

 
京都府文化財保護基金編  淡交社   
1980年 22 

日－1918 京都千二百年（上）平安京から町衆の都市ヘ 
 

西川幸治･高橋徹･穂積和夫イラストレーション   
草思社  1999年 27 

日－1919 京都千二百年（下）世界の歴史都市へ 
 

西川幸治･高橋徹･穂積和夫イラストレーション  
草思社  1999年 27 

日－1920 平城京左京二条二坊・三条二坊発掘調査報告 
長屋王邸・藤原麻呂邸の調査  

奈良国立文化財研究所編  1995年 30 
 

日－1921 丹後宮津志 京都府与謝郡宮津町役場編 
(京都府郷土誌叢刊第8冊)  

臨川書店 1985年 22 
 

日－1922 綾部市史 史料篇 
 

綾部市史編さん委員会編  綾部市  
1977年 22c 

日－1923 奈良県の主要古墳 考古博物館友史会 昭和46年 27 
日－1924 竜田越 山本博  学生社  1971年  22 
日－1925 浪速皇居と大阪城 古川重春  盛運堂 昭和10年  19 
日－1926 懐徳堂の過去と現在 大阪大学 大阪大学 1953年  19 
日－1927 姫路城物語・日本の名城 松本幸子 成美堂出版  1985年 19 
日－1928 播磨国式内社海神社史 岡田米夫編著  海神社  1976年 22 
日－1929 岡山県の式内社 現在のたたずまいを訪ねる 小出公大 1985年 19 
日－1930 大平村誌 大平村誌編集委員会編  大平村 1986年 27 
日－1931 善通寺市史（第1巻） 善通寺市企画課編  善通寺市  1977年 22 
日－1932 高知県安芸郡 安田町・馬路村・北川村の社寺林 

 
高知県地域文化遺産共同調査・活用事業編  
2000年 30 

日－1933 高知県安芸郡 東洋町の文化財－仏像－ 
 

高知県地域文化遺産調査・活用事業編  
1999年 30 

日－1934 美祢市史 美祢市史編集委員会編  美祢市  1982年 22 
日－1935 土井ヶ浜遺跡と弥生人 

土井ヶ浜遺跡・人類学ミュージアム  
1993年 30 
 

日－1936 土井ヶ浜遺跡 第13次発掘調査報告書 豊北町教育委員会 1995年 30 
日－1937 豊津町誌 豊津町誌編纂委員会編 豊津町 1985年 22 
日－1938 豊津町史（上下） 豊津町史編纂委員会 豊津町 1997年 22 
日－1939 下関市史 藩制-明治前期 下関市市史編修委員会編  下関市 1964年 22 
日－1940 下関市史 原始-中世 下関市市史編修委員会編  下関市 1965年 22 
日－1941 九州の精神的風土 高松光彦  葦書房  1980年 21 
日－1942 古代九州の新羅王国 泊勝美 新人物往来社  1974年  20 
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番号 書    名 著者・出版社・版年・規格 
日－1943 古代合衆国 九州（アジアと結ぶ海） 九州大学講座事務局 1991年 26  
日－1944 古代筑紫王国の原像 三木疆著 新人物往来社 昭和49年 20 
日－1945 歴史の町並み再発見 九州・沖縄・山口 

・島根 

読売新聞西部本社「学芸資料課」編 
葦書房 1993年 19 

日－1946 太宰管内志 上 筑前国 伊藤常足編録  歴史図書社  1969年  22 
日－1947 太宰管内志 下 肥前・肥後・日向・大隅 

・薩摩・壱岐・対島  
伊藤常足編録 歴史図書社  1969年  22 
 

日－1948 太宰管内志 豊前国 伊藤常足編 21 
日－1949 鴻臚館の時代 朝日新聞福岡総局編 

(はかた学1)   
葦書房 1988年 19 
 

日－1950 築上郡史（上巻） 築上郡史編纂委員会編纂  臨川書店  1986年 22 
日－1951 築上郡史（下巻） 築上郡史編纂委員会編纂  臨川書店  1986年 22 
日－1952 筑後戦国史 吉永正春著  葦書房  1983年 19 
日－1953 筑前戦国史 吉永正春著  葦書房  1977年 19 
日－1954 筑前志 福本誠著 臨川書店 1974年 22 
日－1955 福岡県の文化財 福岡県教育委員会 昭和43年 27c 
日－1956 宗像神社史（上下）2冊 宗像神社復興期成会 1961年-1966年  27 
日－1957 宗像神社史 附巻 宗像神社復興期成会  1971年  27 
日－1958 筑前一宮住吉神社史 広渡正利著  文献出版  1996年 22 
日－1959 古代の博多 

 
中山平次郎  岡崎敬校訂  九州大学出版会   
1984年 27c 

日－1960 吉富町史 
 

「吉富町史」編さん室編  吉富町史刊行会   
1983年 19 

日－1961 吉冨町の文化財 吉富町教育委員会 1986年 21 
日－1962 吉冨文化（第5号･佐伯豊二氏追悼記年号） 吉富町文化財協議会 1989年 26 
日－1963 苅田町誌 苅田町誌編集委員会編 苅田町 昭和45年 27 
日－1964 豊前志 渡辺重春著  渡辺重兄校  渡辺重兄 明32年 23 
日－1965 豊前史の残照 小川七郎  鵬和出版  1981年 19 
日－1966 豊前宇都宮興亡史 小川武志  海鳥社  1988年 20 
日－1967 郷土築上郡史 福本小一郎編 大正12年 19 
日－1968 福岡県 日本の古代遺跡３４ 渡辺正気著 保育社 19c 
日－1969 ふくおか歴史散歩 福岡市市長室広報課編  福岡市  1977年 18 
日－1970 福岡からアジアへ（3） 環濠集落の源流を探る地域文化フォーラム実行委員

会編  西日本新聞社  1995年 19 
日－1971 福岡からアジアへ（2） かめ棺の源流を探る地域文化フォーラム実行 

委員会編  西日本新聞社  1995年 19 
日－1972 二丈町誌 二丈町誌編集委員会編 二丈町  1967年 22 
日－1973 郷土史かんだ（第8号） かんだ郷土史研究会 1993年 26 
日－1974 椎田町史蹟散歩 椎田町文化財研究協議会 1985年 26 
日－1975 吉冨文化（第3号） 吉富町文化財協議会 1985年 26 
日－1976 宝満山歴史散歩 森弘子著  葦書房  2000年 19 
日－1977 高祖山雑感 ふじの・たかね 福岡国際文化研究所・田口欽二 

1990年 26 
日－1978 英彦山を探る 添田町役場編 葦書房 1986年 19 
日－1979 英彦山 朝日新聞西部本社編  葦書房  1982年 19 
日－1980 求菩堤山経塚 豊前市教育委員会 1976年 26 
日－1981 求菩堤山 第三次の調査 豊前市教育委員会 1978年 26 
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番号 書    名 著者・出版社・版年・規格 
日－1982 油谷町の文化財 油谷町教育委員会 1990年 26 
日－1983 志賀島 金印遺跡調査団 1975年 26 
日－1984 足立山麓文化資源基礎調査報告書 北九州市 1996年 30 
日－1985 筑前国嘉穂郡王塚装飾古墳 

（京都大学文学部考古学研究報告第15冊） 
 
京都帝国大学 昭和13年 27 

日－1986 福岡市埋蔵文化財調査報告書1996年分 36冊  
日－1987 福岡市埋蔵文化財調査報告書1997年分 24冊  
日－1988 福岡市埋蔵文化財調査報告書1998年分 18冊  
日－1989 福岡市埋蔵文化財調査報告書2000年分 28冊  
日－1990 福岡市埋蔵文化財調査報告書2001年分 28冊  
日－1991 吉富町文化財調査報告書第二集 

八幡古表神社の傀儡子   
吉富町教育委員会 1988年 26 
 

日－1992 番塚古墳 
 

苅田町教育委員会 九州大学文学部考古学 
研究室 1993年 27 

日－1993 谷遺跡調査報告書 苅田町教育委員会 1990年 26 
日－1993 松山古墳群調査報告書 苅田町教育委員会 1991年 26 
日－1994 村中角遺跡 諸富町教育委員会 1985年 26 
日－1995 唐人廟遺跡 諸富町教育委員会 1987年 26 
日－1996 雲部車塚古墳 

 
篠山町教育委員会 篠山町文化協会  
昭和59年 26 

日－1997 佐賀は輝いていた 
 

山本末男  佐賀は輝いていた出版委員会   
1988年 20 

日－1998 サガテレビ30年史「地域と共に」 
30年史編纂委員会  

株式会社サガテレビ 1999年 33 
 

日－1999 からつ歴史考 唐津市 1994年 30 
日－2000 からつ末盧館（菜畑遺跡） 唐津市末盧館 平成5年 26 
日－2001 からつ末盧館 菜畑遺跡 唐津市教育委員会 1993年 27 
日－2002 海の王国 東アジアの唐津 

（’95唐津フオーラム）  
東アジア文化交流振興協会 1995年 26 
 

日－2003 唐津市の文化財 唐津市教育委員会 1985年 21 
日－2004 八幡溜第Ⅱ遺跡（１） 唐津市教育委員会 1997年 30 
日－2005 唐津市埋蔵文化財調査報告書 

（第62集-第68集） 
唐津市教育委員会 1995年-1996年 30 
 

日－2006 唐津市文化財調査報告書 
（第71集-第79集） 

唐津市教育委員会 1996年-1997年 30 
 

日－2007 新ふるさとの歴史 小城の歴史と文化 
 

小城郷土史研究会編  小城町教育委員会   
1992年 21 

日－2008 小城町の文化財 小城町教育委員会 1992年 21 
日－2009 寺浦廃寺 佐賀県小城町教育委員会 1991年 26 
日－2010 北浦遺跡 佐賀県小城町教育委員会 1982年 26 
日－2011 親子で学ぶ大和町の歴史 大和町  1995年 27 
日－2012 豊田氏碑文 豊田清六 1992年 27 
日－2013 小天郷土史 中川齋 小天村公民館 1953年 24 
日－2014 天水郷土史 玉名郡天水町教育委員会 昭和36年 19 
日－2015 郷土先賢詩書画集 緒方無元編 郷土先賢顕彰会 1975年 27 
日－2016 壱岐島史年表 山本隆夫 壱岐文化社 1986年 19 
日－2017 壱岐 長崎県壱岐支庁 1985年 26 
日－2018 壱岐（第15号） 壱岐史蹟顕彰会 昭和56年 26 
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番号 書    名 著者・出版社・版年・規格 
日－2019 郷の浦町の古墳 壱岐郷土館 1981年 26 
日－2020 対馬の歴史探訪 永留久恵著 杉屋書店  1982年 20 
日－2021 坊津町郷土誌（上下）2冊 

 
坊津町郷土誌編纂委員会編  坊津町  1969年- 
1972年  22 

日－2022 知覧町郷土誌 町制五十周年記念 
 

知覧町郷土史編さん委員会編 知覧町 1982年  
22 

日－2023 南九州・奄美 落合郁子･タイムスペース  昭文社 1989年 18 
日－2024 琉球中山王代記（巻1） 

 
屋良朝陳 琉球王代文献領布会事務所  
昭和17年 24 
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沖縄文化史 （計53冊） 

番号 書    名 著者・出版社・版年・規格 
日－2025 沖縄資料センター目録  中野好夫記念文庫 法政大学沖縄文化研究所  1982年  26 
日－2026 沖縄久高島調査報告書「沖縄久高島の言語・文化の総合 

的研究」報告書 
法政大学沖縄文化研究所  1985年  27 

日－2027 中国文化と南島（沖縄と道教） 窪徳忠  第一書房  1981年  20 
日－2028 沖縄の習俗と信仰 中国との比較研究 窪徳忠  東京大学出版会  1971年  22 
日－2029 増訂沖縄の習俗と信仰 中国との比較研究 窪徳忠 東京大学出版会  1974年  22 
日－2030 琉球列島における死霊祭祀の構造 酒井卯作  第一書房  1987年  22 
日－2031 琉球諸島における倭寇史跡の研究 稲村賢敷  吉川弘文館 1957年  22 
日－2032 

 

沖縄文化研究 29冊 
沖縄文化研究 1（1974年） 

～沖縄文化研究 29（ 2003年） 

法政大学沖縄文化研究所編   
法政大学沖縄文化研究所   
1974年―2003年  20 

日－2033 沖縄研究資料  12冊 
１、6、７、10、11、12、13、14、15、16、17、18 

法政大学沖縄文化研究所  26 

日－2034 琉球の方言  5冊 
10、15、16、17、18･19合併号 

法政大学沖縄文化研究所  26 

 
 



東洋史 （計243冊） 

番号 書    名 著者・出版社・版年・規格 
日－2035 支那論 内藤湖南  創元社 1939年 19 
日－2036 研幾小録 一名支那学叢考 内藤虎次郎 弘文堂書房  昭和3年 22 

日－2037 支那研究 服部宇之吉 明治出版社 1916 年 23 
日－2038 那上代研究 林秦輔 光風舘書店 昭和2年 22 
日－2039 支那古代史 夏徳著 西山栄久訳 双松書屋 大正7年 22 
日－2040 支那古代の祭礼と歌謡 

 
マーセル・グラネー著  内田智雄訳  弘文堂書房  
1938  23 

日－2041 支那古代社会史論 郭沫若 内外社 昭和6年 23 
日－2042 支那史概説 岡崎文夫 弘文堂書房 1935年 23  
日－2043 支那歴史読本 佐野袈裟美  東京白揚社 昭12年 23 

日－2044 支那絵画史 内藤虎次郎  弘文堂書房 昭和13年 23 
日－2045 支那民族史 宋文炳 大東出版社 昭和15年 22 
日－2046 支那文化史観（ラジオ新書 第7）            出石誠彦 日本放送出版協会 1940年 18 
日－2047 古代支那研究 小島祐馬 弘文堂書房 昭和18年 22 
日－2048 支那身分法史 仁井田陛 東方文化学院 1942年  25 
日－2049 支那典籍史談 大内白月  昭森社  1944年 22 
日－2050 支那上古史 内藤虎次郎 弘文堂書房  1944年 22   
日－2051 支那経済史概説 加藤茂 弘文堂書房 昭和19年 22 
日－2052 支那学研究法 竹内義雄 岩波書店 昭和20年 21 
日－2053 支那史学史 内藤湖南 弘文堂書房 昭和25年 22 
日－2054 支那山水画史（東方文化学院京都研究所 

研究報告第5冊） 
伊勢専一郎 東方文化学院京都研究所  
1934年 27 

日－2055 東洋史大綱 矢野仁一 目黒書店 昭和13年 23 
日－2056 概観東洋通史 有高巌 東京同文書院 昭和14年 22 
日－2057 東洋の歴史3 秦漢帝国 日比野丈夫編 人物往来社 昭和41年 20 
日－2058 東洋の歴史4 分裂の時代（魏晋南北朝） 森鹿三編 人物往来社 昭和42年 20 
日－2059 東洋の歴史5 隋唐世界帝国 外山軍治編 人物往来社 昭和42年 20 
日－2060 東洋の歴史6  宋の新文化 佐伯富編 人物往来社 昭和42年 20 
日－2061 東洋古代史（世界歴史大系第3巻） 橋本増吉 平凡社 1934-1936年 22 
日－2062 東洋中世史（世界歴史大系第4巻） 志田不動麿 平凡社 1934-1936年 22   
日－2063 東洋中世史第3篇（世界歴史大系6） 日野開三郎 平凡社 昭和11年 23 
日－2064 東洋学研究（第1） 東洋学同攷会編  藤井書店 1943年 22  
日－2065 東洋学論集 森三樹三郎博士頌寿記念 

 
森三樹三郎博士頌寿記念事業会編  朋友書店   
1979年 22   

日－2066 東洋学論集 佐藤匡玄博士頌寿記念 
 

佐藤匡玄博士頌寿記念論集刊行会編 朋友書店  
1990年 22 

日－2067 東アジア民族の興亡 漢民族と異民族の四千年 大林太良,生田滋著  日本経済新聞社  1997年 20  

日－2068 アジア歴史研究入門 第3巻（中国） 島田虔次他編集  同朋舎出版  1983年 22 
日－2069 アジア史研究（第4） 宮崎市定  東洋史研究会 1964年 22   
日－2070 中国学入門 田所義行  秋山書店  1980年 19 

日－2071 中国（上）(地域からの世界史2-3) 礪波護 朝日新聞社 1992年 19  
日－2072 目で見る中国の歴史(中国の歴史10) 日比野丈夫 講談社 1975年 18 
日－2073 中國史概説（上）(岩波全書 120) 和田清 岩波書店 1950年 18 

日－2074 中國歴史地理研究 日比野丈夫 日比野博士論文編集委員會編 同朋舎出版部  
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 1977年 22 
番号 書    名 著者・出版社・版年・規格 

日－2075 中國史學入門（上） 東方學術協會編 高桐書院 1947年 19  
日－2076 中国殷周時代の武器 林巳奈夫 京都大学人文科学研究所 昭和47年 27 
日－2077 古代中国研究 小島祐馬 筑摩書房 昭和43年 23 
日－2078 古代中国 鈴木勤編 世界文化社 昭和43年 27 
日－2079 中国の歴史（1）原始から春秋戦国 貝塚茂樹･伊藤道冶 講談社 昭和49年 19 
日－2080 中国の歴史（3）魏晋南北朝 川勝義雄 講談社 昭和49年 19 
日－2081 思想との会話（3）古代の復活 貝塚茂樹 講談社 1967年  20 
日－2082 中国の古代国家(貝塚茂樹著作集第1巻) 中央公論社 1976年 22  

日－2083 古代の復活（名著シリーズ） 貝塚茂樹  講談社  1971  20 
日－2084 中國古代中世史研究 宇都宮清吉  創文社 1977年 22 
日－2085 中国中世史研究 六朝隋唐の社会と文化 中国中世史研究会 東海大学出版会 1970年 22 
日－2086 中国貴族制社会の研究 

 
川勝義雄,礪波護編  京都大学人文科学研究所   
1987年 27 

日－2087 中国近世史 内藤湖南 弘文堂書房 昭和22年 21 
日－2088 中國近世史 内藤虎次郎 弘文堂書房  1947年  22 
日－2089 中国近世の都市と文化 梅原郁 京都大学人文科学研究所 昭和59年 27 
日－2090 中国史研究 第1（東洋史研究叢刊）          佐伯富  東洋史研究会  1969年 22   
日－2091 中国史研究 第3（東洋史研究叢刊）          佐伯富  東洋史研究会  1969年 22 
日－2092 中国近代史 1840-1924(平凡社選書32)        胡縄著  小野信爾他訳 平凡社 1974年 20 
日－2093 中国近代史 苑文瀾 中国書店 1999年 22 
日－2094 中国歴史学の新しい波 辛亥革命研究について 狭間直樹･森時彦編 霞山会 昭和60年  22 
日－2095 中国革命の先駆者たち（筑摩叢書45） 島田虔次著  筑摩書房  1965年 19 

日－2096 中国の革命の思想(筑摩叢書89) 小野信爾編  筑摩書房 1968年 19 

日－2097 中国国民革命の研究 狭間直樹編 京都大学人文科学研究所 1992年 27 
日－2098 中国人民革命史論 矢野仁一 総合調査統計研究所 昭和41年 19 
日－2099 中国の赤い星(エドガー・スノー著作集2) 

 
エドガー・スノー著  松岡洋子訳 筑摩書房 
1972年 19  

日－2100 中国よ変われ 方励之著   末吉作訳  学生社  1989年 19  

日－2101 中国の行方 中江要介 ベストセラーズ  1991年 20 

日－2102 中華帝国の崩壊 鈴木勤編 世界文化社 昭和44年 27 
日－2103 中国崩壊 司瞭 イースト・プレス  1989年 19   

日－2104 中国の悲劇 宮崎正弘 山手書房  1986年 19 

日－2105 中国五千年（上下）2冊 陳舜臣  平凡社  1983年 20 

日－2106 中國史上の民族移動期(東洋學叢書) 田村實造 創文社 1985年 22 
日－2107 中國法制史(岩波全書165) 仁井田陞 岩波書店 1963年 18 

日－2108 中國經濟史の開拓 加藤繁･榎一雄編 櫻菊書院 1948年 19   
日－2109 中国刑法史研究 西田太一郎 岩波書店 昭和49年 22 
日－2110 中国伝統社会とその法思想 根元誠 東洋哲学研究所 昭和53年 22 
日－2111 中国を考える対談 司馬遼太郎･陳舜臣  文芸春秋  1978年 20 
日－2112 古代の精神 貝塚茂樹  秋田屋 1947年 19 
日－2113 殷周革命 古代中国国家生成史論 佐野学 青山書院 昭和26年 21 
日－2114 西周青銅器とその国家 松丸道雄 東京大学出版会 1980年 22 
日－2115 春秋東洋思想叢書 竹内昭夫 日本評論社 昭和17年 19 
日－2116 春秋戦国と古代インド(思想の歴史2) 貝塚茂樹編 平凡社 1965年 19  
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番号 書    名 著者・出版社・版年・規格 
日－2117 中国・歴史・運命 史記と史通 大浜晧  勁草書房  1975年 20 
日－2118 魏晋南北朝通史 岡崎文夫 弘文堂書房 昭和10年 23 
日－2119 六朝史研究 宗教篇 宮川尚志 平楽寺書店 1964年 22 
日－2120 六朝貴族制社会の研究 川勝義雄 岩波書店 1982年 22 
日－2121 九品官人法の研究 科学前史 宮崎市定 東洋史研究会 昭和31年 22 
日－2122 隋唐暦法史の研究 薮内清 三省堂 昭和19年 27 
日－2123 大唐帝国（世界の歴史7） 宮崎市定 河出書房新社  1974年 18   
日－2124 隋唐帝国と古代朝鮮（世界の歴史6） 礪波護･武田幸男 中央公論社 1997年 20   
日－2125 唐代社會文化史研究(東洋學叢書) 那波利貞 創文社 1974年 22 
日－2126 唐代政治社会史研究 礪波護 同朋舎 昭和61年 23 
日－2127 大唐の繁栄 鈴木勤編 世界文化社 昭和43年 27 
日－2128 唐代研究のしおり（第1）唐代の暦           平岡武夫編 京都大学人文科学研究所索引編集 

委員会 1954年 26    
日－2129 唐代研究のしおり（第2）唐代の行政地理 

 
平岡武夫･市原亨吉編 京都大学人文科学研究所 
索引編集委員会 1955年 27 

日－2130 唐宋法律文書の研究 仁井田陞  東方文化学院東京研究所 
 1937年 27 

日－2131 宋王朝と新文化（図説中国の歴史5） 梅原郁 講談社  1977年 27 
日－2132 金朝史研究 外山軍冶 東洋史研究会 昭和39年 22 
日－2133 元代史の研究(東洋學叢書) 安部健夫 創文社 1972年 22 
日－2134 中国が海を支配したとき 鄭和とその時代 

 
ルイーズ・リヴァシーズ著  君野隆久訳  新書館
1996年 20 

日－2135 明末清初日本乞師の研究 石原道博 富山房 昭和21年 22   
日－2136 明末清初期の研究 

 
石見宏･谷口規矩雄 京都大学人文科学研究所  
平成元年 22 

日－2137 明末清初の社会と文化 小野和子 京都大学人文科学研究所 1996年 22 
日－2138 明清時代の政治と社会 小野和子 京都大学人文科学研究所 

 昭和58年 22 
日－2139 清朝史通論 内藤虎次郎  弘文堂書房 1944年 22 
日－2140 清朝社会史（第2部）社会階級 

第1輯 地主並びに官僚と吏胥   
佐野学  文求堂 1947年 18 
 

日－2141 清朝社会史（第3部）農民暴動  
第１輯(清代民乱の本質並に発展・白蓮教の乱) 
第 2 輯(海寇・捻・挙匪)･第 3 部 (太平天国革
命) 

佐野学  文求堂 1947年 19 

日－2142 清代鹽政の研究(東洋史研究叢刊2) 佐伯富 東洋史研究會 1956年 22 
日－2143 清朝考證學の研究 近藤光男 研文出版 1987年 22 
日－2144 清代史の研究(東洋學叢書) 安部健夫 創文社  1971年 22 
日－2145 清末の秘密結社 佐々木正哉編 巖南堂書店 1970年  25 
日－2146 日清役後支那外交史(東方文化学院京都研究所 

研究報告第9冊)   
矢野仁一 東方文化学院京都研究所編 23 
 

日－2147 辛亥革命の思想(筑摩叢書98) 島田虔次･小野信爾編筑摩書房 1968年 19 
日－2148 辛亥革命の研究 小野川秀美･ 島田虔次編 筑摩書房 1978年 22 
日－2149 袁世凱と近代中国 

 
J・チェン著  守川正道訳  岩波書店  
1980年 19 

日－2150 五四運動の研究（第1函～第5函）5冊 
 

京都大学人文科学研究所共同研究報告 同朋舎  
1982年-1992年 22 

日－2151 1920年代の中国 
(京都大学人文科学研究所共同研究報告)   

狭間直樹編  汲古書院 1995年 22 
 

日－2152 第2中国革命（講座現代中国） 菅沼正久等編  大修館書店  1969年 21 
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番号 書    名 著者・出版社・版年・規格 
日－2153 「満洲国」の研究 

 
山本有造編 京都大学人文科学研究所  
1993年 27  

日－2154 日中戦争（第2巻） 児島襄  文芸春秋社 1984年 20 
日－2155 近代化への道程 中国・激動の40年 共同通信社他編  講談社  1989年 26 

日－2156 東アジア近代史研究 姜在彦･狭間直樹著 佛教大学通信教育部 1980年  21 
日－2157 転形期の中国 竹内実 京都大学人文科学研究所 昭和63年 22 
日－2158 迷走する中国 長谷川慶太郎  光文社  1985年 18   

日－2159 同時代としての中国 竹内実  田畑書店  1976年 20 
日－2160 現代革命の思想（3） 中国革命 山田慶児 筑摩書房 1970年 20 
日－2161 古い中国と新しい中国 貝塚茂樹  創文社 1954 19 

日－2162 中国の構図 現代と歴史 吉田光邦  駸々堂出版  1980年 22   

日－2163 中国とその影 チボール・メンデ著  高橋正訳  弘文堂 1962年 19 
日－2164 京都大学人文科学研究所蔵甲骨文字 

（上下） 
貝塚茂樹 京都大学人文科学研究所 1959年  38 
 

日－2165 京都大学人文科学研究所所蔵 甲骨文字 貝塚茂樹 京都大学人文科学研究所 1960年  27 
日－2166 史記・本紀・書・表・世家篇 

（世界文学大系5A） 
小竹文夫 筑摩書房 昭和37年 23 
 

日－2167 史記扁鵲倉公列伝訳注 森田傅一郎 雄山閣出版 1986年 22 
日－2168 史記桃源抄の研究 

（本文篇1･本文篇2･本文篇3）3冊 
亀井孝･水沢利忠 日本学術振興会 
昭和40年-昭和45年 23 

日－2169 史記曾注考證 全10冊 
 

瀧川亀太郎 東京大学東洋文化研究所  
昭和31年-昭和35年 22 

 史記曾注考證1  本紀     史記曾注考證2 
史記曾注考證4  書      記曾注考證 5 
史記曾注考證7  列傅     史記曾注考證8 
史記曾注考證10 列傅総論   

本紀    史記曾注考證3 表      
世家    史記曾注考證6 世家     
列傅    史記曾注考證9 列傅     
 

日－2170 史記曾注考證校補 全9冊 
 

水澤利志 史記曾注考證校補刊行会  
昭和32年-昭和45年 22 

 史記曾注考證校補1  本紀   史記曾注考證校補2 本紀      史記曾注考證校補3 書表 
史記曾注考證校補4  世家   史記曾注考證校補5 世家      史記曾注考證校補6 列傅 
史記曾注考證校補7  列傅   史記曾注考證校補8 列傅研究   史記曾注考證校補9 研究 

日－2171 漢書刑法志 
 

内田智雄訳注 ハーバード燕京同志社東方文化研究 
講座委員会 昭和33  22 

日－2172 漢書律歴志の研究 熊田忠亮･藪内清 全国書房 昭和22年 21 
日－2173 後漢書（第１冊）本紀1 吉川忠夫 岩波書店 2001年 22 
日－2174 後漢書（第2冊）本紀2 吉川忠夫 岩波書店 2002年 22 
日－2175 後漢書（第4冊）列伝2 吉川忠夫 岩波書店 2002年 22 
日－2176 魏志倭人伝を読む（上下）2冊 佐伯有清  吉川弘文館  2000年 19   
日－2177 唐鈔本 世説新書 監修者：神田喜一郎・西川寧 二玄社 1972年37 
日－2178 随書経籍志詳攷 高膳宏・川合康三 汲古書院 1995年 22 
日－2179 歴代名書記 (陳･後魏･北斎･後周･隋･唐) 下  
日－2180 茶経付喫茶養生記 林左馬衛・安居香山著  明徳出版社  1974年 22  
日－2181 慶元條法事類語集輯覧 梅原郁 同朋舎 平成2年 22 
日－2182 宋代茶法研究史料 佐伯富編 東方文化研究所 昭和16年 27 
日－2183 校定本元典章刑部（第1冊） 

 
岩村忍･田中謙二 京都大学人文科学研究所元典章 
研究班 昭和39年 22 

日－2184 校定本元典章刑部（第2冊） 
 

岩村忍･田中謙二 京都大学人文科学研究所元典章 
研究班  昭和47年 22 
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番号 書    名 著者・出版社・版年・規格 
日－2185 東方見聞録（マルコ・ポーロの旅1、2）    

2冊    
マルコ・ポーロ著  愛宕松男訳  平凡社 
1983年 20 

日－2186 律例対照定本（明律国字解） 
 

徂徠物茂卿 内田智雄･日原利国校定 創文社  
昭和41年 22 

日－2187 日本新聞五四報道資料集成 
 

京都大学人文科学研究所 京都大学人文科学研究所
昭和58年  27 

日－2188 孫文選集（第1巻、第2巻）2冊 孫文 伊藤秀一他訳 社会思想社 1985年 20  
日－2189 採訪法律史料（東方学報東京第5冊続編） 仁井田陞 北支満鮮調査旅行 26 
日－2190 遼寧本ニサン・サマン 李永海･趙志忠 北九州中国書店 1991年 25 
日－2191 南海に関する支那史料 石田幹之助 生活社 昭和20年 21 
日－2192 西域文明史概論 羽田亭 弘文堂書房 昭和6年 23 
日－2193 シルクロード文化史 長沢和俊 日本放送出版協会 1982年  21 

日－2194 西ウィグル国史の研究 安部健夫 中村印刷株式会社出版部 昭和30年 22 
日－2195 モンゴル社会経済史の研究 岩村忍 京都大学人文科学研究所 昭和43年 27 
日－2196 日中関係史の基礎知識 現代中国を知るために 川原宏･藤井昇三 有斐閣 昭和49年  21 
日－2197 日中学者会議報告書 日本経済調査協議会 昭和57年 21 
日－2198 北東アジア知識人会議・日中学者会議議事録 日本経済調査協議会 昭和57年 21 
日－2199 秦の始皇帝 その評価 中国通信社訳 東方書店 1975年  18 
日－2200 秦の始皇帝 吉川忠夫 集英社 昭和61年 19 
日－2201 始皇帝（上 ） 伴野朗 徳間書店 1995年 20 
日－2202 梁の武帝 仏教王朝の悲劇（サーラ叢書第5） 森三樹三郎 平楽寺書店 1956年 19 
日－2203 高青邱（東洋思想叢書第4） 土岐善麿 日本評論社 昭和17  19   
日－2204 司馬遷（東洋思想叢書第10） 武田泰淳 日本評論社 昭和18  19   
日－2205 司馬遷(筑摩叢書36) 

 
バートン・ワトソン 今鷹真訳 筑摩書房  
1965年 19 

日－2206 諸葛孔明の兵法                            守屋洋編訳  徳間書店  1977年 20 

日－2207 劉裕  （中国人物業書3） 吉川忠夫 人物往来社 昭和41年 19 
日－2208 王羲之 : 六朝貴族の世界 吉川忠夫  清水書院  1972年 19 
日－2209 安祿山（中国人物業書5） 藤善真澄 人物往来社 昭和41年 19 
日－2210 馮道  （中国人物業書6） 礪波護 人物往来社 昭和41年 19 
日－2211 文天祥（中国人物業書7） 梅原郁 人物往来社 昭和41年 19 
日－2212 顔真卿 顔真卿著  深谷周道訳注 風媒社  1974 年 22 
日－2213 朱子（東洋思想叢書第12） 後藤俊瑞  日本評論社 昭和18 19 
日－2214 蘇東坡(第2期中国人物叢書 6) 竺沙雅章 人物往来社 1967年 19 

日－2215 黄宗羲(第2期中国人物叢書 9) 小野和子  人物往来社 1967年 19   

日－2216 耶律楚材 岩村忍 生活社 昭和19年 18 
日－2217 ヂンギス・ハン伝                          ウラヂーミルツォフ著  小林高四郎訳  生活社 

昭和17年 22 
日－2218 蒲壽庚の事蹟 桑原隲蔵 岩波書店 昭和10年 27 
日－2219 章學誠の知識論(東洋學叢書) 山口久和 創文社 1998年 22 
日－2220 梁啓超 狭間直樹編 みみず書店 1999年 22 

日－2221 袁氏世範 西田太一郎 創元社 昭和16年  19 
日－2222 鄧小平 政治的伝記 

 
ベンジャミン･ヤン著 加藤千洋･加藤優子訳  
朝日新聞社 1999年 20 

日－2223 鄧小平の遺言 落合信彦  小学館  1994年 20 

日－2224 周恩来 中国の蔭の傑物 許芥昱著 高山林太郎訳  刀江書院  1971年 22  

日－2225 周恩来伝 : 1898-1949（上中下）3冊 金冲及主編  狭間直樹監訳  阿吽社  1992年 22  
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番号 書    名 著者・出版社・版年・規格 
日－2226 毛沢東の私生活（上下）2冊 李志綏著  新庄哲夫訳  文芸春秋  1994年 20 

日－2227 毛沢東の朝鮮戦争 中国が鴨緑江を渡るまで 朱建栄 岩波書店 1991年  19 
日－2228 毛沢東論文集 現代中国研究会訳  第三書房 1951年 19 
日－2229 李登輝伝 伊藤潔 文藝春秋 平成8年 19 
日－2230 孫文（東洋思想叢書 第17） 高橋勇治  日本評論社 昭和18年  19  
日－2231 人物中国志（2） 

 
思想編 異端と正統 丸山松幸  毎日新聞社   
1975年 20   

日－2232 毛沢東の朝鮮戦争 中国が鴨緑江を渡るまで 朱建栄  岩波書店  1991年 19 

日－2233 胡適自伝 吉川幸次郎訳 養徳社 1946年 18   

日－2234 ペンと戦争 夏衍自伝 夏衍著 阿部幸夫訳  東方書店  1988年 19 
日－2235 中国知識人の運命  陳寅恪最後の二十年 陸鍵東著  野原康宏他訳  平凡社 2001年 20 
日－2236 中国を変えた西洋人顧問 

 
ジョナサン・スペンス著 三石善吉訳  講談社   
1975年 20 

日－2237 人物中国の歴史 11冊   集英社 1981－1982年 20cm 

 1 大黄河の夜明け    常石茂責任編集     2 諸子百家の時代     常石茂責任編集 
3 戦国時代の群像    司馬遼太郎責任編集   4 長城とシルクロード 司馬遼太郎責任編集 
5 三国志の世界      駒田信二責任編集   6 長安の春秋         駒田信二責任編集 
7 中国のルネサンス  陳舜臣責任編集      8 落日の大帝国       陳舜臣責任編集 
9 激動の近代中国    尾崎秀樹責任編集    10 人民中国の誕生     尾崎秀樹責任編集   
別巻 故事と名言でつづる中国史  常石茂, 立間祥介責任編集 
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中国文化 （計68冊） 

番号 書    名 著者・出版社・版年・規格 
日－2238 東洋文化史研究 内藤湖南 弘文堂書房 昭和15年 23 
日－2239 東洋文化史大系（第4巻）宋元時代 白鳥庫吉監修  誠文堂新光社  昭13年 26 
日－2240 東洋文化史大系（第5巻） 

明の興亡と西力の東漸宋元時代  
白鳥庫吉監修  誠文堂新光社  昭13年 26 
 

日－2241 東洋美術史研究 浜田耕作  座右宝刊行会 1942年 22 
日－2242 東洋天文学史研究 新城新蔵  弘文堂書房 1928年 23 
日－2243 東洋的社会の理論 

 
ウィット・フォーゲル 日本評論社  
昭和21年 21 

日－2244 東洋における素朴主義の民族と文明主義の社会 宮崎市定 平凡社  1989年 18 
日－2245 支那の社会組織 西山榮久 三省堂 1931年  19 

日－2246 支那の家族制 諸橋轍次 大修館書店  1940年 23 
日－2247 南史那の村落生活 喜田野清一･及川宏繹 生活社 1940年 22 
日－2248 未開社会の思惟 レブ・ブリュル 小山書店  昭和10年  23 
日－2249 中国文化の成熟 （世界歴史シリーズ第13巻） 監修者会田雄次等 世界文化社 1969年 27  
日－2250 中国農村社会の構造 福武直  有斐閣 1951年 22   

日－2251 中国古代農業技術史研究 米田賢次郎 同朋舎 平成元年 22 
日－2252 中国中世科学技術史の研究 

（京都大学人文科学研究所共同研究報告） 
藪内清 角川書店 昭和38年 27 
 

日－2253 中国技術史の研究 田中淡 京都大学人文科学研究所 1998年 22 
日－2254 中国の印刷術 広山秀則訳 関書院 昭和35年 19 
日－2255 中国の科学と文明（第2巻） ジョゼフ・ニーダム  思索社  1991年 23 
日－2256 新発現中国科学史資料の研究訳注篇 

 
山田慶児編  京都大学人文科学研究所  
1985年 22    

日－2257 新発現中国科学史資料の研究論考篇 
 

山田慶児編  京都大学人文科学研究所  
1985年 22   

日－2258 中国の科学と科学者 山田慶児編 京都大学人文科学研究所  
昭和53年 27 

日－2259 中国古代科学史論 山田慶児 東京大学人文科学研究所 1989年 22 
日－2260 中国古代科学史論（続編） 山田慶児･田中淡 京都大学人文科学研究所 1991 年 

22 
日－2261 中国の科学(世界の名著続1) 薮内清責任編集 中央公論社  1969年  18 
日－2262 科学史からみた中国文明 藪内清著  日本放送出版協会  1982年 19 
日－2263 稲作と長江文明 

（日･中･韓国際シンポジウム） 
大分県立宇佐風土記の丘歴史民俗資料館 
1996年 30  

日－2264 長江文明の発見 中国古代の謎に迫る 徐朝龍  角川書店  1998年 19  

日－2265 古代中国を発掘する（馬王堆・満城他） 樋口隆康  新潮社  1975年 20   

日－2266 中国発掘物語（正続） 陳舜臣  平凡社  1984年 21 

日－2267 鬼神と人間の中国（新潮古代美術館10） 樋口隆康他 新潮社  1981年 31 
日－2268 中国の星座の歴史 大崎正次  雄山閣  1987年 27 
日－2269 中国絵画史研究（山水畫論） 

 
米澤嘉圃 東京大学東洋文化研究所 三陽社  
1961年 30 

日－2270 支那山水画史附図 :自顧凱之至荊浩 伊勢専一郎 東方文化学院京都研究所 1934年 40  
日－2271 中國書畫話(筑摩叢書27) 長尾雨山 筑摩書房 1965年 19 
日－2272 中国食物史 篠田統 柴田書店 1974年 22 
日－2273 中国の食卓 茶余閑話 筧久美子  筑摩書房  1993年 20 
日－2274 中国書道史 神田喜一郎  岩波書店  1985年 27 
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番号 書    名 著者・出版社・版年・規格 
日－2275 中国書道史序説 石橋啓十郎 角川書店 昭和48年 23 
日－2276 中国戯曲演劇研究 (東洋学叢書) 岩城秀夫  創文社 1973年 22 
日－2277 中国古典剧研究  （東洋学叢書） 岩城秀夫 創文社 1986年 22 
日－2278 中国の宗族と演劇 

（東京大学東洋文化研究所報告） 
田仲一成 東京大学東洋文化研究所 
1985年 22 

日－2279 中国祭祀演劇研究 田仲一成  東京大学出版会  1981年 22 
日－2280 古代支那の音楽 石井文雄 東亜研究會 1935年 18 
日－2281 中国の墓 デ・ホロート著  西脇常記訳  竜雲舎  1976年 21 
日－2282 中国案内（講座中国別巻） 白石凡編 筑摩書房  1972年 20 
日－2283 中国中世の文物 礪波護編 京都大学人文科学研究所 1993 27 
日－2284 中国中世の宗教と文化 福永光司 京都大学人文科学研究所 昭和57年 27 
日－2285 中国少数民族の信仰と習俗（上下）2冊 覃光広等編  王汝瀾訳  第一書房 1993年 20   
日－2286 中国古代度量衡図集 

 
中国国家計量総局主編 山田慶児･浅原達郎訳  
みすず書房 1985年 22 

日－2287 漢代の文物 林巳奈夫編  京都大学人文科学研究所  1976年 26 
日－2288 漢三国六朝紀年鏡図説 梅原末冶編 桑名文星堂 昭和18年 27 
日－2289 漢唐古俗と明器土偶 小林太市郎  一条書房  1947年 22 
日－2290 宋元時代の科学技術史 藪内清編  京都大学人文科学研究所 1967年 27 
日－2291 明清時代の科学技術史 

 
藪内清･吉田光邦編  京都大学人文科学研究所  
1970年 27   

日－2292 本草と夢と錬金術と物質的想像力の現象学  山田慶児  朝日新聞社 1997年 20 
日－2293 雲岡と竜門 長広敏雄 中央公論美術出版 1964年 20 
日－2294 古代中国の鏡鎖 カールブレン 1934年 
日－2295 東洋文化と日本 三枝充悳･今井淳編  ぺりかん社  1975年 20   
日－2296 詩人を通じての支那文化 上村忠治 発兌第一書房 1941  19 

日－2297 中華文人の生活 荒井健編  平凡社  1994年 22 
日－2298 月と橋 中国の社会と民俗 吉田隆英 平凡社  1995年 20 
日－2299 魂のありか 中国古代の霊魂観 大形徹  角川書店 2000年 19    
日－2300 地獄変  中国の冥界説 沢田瑞穂 法蔵館  1968年 20 
日－2301 漢字と文化 藤堂明保  徳間書店  1976年 20 

日－2302 漢字文化の世界（角川選書135） 藤堂明保  角川書店  1982年 19 
日－2303 「武」の漢字「文」の漢字  

: その起源から思想へ 
藤堂明保  徳間書店 977年 20 

日－2304 ヨーロッパの中国文明観 
 

レイモンド・ドーソン著田中正美･三石善吉･ 
末永国明訳 大修館書店  1971年 19 
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アジア史 （計13冊） 

番号 書    名 著者・出版社・版年・規格 
日－2305 海のアジア史 諸文明の「世界=経済」 小林多加士  藤原書店  1997年  20 
日－2306 西アジアの技術 吉田光邦･小山喜平  京都大学 1966年 26 
日－2307 アジア遊牧民族史 

 
ルネ・グルセ著  後藤十三雄訳  山一書房 
1944年 22 

日－2308 西南アジアの農業と農村 
 

織田武雄･末尾至行･応地利明  京都大学  
1967年 26   

日－2309 イランの歴史と言語 足利惇氏他 京都大学  1968年 26 
日－2310 アジアの巨石文化  ドルメン・支石墓考 八幡一郎･田村晃一編  六興出版 1990年 22   
日－2311 近代日本のアジア認識 古屋哲夫編  京都大学人文科学研究所   

1994年 22 
日－2312 京都大学イラン・アフガニスタン 

・パキスタン学術調査報告   
京都大学 1967年  26 
 

日－2313 ハイバクとカシュミルースマスト  アフガニ 
スタンとパキスタンにおける石窟寺院の調査 

水野清一編 1960   
 

日－2314 ハザール・スムとフィール・ハーナ 
アフガニスタンにおける石窟遺跡の調査 

水野清一編 1962年 
 

日－2315 メハサンダ パキスタンにおける 
仏教寺院の調査   

水野清一編 1962年-1967年   
 

日－2316 ドゥルマン・テペとラルマ アフガニスタン 
における仏教遺跡の調査    

水野清一編 1963年-1965年 
 

日－2317 チャカラク・テペ 北部アフガニスタン 
における城塞遺跡の発掘   

水野清一編 1964年-1967年   
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韓国史 （計24冊） 

番号 書    名 著者・出版社・版年・規格 
日－2318 完訳三国史記（上下）2冊 金富軾 金思燁訳 六興出版 1980年 22  
日－2319 三國史記 朝鮮史学会編 末松保和校訂 国書刊行会 1971年 22  
日－2320 三国遺事 

 
朝鮮史学会編版社 末松保和校訂 国書刊行会  
1971年 22 

日－2321 李退溪全集(上下) 2冊（日本刻版） 李退溪 阿部吉雄編 李退溪研究會 1975年 27  
日－2322 伽耶と古代東アジア 小田富士雄他 新人物往来社 1993年 22 
日－2323 新羅史研究 今西龍  国書刊行会  1970年  22  
日－2324 百済史研究 今西龍  国書刊行会  1970年  22 
日－2325 高麗史（第１、第2、第3）3冊 

 (韓國學古典씨리즈)  
鄭麟趾  亞細亞文化社  1972年  21 
 

日－2326 韓国国史（中学校国定教科書） 
 

渡辺学編訳 武蔵大学文学会(第8 巻第3号)  
昭和52年 20 

日－2327 韓国美術史 金元龍著  西谷正訳  名著出版  1976年  22 
日－2328  朝鮮史(岩波全書154) 旗田巍  岩波書店  1951年  18 

日－2329 日韓古地名の研究 金沢庄三郎 草風館  1985年  23 
日－2330 日鮮同祖論 金澤庄三郎 汎東洋社 1943年 22 
日－2331 近代朝鮮の社会と思想 飯沼二郎･姜在彦編 未来社 1981年 22 
日－2332 植民地期朝鮮の社会と抵抗 飯沼二郎･姜在彦編 未来社 1982年 22 
日－2333 他国のふるさと 

朝鮮へ渡った日本人の子供たち  
佐藤俊男 創言社 1984年 20 
 

日－2334 韓国の民間信仰 
(叢書仏教文化の世界)   

張籌根 金花舎 1973年 22 
 

日－2335 済州島巫俗の研究 玄容駿 第一書房 1985年 22 
日－2336 シャーマニズムよりみた 

朝鮮古代文化論  
朴容淑 第一書房 1985年 22 
 

日－2337 朝鮮の風水 村山智順 朝鮮総督府編 国書刊行会 1972年 22  
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世界史 （計33冊） 

番号 書    名 著者・出版社・版年・規格 
日－2338 世界の歴史別巻 年表 日比野丈夫 河出書房新社 1972年 19 
日－2339 ブルジョワ革命の比較研究 桑原武夫編 筑摩書房 1964年 22 
日－2340 フランス革命の研究 桑原武夫編 岩波書店 1959年 22 
日－2341 西洋中世世界の成立(岩波全書112) 増田四郎 岩波書店 1950年 18 

日－2342 岩波講座世界歴史（第5） 岩波書店  1970年 22 
日－2343 第二次世界大戦（世界の歴史23） 上山春平 河出書房新社  1974年 18   
日－2344 時代区分の成立根拠 大島康正  筑摩書房 昭和24年  21 
日－2345 歴史のための弁明 歴史家の仕事 マルク・ブロック著  讃井鉄男訳  岩波書店 

1956年 19 
日－2346 歴史的国家の理念 鈴木成高  弘文堂書房 1941年 19 
日－2347 東南アジア世界 地域像の検証 渡部忠世編  創文社  1980年  22   
日－2348 カナダ=エスキモー 本多勝一  朝日新聞社  1981年 15 
日－2349 ソヴエト同盟共産黨 (ボルシエヴイキ) 歴史モスクワ 外国語図書出版所 1950年 23 
日－2350 差別からみた世界史 守川正道  三一書房  1980年 20 
日－2351 エウローパの舟の家 東京大学文学部 

ポンペイ遺跡発掘調査報告   
青柳正規  東京大学文学部  1977年 27   
 

日－2352 カーピシー=ガンダーラ史研究 桑山正進  京都大学人文科学研究所  1990年 27  
日－2353 遥かなる隣国アメリカ 板坂元  講談社  1980年 20 
日－2354 アメリカ診断 板坂元  講談社  1978年 20 
日－2355 古代都市 

 
F・クーランジュ著 田辺貞之助訳 白水社  
昭和22年 18 

日－2356 フランス戦線 
 

アンドレ・モーロア著  高野弥一郎訳  
大観堂書店 昭和16年 19  

日－2357 中東諸國の興亡 森西定雄 中央公論事業出版 1999年 18 
日－2358 イスラエル史（上下）2冊 

 
ジョン・ブライト著  新屋徳治訳  聖文舎  
1968年 22   

日－2359 氷雪のバイカル 革命下のシベリアを見た少年 佐賀純一  筑摩書房 1990年 20   
日－2360 世界史の研究 吉岡力  旺文社 1949年   22 
日－2361 世界の歴史（4）唐とインド 塚本善隆責任編集 中央公論社 1961年 18  
日－2362 世界の歴史（5）西域とイスラム 岩村忍責任編集 中央公論社 1961年 18 
日－2363 世界の歴史（9）最後の東洋的社会 田村実造責任編集 中央公論社 1961年 18  
日－2364 世界の人間像（１） 

 
菊池寛･小島政二郎等編集  
角川書店編集部編 1961年 19 

日－2365 ダグラス・マッカーサー 守川正道  三和書房  1978年 21 
日－2366 素顔のアインシュタイン 

 
マイケル・ホワイト ジョン・グリビン著  
仙名紀訳 新潮社 1994年 20 

日－2367 NHKアインシュタイン・ロマン（第1巻） 
黄泉の時空から 天才科学者の肖像 

NHKアインシュタイン・プロジェクト著 
日本放送出版協会  1991年 22 

日－2368 NHKアインシュタイン・ロマン（第2巻） 
考える+翔ぶ! 「相対性理論」創造のプロセス 

NHKアインシュタイン・プロジェクト著   
日本放送出版協会  1991年 22 

日－2369 NHKアインシュタイン・ロマン（第3巻） 
光と闇の迷宮 量子力学のミステリー 

NHKアインシュタイン・プロジェクト著   
日本放送出版協会  1991年 22 
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地理 （計68冊） 

番号 書    名 著者・出版社・版年・規格 
日－2370 風景の文化誌（1、2）2冊 千田稔編  古今書院  1998年 20   
日－2371 風景の構図 地理的素描 千田稔  地人書房  1992年 22 
日－2372 世界都市の条件 高階秀爾 芳賀徹編  筑摩書房  1992年 20 
日－2373 都市の論理  歴史的条件-現代の闘争 羽仁五郎  勁草書房  1968年  20 
日－2374 都市の秘密をさぐる 

:テクノロジーと人間社会     
日本アイ・ビー・エム  1987年 28 
 

日－2375 神々のふる里 富岡茂雄 山晃社 1994年 19 

日－2376 日本の「道」その源流と展開 林屋辰三郎･上田正昭･山田宗睦編  講談社  1972  20 
日－2377 カラー近江路の魅力（乾） 中村直勝文 山本建三写真  淡交社  1973年  22 
日－2378 日光例幣使のみち 京都から日光へ 清水寥人  あさを社  1986年 26 
日－2379 出雲路旅情 植田正冶写真  石塚尊俊文  朝日新聞社 1971年 22  

日－2380 丹波路 竹岡林  学生社  1976年 19 
日－2381 長崎街道（親和文庫第9号） 永島正一文  小林勝写真  行済美会  1973年 27 
日－2382 長崎街道 続（親和文庫第12号） 永島正一文  小林勝写真 親和銀行済美会  1976年 27 
日－2383 沖縄県歴史の道調査報告書 島尻方諸海道 沖縄県教育委員会 1987年 26 
日－2384 日本の旅（第4） 京都 座右宝刊行会編  小学館 1966年 18 
日－2385 東京の12章 

 
池田弥三郎･ 藤川清･富山治夫写真  淡交新社  
1963年  22 

日－2386 東京案内 東京市編  裳華房 明治40年 22 
日－2387 カラー京都の魅力  洛北 文:中村直勝  写真:浅野喜市  淡交社  1974年  22 
日－2388 昭和京都名所図会  1 洛東  上 竹村俊則  駸々堂出版  1980年 22 
日－2389 昭和京都名所図会  2 洛東  下 竹村俊則  駸々堂出版  1981年 22 
日－2390 昭和京都名所図会  3 洛北 竹村俊則  駸々堂出版  1989年 22 
日－2391 京都・四季 京都銀行 大日本印刷 1992年 29 
日－2392 大分県―新風土記（岩波写真文庫153） 1955年 19 
日－2393 ガイドブック安心院の里 安心院町(大分県) 安心院町  1982年 19 
日－2394 観光ガイドブック対馬 杉屋書店 1991年 19 
日－2395 諸国名山案内（第8巻）九州 足利武三  山と渓谷社  1994年 26 
日－2396 スペイン・ヨーロッパの窓 栗田勇  富士通経営研修所 1992年 20 
日－2397 西方見聞録 林屋辰三郎 筑摩書房 昭和59年 18 
日－2398 世界花の旅（1） 朝日新聞日曜版   「世界花の旅」取材班著  朝日新聞社  1990年 26 
日－2399 最新世界大地図 日本リーダーズ ダイジェスト社 1966年 44 
日－2400 太平洋航海記・コロンブスの夢・ 

長春真人西遊記・耶律楚材西遊録  
中野好夫他編  筑摩書房 1961年  19 
 

日－2401 支那風物記 村松梢風  河原書店  昭和16年 19   

日－2402 華僑 
 

須山卓･日比野丈夫･蔵居良造  日本放送出版協会  
1967年 18 

日－2403 中国の西北角  長江 松枝茂夫訳  改造社 1938年 18 
日－2404 南支風土記 吉田謙吉  大東出版社 1940年 19 

日－2405 江南百題 西晴雲 富山房  1939年 19   
日－2406 支那地理大系 自然環境篇 渡邊光 日本評論社 昭和15年 23 
日－2407 人類学上より見たる西南支那 

(巽軒叢書)   
鳥居竜蔵  富山房 1926年 23 
 

日－2408 成都・重慶物語 花は重し錦官城 
（中国の都城6）  

筧文生 集英社 1987年 20 
 



番号 書    名 著者・出版社・版年・規格 
日－2409 武当山 湖北省博物館編 文物出版社 1991年 27 
日－2410 黄河物語 旺文社 旺文社 1986年 25 
日－2411 大黄河 大阪毎日新聞社 昭和13年 18 
日－2412 中国の移住伝説  広東原住民族考 

(牧野巽著作集第5巻) 

御茶の水書房 1985年 22 

日－2413 紀行日本のなかの中国 竹内実  朝日新聞社  1976年 19 

日－2414 アジアの空の下で 古希からの旅路 森西定雄 森西定雄出版  1994年 22 
日－2415 考史遊記 桑原隲蔵  弘文堂書房 昭和17年 26 
日－2416 中国紀行30日 河野健二編  朝日新聞社  1973年 20 
日－2417 北京の旅 陳舜臣  平凡社  1978年 20 

日－2418 敦煌の旅 陳舜臣  平凡社  1976年 21 

日－2419 トラベルガイド中国万照 1 トラベルガイド 二玄社  1988年 21  

日－2420 トラベルガイド中国万照 2 東北・華北 二玄社  1988年 21 

日－2421 トラベルガイド中国万照 3 華東 二玄社  1988年 21 

日－2422 トラベルガイド中国万照 4 華東 二玄社  1988年 21 

日－2423 トラベルガイド中国万照 5 中南 二玄社  1988年 21 

日－2424 トラベルガイド中国万照 6 西南・西北 二玄社  1988年 21 

日－2425 謎の西南シルクロード 
 

鄧廷良著  王矛･王敏編訳  原書房  
1991年 25   

日－2426 私のシルクロード 田口一幸  私家版  1991年  24 

日－2427 三蔵法師のシルクロード 
 

高橋徹文 後藤正写真  朝日新聞社  
1999年  26  

日－2428 シルクロードの旅 陳舜臣  平凡社  1977年 20   

日－2429 パミールを越えて 
（NHKシルクロード ローマへの道 第7巻） 

日本放送出版協会  1988年 18 
 

日－2430 西域物語 井上靖  朝日新聞社  1969年 23 
日－2431 西域巡礼 

 
陳舜臣文･樋口隆康解説･陳立人写真  
平凡社  1980年 27 

日－2432 海南島民族誌 南支那民族研究への一寄興 
 

Ｈ・スチューベル 畝傍書房  
昭和18年 21 

日－2433 海南島をゆく 南海のダイヤモンド 彭飛  PHP研究所  1996年  19 
日－2434 清国調査旅行資料集 

 
広池千九郎 モラロジー研究所  
1978年 23 

日－2435 友好の山（京都府・陝西省太白山合同登山隊
1986） 

金森和男他編 太白山合同登山京都府 
実行委員会 1987年 25 

日－2436 インド集落の変貌 
（広島大学文学部地理学研究室研究報告第4集） 

 
1972年 21 
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政治（経済を含む）（計22冊） 

番号 書    名 著者・出版社・版年・規格 
日－2437 国家権力の解剖 

 
市川亀久弥 ティビーエス・ブリタニカ  
1992年  20 

日－2438 浮上する平和構造 1970年代のアメリカ外交政策 アメリカ大使館広報文化部 昭和47年 18 
日－2439 平和擁護（第1号） 平和社 平和社 1951年  18 
日－2440 「世界不戦」への潮流を SGI会長講演・提言集 池田大作  第三文明社 1984年 19 
日－2441 官僚の研究 不滅のパワー・1868-1983 秦郁彦  講談社  1983年 20 
日－2442 日本次なる時代の座標軸 

 
世界を考える京都座会編  PHP研究所   
1992年 20 

日－2443 地域主権論 関西独立のすすめ 江口克彦  PHP研究所  1996年 19 
日－2444 広島・長崎の原爆災害 

 
広島市・長崎市原爆災害誌編集委員会編   
岩波書店 1979年 27 

日－2445 経済学概論 高田保馬  日本評論社 1940年 23  
日－2446 西洋経済史 河野健二  岩波書店  1980年 19   
日－2447 ラスキン政治経済論集 

 
ジョン・ラスキン著 宇井丑之助訳   
史泉房  1981年 22 

日－2448 経済学はなぜ経済がみえないか 並木信義 通産産業調査会 昭和58年 18 
日－2449 資源と経済 金子鷹之助･谷山整三 厚生閣 1941年 19 
日－2450 「無用」の人材、「有用」な人材 福原義春 祥伝社  1997年 18    
日－2451 日本の心と経営 

 
日本能率協会一隅会編  日本能率協会   
1983年 19      

日－2452 経営の鬼宮崎輝の遺言 大野誠治著  にっかん書房  1992年 20  
日－2453 管理社会の影 複数の思想 多田道太郎  読売新聞社  1971年 20   
日－2454 「いまどき」の世相学 高田公理  PHP研究所  1989年 19 
日－2455 環境問題と公共性 将来世代総合研究所 
日－2456 地球環境と人間 21世紀への展望 

 
アン・ナダカブカレン著 岡本悦司訳  
三一書房 1990年 21 

日－2457 人類とその環境 
 

今西錦司･東畑精一･松本重治編  講談社   
1974年 20 

日－2458 地球にやさしい暮らし方 上野景平  講談社  1991年 19   
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法律 （計15冊） 

番号 書    名 著者・出版社・版年・規格 
日－2459 東洋法制史講案 

 
広池千九郎述 内田智雄解題 モテロジー研究所  
1977年 23 

日－2460 憲法入門 太田武男･久貴忠彦  有斐閣  1969年 18 
日－2461 私の憲法論 日本国憲法改正試案 西部邁  徳間書店  1991年 20 
日－2462 陪審裁判の復活 佐伯千仭  第一法規出版  1996年 21 
日－2463 刑事法と人権感覚 ひとつの回顧と展望 佐伯千仭  法律文化社  1994年 22 
日－2464 家族法文献集成 戦後家族法学の歩み 太田武男編  京都大学人文科学研究所 1969年 27  
日－2465 家族法判例集成 日本家族法判例の系譜 太田武男編  京都大学人文科学研究所 1964年 26 
日－2466 夫婦の法律 太田武男  有斐閣 1968年 19 
日－2467 親族法概説 太田武男  有斐閣  1990年 22   
日－2468 親子の法律 太田武男 久貴忠彦  有斐閣  1969年 18   
日－2469 親子の法律（修正版） 太田武男 久貴忠彦著  有斐閣  1969年 18 
日－2470 現代の離婚問題 太田武男編  有斐閣  1970年 22 
日－2471 家族法判例・文献集成 

戦後家族法学の歩み   

太田武男編 斐閣  1975年 22   
 

日－2472 新法規集社会法典（1960年版） 教学社編集部編  教学社1960年 18  
日－2473 岩波基本六法（昭和55年版） 岩波書店  1979年 19 
 
 

教育 （計9冊） 

番号 書    名 著者・出版社・版年・規格 
日－2474 教育学 長田新 岩波書店 昭和8年 19 
日－2475 家庭教育に今なにが必要か 竹内均他  講談社  1982年 20   
日－2476 親が子に望んでいること 

子が親にできること 
舛添要一責任監修 中経出版 1998年 21 
 

日－2477 教育の正常化を願って 市村真一  創文社  1990年 20 
日－2478 学問はどこまでわかっていないか 堀田力編  エモーチオ21  1996年 20  
日－2479 姑はつらいよ 西川勢津子編  PHP研究所  1987年 19 
日－2480 尋常小学校ものがたり 竹内途夫  福武書店  1991年 22   
日－2481 同和問題研修資料（学習編） 北九州同和問題啓発推進協議会 1987年 22 
日－2482 同和問題研修資料（資料編） 北九州同和問題啓発推進協議会 1987年 22 
 
 

日本文化・民俗学・人類学 （計274冊） 

番号 書    名 著者・出版社・版年・規格 
日－2483 南方随筆 南方熊楠 沖積舎  大正15年 22 
日－2484 続南方随筆 南方熊楠 沖積舎 大正15年 22 
日－2485 南方熊楠随筆集 南方熊楠 筑摩書房 1968年 19 
日－2486 定本柳田国男集（第6巻） 筑摩書房 1968年 23 
日－2487 新編柳田国男集（第12巻） 筑摩書房  1979年  20 
日－2488 高群逸枝全集  （第1巻） 理論社 1966年 23 
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番号 書    名 著者・出版社・版年・規格 
日－2489 文明の生態史観 梅棹忠夫 中央公論社 1967年 20 
日－2490 物質文明から生命文明へ 渡辺格  同文書院  1991年 20 
日－2491 国際化と異文化理解(国際摩擦と国際理解3) 筧文生･ 飛田就一編 法律文化社 1990年 22 
日－2492 文化類型学研究 高山岩男 弘文堂書房 昭和16年 22 
日－2493 文化の翻訳可能性 

（国際高等研究所シンポジウム） 
大橋良介編 人文書院 1993年 20 

日－2494 美と宗教の発見 創造的日本文化論 梅原猛 筑摩書房 1967年 19 
日－2495 情報の伝達と文化創造 

 
日本文化を考える富山シンポジウム実行委員会  
平成5年 24 

日－2496 日本文化と世界を考える 桑原武夫他  大阪書籍  1983年 19 
日－2497 日本と東洋文化シンポジウム 上山春平･梅原猛共編  新潮社  1969年 20 
日－2498 日本文化の明暗 民族の血統と文化 江上波夫他  小学館  1984年  20 
日－2499 日本文化のふるさと 

東南アジアの民俗を訪ねて  
岩田慶治  角川書店  1991年  19 
 

日－2500 日本文化の明暗 民族の血統と文化 江上波夫他  小学館  1984年  20 
日－2501 日本文化を問いなおす 渡部昇一対談集 渡部昇一  講談社  1976年 20 
日－2502 日本人のこころ 文化未来学への試み 梅棹忠夫等  朝日新聞社  1971年 20 
日－2503 しぐさの日本文化 多田道太郎  筑摩書房  1972年  20 
日－2504 列島の文化史７ 

 
網野善彦他編 日本エディタースクール出版部  
1990年  22 

日－2505 日本人の意識構造 風土・歴史・社会 会田雄次  講談社  1970年  20 
日－2506 太古の諸先祖の遺産に基づく 

文化国家創設のために  
石橋輝勝 八街(千葉) 1996年 22 
 

日－2507 日本人の成り立ち 埴原和郎 人文書院 1995年 20 
日－2508 日本人とは何か 民族の起源を求めて 江上波夫他  小学館  1980年 20 
日－2509 東アジアの古代文化を考える 

大阪の会講演録16 
森浩一  東アジアの古代文化を考える大阪の会
1987年 26 

日－2510 ニッポン原人 
日本人と日本文化のナゾにせまる   

三上喜孝  同文書院  1993年  19 
 

日－2511 日本と日本人 貝塚茂樹 文芸春秋新社 1965年 20 
日－2512 日本と中国 民族の特質を探る 

・天城シンポジウム   
江上波夫他  小学館  1982年 20 
 

日－2513 もう一つの日本史 ベールをぬいだ縄文の国 高橋富雄 徳間書店 1991年 20 
日－2514 縄文人は飲んべえだった 

ハイテクで探る古代の日本  
岩田一平 朝日新聞社  1992年 20 
 

日－2515 縄文文化と日本人 日本基層文化の形成と継承 佐々木高明 小学館  1986年 22 
日－2516 縄文的原型と弥生的原型 谷川徹三 岩波書店 1971年 20 
日－2517 日本の深層 縄文・蝦夷文化を探る 梅原猛著･井上隆雄写真 佼成出版社 1983年 27 
日－2518 縄文の星と祀り 堀田總八郎 中央アート出版社 1997年 19 
日－2519 弥生の王国 東アジアの海から 東アジア文化交流史研究会 1993年 23 
日－2520 弥生文化の成立 

大変革の主体は「縄紋人」だった 
金関恕･大阪府立弥生文化博物館編 
角川書店 1995年 19 

日－2521 日本人と弥生人 
その謎の関係を形質人類学が明かす  

松下孝幸 祥伝社 1994年 18 
 

日－2522 弥生文化と日本語シンポジウム 大野晋他 角川書店 1990年 22 
日－2523 弥生の王国：東アジアの海から 

 
監修:金関恕･森醇一朗  東アジア文化交流史研究会
1993年 26 

日－2524 最新日本文化起源論 
弥生のルーツを大陸に探る  

歴史群像特別編集 学習研究社 1990年  27 
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番号 書    名 著者・出版社・版年・規格 
日－2525 弥生の使者徐福 稲作渡来と有明のみち 

文化交流史研究会  1991年 26 
編集:内藤大典他 監修:金関恕･森醇一朗 東アジア 

 
日－2526 神道と東アジアの世界 日本の文化とは何か 上田正昭 徳間書店  1996年 20 
日－2527 21世紀の東アジアと世界 :東アジアの発展と

九州の国際化8国際シンポジウム報告書） 
 

国際東アジア研究センター設立推進本部編  
北九州国際東アジア研究センター設立推進本部  
1989年 30  

日－2528 東アジアの稲作起源と古代稲作文化 
報告・論文集 佐賀大学農学部 

和佐野喜久夫編・発行 
1995年  26 

日－2529 アジア稲作民の民俗と芸能 諏訪春雄･川村湊編  雄山閣出版  1994年 20 
日－2530 稲 その源流への道 中国江南から吉野ケ里 

 
監修:金関恕･森醇一朗 東アジア文化交流史研究会
1990年 26 

日－2531 馬・船・常民 東西交流の日本列島史 森浩一･網野善彦 河合出版 1992年 19 
日－2532 正月の来た道 日本と中国の新春行事 大林太良  小学館  1992年  20 
日－2533 アジアの聖と賤 被差別民の歴史と文化 野間宏･沖浦和光  人文書院  1983年 20 
日－2534 日本の美女 毎日新聞社学芸部編  毎日新聞社 1966年 20 
日－2535 日本最古の文字と女神画像 川崎真治  六興出版  1988年 22 
日－2536 日本の聖と賤 中世篇 野間宏･沖浦和光  人文書院  1985年 20 
日－2537 日本の聖と賤 近世篇 野間宏･沖浦和光  人文書院  1987年  20 
日－2538 ニッポン幻想 <甘え>から見た日米文化比較 

 
ジョセフ・J・トビン著 藤本直訳 講談社 
1983年 20 

日－2539 日本芸能の世界 民衆文化のあゆみ 
(NHKブックス184) 

林屋辰三郎 日本放送出版協会 
1973年 19 

日－2540 中世 心と形 村井康彦･守屋毅 講談社  1979年  20 
日－2541 中世芸能史の研究 古代からの継承と創造 林屋辰三郎  岩波書店  1960年 22 
日－2542 東山時代に於ける一縉紳の生活(筑摩叢書92) 原勝郎 筑摩書房 1967年 19  

日－2543 東山時代の文化 笹川種郎  創元社 1943年  19 
日－2544 近世の庶民文化（日本歴史叢書） 高尾一彦  岩波書店  1968年  19 
日－2545 江戸人とユートピア（朝日選書78） 日野竜夫  朝日新聞社  1977年 19 
日－2546 文字の文化史 藤枝晃  岩波書店  1971年 19 
日－2547 遊びと日本人 多田道太郎 筑摩書房 1974年 20 
日－2548 ほしとせいざ 星座の観察 熊谷さとし漫画  集英社  1983年 23 
日－2549 占星術百科 

 
ジェームズ・Rルイス著･鏡リュウジ監訳  
原書房  2000年 21  

日－2550 天道〈日本心国〉 池田朝紀 アイデスク出版 1986年  19 
日－2551 機械 (ものと人間の文化史13) 吉田光邦 法政大学出版局 1974年 20 
日－2552 図説技術と日本近代化 吉田光邦 日本放送出版協会  1977年  19 
日－2553 芸術の解析（吉田光邦評論集1） 吉田光邦 思文閣出版 1982年 19  
日－2554 文化の手法（吉田光邦評論集2） 吉田光邦 思文閣出版  1982年 19 
日－2555 文明の基軸（吉田光邦評論集3） 吉田光邦 思文閣出版 1982年 19  
日－2556 神話 解釈学的考察 高坂正顕 岩波書店 昭15年 19 
日－2557 日本神話 肥後和男 弘文堂書房 1940  19 
日－2558 原始神話学 

 
レヴィ=ブリュル･古野清人訳 弘文堂書房  
1970年 22 

日－2559 幻想説話学 清田圭一著  平河出版社  1991年  20 
日－2560 謎は解ける!日本神話 松井倭文子  浪速社  1991年 18 
日－2561 埋もれた神話 古代日本の人間創成 犬飼公之 おうふう  1995年 20 
日－2562 仮面と神話 大林太良  小学館  1998年  20 
日－2563 浦島子伝 重松明久  現代思潮社  1981年  20 
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番号 書    名 著者・出版社・版年・規格 
日－2564 儀礼 タブー・呪術・聖なるもの 

 
J カズヌーヴ著 宇波彰訳  三一書房   
1973年  20 

日－2565 言霊 ひつく神示のなぞことば 
（1、2、3）3冊  

桑田二郎  潮文社  1993年-1994年  19 
 

日－2566 神僊説 （岩波講座東洋思潮） 武内義雄 岩波書店 1935年 22 
日－2567 現人神の創作者たち 山本七平  文芸春秋  1983年  20 
日－2568 神は細部に宿り給う 地名と民俗学 谷川健一  人文書院  1980年  20 
日－2569 カミと神 アニミズム宇宙の旅 岩田慶治   講談社   1984年  20 
日－2570 カミと青銅の迷路（清張通史3） 松本清張   講談社  1978年 20 
日－2571 動物と神のあいだ 

 
マイケル・Wフォックス著 小原秀雄訳 講談社  
1983年 22 

日－2572 屋敷神の世界 民俗信仰と祖霊 佐々木勝  名著出版  1983年  19 
日－2573 アイヌの霊の世界 藤村久和  小学館   1982年 19 
日－2574 鬼神への鎮魂歌 謎・藤ノ木古墳と聖徳太子 千田稔  学習研究社  1990年 19 
日－2575 赤城の神 今井善一郎 煥乎堂 1974年 22 
日－2576 海神と天神 対馬の風土と神  々 永留久恵   白水社   1988年 23 
日－2577 盃状穴考 その呪術的造形の追跡 国領駿･小早川成博編  慶友社  1990年  22 
日－2578 祭りのカネ銅鐸（歴史発掘8） 佐原真 講談社  1996年 27 
日－2579 鎮魂祭の研究 渡辺勝義 名著出版  1994年 22 
日－2580 怨霊の国 小松左京 角川書店  1972年  20 
日－2581 他界観念の原始形態 

 
棚瀬襄爾 京都大学東南アジア研究センター  
1966 22 

日－2582 日本人の他界観 久野昭編 国際日本文化研究センター 1994 22 
日－2583 日本人の霊魂観 鎮魂と禁欲の精神史 山折哲雄  河出書房新社 1976年 20 
日－2584 古代霊は語る 近藤千雄訳編  潮文社 1984年 19 
日－2585 日本の幽霊 池田弥三郎 中央公論社 1959年  20 
日－2586 あの世と日本人 梅原猛  日本放送出版協会  1996年  16 
日－2587 古代幻視 梅原猛  文芸春秋  1992年  20 
日－2588 黄泉の王 私見・高松塚 梅原猛  新潮社  1973年  20  
日－2589 異国思想の伝来と日本の宗教 李家正文  泰流社  1988年 22 
日－2590 日本の宗教 民衆の宗教史 久木幸男  弘文堂  1965年 18 
日－2591 日本人の宗教心 門脇佳吉･鶴見和子編 講談社  1983年 20 
日－2592 中世の生死と宗教観 日本人の精神史研究 亀井勝一郎  文芸春秋新社 1964年 20 
日－2593 20世紀の様式 かたちと心 

 1930-1975 シンポジウム  
桑原武夫,加藤秀俊編  講談社 1975年 27 
 

日－2594 夢について 
 

粟津潔ほか編  京都芸術短期大学「楽」編集室   
1982年 22  

日－2595 古代厠攷 李家正文  相模書房   1961年  19 
日－2596 日本陰陽道書の研究 中村璋八  汲古書院    1985年 22    
日－2597 日本陰陽道史話 村山修一 大阪書籍    1987年 19 
日－2598 陰陽五行思想からみた日本の祭 吉野裕子  弘文堂書房  1978年 22 
日－2599 狐 陰陽五行と稲荷信仰 

(ものと人間の文化史39)  
吉野裕子 法政大学出版局 1980年 20 
 

日－2600 蛇 日本の蛇信仰(ものと人間の文化史32) 吉野裕子 法政大学出版局 1979年 20 
日－2601 陰陽五行と日本の民俗 吉野裕子  人文書院  1983年  20 
日－2602 陰陽五行と童児祭祀 吉野裕子  人文書院  1986年  20 
日－2603 易と日本の祭祀 神道への一視点 吉野裕子  人文書院  1984年  20 
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番号 書    名 著者・出版社・版年・規格 
日－2604 山の神 易・五行と日本の原始蛇信仰 吉野裕子  人文書院  1989年  20 
日－2605 神々の誕生 易・五行と日本の神  々 吉野裕子  岩波書店  1990年 19 
日－2606 五行循環 吉野裕子  人文書院  1992年  20 
日－2607 十二支 易・五行と日本の民俗 吉野裕子  人文書院  1994年 20 
日－2608 大嘗祭 天皇即位式の構造 吉野裕子  弘文堂    1987年  20 
日－2609 カミナリさまはなぜヘソをねらうのか 吉野裕子  サンマーク出版  2000年  20 
日－2610 古代祭祀伝承の研究 山上伊豆母  雄山閣  1973年 22 
日－2611 神と人 古代信仰の源流 岩田慶治他  大阪書籍  1986年 19   

日－2612 神々のメッセージ 堀田総八郎 中央アート出版社 1995  21 
日－2613 庚申信仰の研究年譜篇 

（東京大学東洋文化研究所報告） 
窪徳忠 東京大学東洋文化研究所 1962年 22 
 

日－2614 巫女の歴史 山上伊豆母  雄山閣出版  1972年 22   
日－2615 まじない秘伝 高島易断所 村田松栄舘 18 
日－2616 昭和六十三年戌辰三碧木星 東洋運勢学会 勁文社 18 
日－2617 黒住宗忠とその宗教 延原大川  明徳出版社 1962年 19 
日－2618 存在光 「アーガマ」創刊10周年記念特別号  
日－2619 食の体験文化史（2） 森浩一 中央公論社 1997年 18 
日－2620 庖丁文化論 日本料理の伝統と未来 江原恵  講談社  1974年 20 
日－2621 図録茶道史 : 風流の成立利休の道統 林屋辰三郎･村井康彦解説 淡交社 1980年 27   
日－2622 茶事遍路 陳舜臣 朝日新聞社 1988年 20 
日－2623 数寄 茶の湯の周辺 多田侑史  角川書店  1985年 19 
日－2624 さび・わび・しおり 河野喜雄  ぺりかん社  1982年 20 
日－2625 食通以前 江原恵  講談社  1977年  20 
日－2626 九州の朝鮮文化 菓子の交流を探る 日韓菓子交流シンポジウム実行委員会  2002年  21 
日－2627 羊羹資料館案内 村岡総本舗  1996年  30 
日－2628 男の料理 酒肴に凝る 知性社編 小学館 1983  27 
日－2629 風土 人間学的考察 和辻哲郎 岩波書店 昭和10年 21 
日－2630 秋田ふしぎ探訪 無明舎出版編集部編  無明舎出版  1979年 19 
日－2631 日本の原郷熊野 梅原猛  新潮社  1990年  22 
日－2632 古塔選 永野雄吉編 鹿鳴莊 1928年 18 
日－2633 大和巡礼 史蹟と古美術 小島貞三 大和史蹟研究会  昭和5年 19 
日－2634 古寺巡礼（京都21）清涼寺 瀬戸内寂聴･鵜飼光順 淡交社  1978年 27 
日－2635 古寺巡禮 和辻哲郎 岩波書店 大正8年 19 
日－2636 永平寺 笛岡自照 古径荘 1966年 19 
日－2637 春日井の寺院 春日井市教育委員会 1981年 22 
日－2638 春日井の神社 春日井市教育委員会  1983年 22 
日－2639 熱田神宮 熱田神宮宮庁 1995年  18 
日－2640 宗像大社 宗像大社社務所 25 
日－2641 高野山 : 弘法大師の信仰に生きる 上山春平他   講談社  1983年 31 
日－2642 面とペルソナ 和辻哲郎 岩波書店 昭和12年 19 
日－2643 出雲文化 水の文化 佐藤栄子  叢文社  2001年 20 
日－2644 出雲大社 千家尊統  学生社  1991年 19 

日－2645 出雲の大神と日本建国 安達巌 新泉社  1994年 19 
日－2646 伊勢神宮 シンポジウム 上山春平編  人文書院  1993年 20 
日－2647 仙洞御所 三島由紀夫･伊藤ていじ文  岩宮武二写真  淡交社   
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1977年 22 
番号 書    名 著者・出版社・版年・規格 

日－2648 赤米伝承 対馬豆酘村の民俗 城田吉六  葦書房  1987年 19 
日－2649 香春・英彦山の歴史と民俗 

ムラの祭りと生活誌   
木村晴彦  葦書房  1989年  21 
 

日－2650 下町  朝日新聞東京本社社会部 朝日新聞社  1978年 19 
日－2651 京都発見 3（洛北の夢） 梅原猛  新潮社  2001年  22 
日－2652 隠された十字架 法隆寺論 梅原猛  新潮社  1972年  20 
日－2653 塔 梅原猛  集英社  1976年  20 
日－2654 空間の原型 すまいにおける聖の比較文化 上田篤他編 筑摩書房 1983年 20 
日－2655 東亜民族論 高田保馬  岩波書店  昭14年 19 
日－2656 太平洋民族学 太平洋協会編 清野謙次 岩波書店 1943年 22 
日－2657 太平洋民族誌 松岡静雄  岩波書店 1941年  19 
日－2658 北支農村経済社会の構造とその展開（京都 

帝国大学人文科学研究所研究報告第1冊） 
柏祐賢 1944年 21 
 

日－2659 北方ツングースの社會構成 
(東亜研究叢書第5巻) 

シロコゴロフ著 川久保悌郎･田中克己譯    
岩波書店  1941年 22  

日－2660 母系社会の構造 サンゴ礁の島々の民族誌 須藤健一 紀伊国屋書店  1989年 20 
日－2661 台湾の原住民族回想・私の民族学調査 

(世界の民族誌2)  
宮本延人 六興出版 1985年 20 
 

日－2662 ニコバル島とその住民 
 

エドワード・ホーレス・マン著  太平洋協会 
訳編  富山房 1944年  19 

日－2663 南太平洋の民族と文化 
 

ゲオルグ・ブシャン著 小堀甚二訳  聖紀書房  
1944年  22 

日－2664 セレベス 
 

エル・ファン・ヒューレン著 日本インドネシア
協会訳  帝国産業出版社 1942年 22 

日－2664 インドネシアの原始文化 
 

ファン・デル・ホープ著  野原達夫訳  国際日本
協会 1943年 22 

日－2665 フィリッピン民族誌 三品彰英･横田健一 三省堂 1943年  22 
日－2666 ミクロネシア民族誌 松岡静雄 岩波書店 1943年 22 
日－2667 南方土俗（1-6）6冊（景印期刋50種⑮） 

 
南方土俗学会編 東方文化書局景印  
1931年-1944年  21 

日－2668 埃及宗教文化史 比屋根安定 春秋社 昭和5年 22 
日－2669 エジプトの死者の書 : 宗教思想の根源を探る 石上玄一郎 人文書院 1980年 20 
日－2670 人間 人類学的研究 

 
川喜田二郎･梅棹忠夫･上山春平編  中央公論社
1966年  22 

日－2671 人類学方法論の研究 谷泰編  京都大学人文科学研究所   
1979年 22 

日－2672 人類学周遊 梅棹忠夫  筑摩書房  1980年 22 
日－2673 岩波講座文化人類学12冊（第2巻~第13巻） 青木保他編集 岩波書店 1997年~1998年 22 
 環境の人類誌     (第2巻)       

「もの」の人間世界  (第3巻)          
個からする社会展望  (第4巻)   
民族の生成と論理   (第5巻)     
紛争と運動      (第6巻)               
移動の民族誌     (第7巻)  
異文化の共存     (第8巻)        
儀礼とパフォーマンス (第9巻)      
神話とメディア    (第10巻)    
宗教の現代       (第11巻)         
思想化される周辺世界 (第12巻)     
文化という課題執筆   (第13巻)  
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番号 書    名 著者・出版社・版年・規格 
日－2674 日中文化研究 全14冊（1~13冊、別冊） 大林太良他編 勉誠社 1991年~1998年 26  
 日中文化研究1     1991年  

日中文化研究2:    《特集》江南の文化と日本 1991年  
日中文化研究3:    《特集》神話と祭祀 1992年  
日中文化研究4:    《特集》海と山の文化 1993年  
日中文化研究6:    《特集》古代伝承と考古学 1994年  
日中文化研究7:    《特集》長江文明 1995年  
日中文化研究8:     東アジアの祭りと芸能 日本芸能の源流 1995年  
日中文化研究9:    《特集》環東シナ海の比較文化 1996年  
日中文化研究10:   《特集》長江文明 II 1996年  
日中文化研究11:   《特集》良渚文化 中国文明の曙光 1996年  
日中文化研究12:   《特集》民俗学再生の道 1998年  

 日中文化研究13:    年中行事と祭祀 1998年  
日中文化研究別冊3 黄土高原とオルドス 中国西北路寧夏・陝北調査記 1997年 22 

日－2675 日本の古代 全16冊（1巻~15巻、別巻） 岸俊男他編  中央公論社  1985年-1996年  21 
 日本の古代  第1巻 倭人の登場                  日本の古代  第2巻 列島の地域文化 
 日本の古代  第4巻 縄文・弥生の生活      日本の古代  第5巻 前方後円墳の世紀  

日本の古代  第6巻 王権をめぐる戦い      日本の古代  第7巻 まつりごとの展開  
日本の古代  第8巻 海人の伝統         日本の古代  第9巻 都城の生態  
日本の古代  第10巻 山人の生業         日本の古代  第11巻 ウヂとイエ  
日本の古代  第12巻 女性の力                  日本の古代  第13巻 心のなかの宇宙  
日本の古代  第14巻 ことばと文字              日本の古代  第15巻 古代国家と日本  
日本の古代  別巻 日本人とは何か  

 
 

梅原猛著書 （計35冊） 

番号 書    名 著者・出版社・版年・規格 
日－2676 梅原猛他著 梅原猛全対話 6冊 集英社 1984年 20 
 科学者と考える   (第1巻)        古代日本を考える   (第2巻)        

仏教を考える     (第3巻)        現代日本を考える   (第4巻)      
芸術家と考える   (第5巻)        万葉人と詩の心     (第6巻)  

日－2677 梅原猛著作集 19冊 集英社 1981年~1983年 20 
 闇のパトス  (1)     仏像・羅漢 (2)      美と宗教の発見 (3)    地獄の思想 (4)  

仏教の思想Ⅰ (5)      仏教の思想 Ⅱ(6)      哲学の復興     (7)   神々の流竄 (8)  
塔 梅原猛著 (9)     集英社 隠された十字架  (10)               さまよえる歌集 (12)  
万葉を考える (13)    歌の復籍 (14)       飛鳥とは何か    (15)  湖の伝説   (16)  
日常の思想  (17)    精神の発見 (18)     美と倫理の矛盾 (19)  日本学事始 (20)  

日－2678 梅原猛著作集 10冊 小学館 2000年~2002年 20 
 古代幻視      (5)               日本の深層     (6)          

日本冒険(上)   (7)                日本冒険(下)    (8)   
三人の祖師 最澄空海親鸞 (9)                
法然の哀しみ (10)                現代を生きる   (13) 
思うままに   (14)                人類哲学の創造 (17)    
小説集 梅原猛著 (20)  
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自然科学 （計45冊） 

番号 書    名 著者・出版社・版年・規格 
日－2679  技術科学論 銭学森 山田慶児訳  法律文化社 1967年 19 

日－2680  科学の前哨 
 

ジョゼフ・ニーダム･ドロシー・ニーダム編  
山田慶児･牛山輝代共訳 平凡社  1986年 22 

日－2681 科学と技術の近代 山田慶児  朝日新聞社1982年 19   
日－2682 科学史のすすめ 広重徹編  筑摩書房  1970年 19 
日－2683 科学に遊ぶ 分けることとまとめること 岡村誠三  PHP研究所 1991年 20 
日－2684 創造性の科学 -図解・等価変換理論入門 市川亀久弥  日本放送出版協会 1970年 22 
日－2685 技術と社会 日本の経験 林武 国際連合大学  1986年 22 
日－2686 私の自然観 今西錦司  筑摩書房 1966年 19 
日－2687 カオスの自然学 

（水･大気･音･生命･言語から） 
テオドール・シュベンク著 赤井敏夫訳 工作舎 
1986年  20 

日－2688 カオス 新しい科学をつくる 
 

ジェイムズ・グリック著 大貫昌子訳  新潮社  
1991年  15 

日－2689  季利自然と文化24番季号 大原啓吉ほか編 日本ナショナルトラスト 1989  21 
日－2690 天文と宇宙 荒木俊馬  恒星社厚生閣 1949年 19 
日－2691 思想の中の数学的構造 山下正男 現代数学社  1980年 19 
日－2692 海と船と人の博物史百科 佐藤快和  原書房  2000年 22 
日－2693 日本建築史講話 関野貞  岩波書店 1939年 19 
日－2694 古代建築のイメージ  木村徳国 日本放送出版協会  1979年 19   
日－2695 日本の建築 天沼俊一  弘文堂  昭和17年 19 
日－2696 日本の建築 藤島亥治郎 至文堂  1958年 19 
日－2697 古建築入門講話 川勝政太郎  スズカケ出版部 昭和9年 19 
日－2698 日本農業技術論 飯沼二郎  未来社    1971年  22   
日－2699 日本の古代農業革命 飯沼二郎  筑摩書房  1980年 19   
日－2700 明治前期の農業教育 飯沼二郎 京都大学人文科学研究所  1969年 27 
日－2701 日本農業の再発見 歴史と風土から 飯沼二郎  日本放送出版協会  1975年 19 
日－2702 生物学の視座から 宮地伝三郎  人文書院  1980年 20 
日－2703 動物社会 人間社会への道標 宮地伝三郎  筑摩書房  1969年 19   
日－2704 宮地伝三郎動物記 宮地伝三郎 筑摩書房 1972年 20 
日－2705 野の花 フィールド百花（1、2）2冊 大場達之解説 山と渓谷社  1982年 21  
日－2706 木の名の由来 深津正･小林義雄  日本林業技術協会  1985年 20 
日－2707 秩序と混沌 湯川秀樹論 高内壮介  工作舎  1979年 19   
日－2708 心ゆたかに 湯川秀樹  筑摩書房  1969年 20 
日－2709 人間の発見 湯川秀樹対談集 湯川秀樹  講談社    1976年 22   
日－2710 創造への飛躍 定本 湯川秀樹  講談社    1969年 21 
日－2711 極微の世界 湯川秀樹  岩波書店  1950年 19 
日－2712 学問の世界 対談集 湯川秀樹編  岩波書店  1970年 19  
日－2713 現代科学と人間 湯川秀樹  岩波書店 1961年 19 
日－2714 《中國科學史國際會議:1987 

京都シンポジウム》報告書 
山田慶兒･田中淡編 京都大學人文科學研究所 
1992年 22  

日－2715 錬金術師 
 

F・シャーウッド・テイラー著  平田寛･大槻真一郎訳   
人文書院  1978年 20 

日－2716 BC!な話 あなたの知らない精子競争 竹内久美子  新潮社  1997年 20 
日－2717 有明海 自然・生物・観察ガイド 菅野徹  東海大学出版会  1981年 19   
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番号 書    名 著者・出版社・版年・規格 
日－2718 デジタル知識社会の構図 電子出版 

・電子図書館・情報社会   
責任表示  合庭惇  産業図書  1999年 20 
 

日－2719 21世紀日本の選択 
 

原子力安全システム研究所編  ダイヤモンド社   
1994年 20  

日－2720 給食倫理 中村璋八編  第一出版  1977年 27   
日－2721 食品衛生学 川城巖 光生館 1970年 20 
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心理学 （計16冊） 

番号 書    名 著者・出版社・版年・規格 
日－2722 心理学 高橋･岩波穣 岩波書店 大正6年 19 
日－2723 幼児の心理 あなたのお子さんはすばらしくなる 波多野勤子 光文社 1954年 19   
日－2724 人間性の心理学 精神の栄養失調現象と治療 対馬忠編 サイマル出版会 1979年 19 
日－2725 図説心理学入門 斉藤勇編  誠信書房  1988年 22   
日－2726 長男の本 みんな元気に蘇れ 斎藤茂太 情報センター出版局  1980年 19 
日－2727 精神栄養論 心の響き合う人間関係 対馬忠 サイマル出版会  1983年 19  
日－2728 意識のスペクトル（1、2）2冊 

 
K・ウィルバー著  吉福伸逸･菅靖彦訳   
春秋社  1985年 20   

日－2729 アートマン・プロジェクト 
 

K・ウィルバー著  吉福伸逸他訳  春秋社   
1986年 20 

日－2730 私という他人 
 

C・H セグペン･H M クレックレー著   
川口正吉訳  講談社  1973年 20 

日－2731 トランスパーソナルとは何か 吉福伸逸  春秋社  1987年 21 
日－2732 治療心理学 

 
ブラマー･ショストロム著  対馬忠･岨中達訳   
誠信書房  1969年 22 

日－2733 人のタイプと心理 島影盟 白楊社 1959年 19 
日－2734 イメージの人間学 水島恵一他編  誠信書房  1989年 22  
日－2735 血液型性格学 性格を生かした人の育て方 鈴木芳正  産心社  1975年 19   
日－2736 算命占星学入門 自分を知りつくす中国最高の占法 和泉宗章  青春出版社  1978年 18 
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医学 （計39冊） 

番号 書    名 著者・出版社・版年・規格 
日－2737 無境界 自己成長のセラピー論 

 
ケン・ウィルバー  吉福伸逸訳  平河出版社   
1986年  20 

日－2738 産婦人科医ノート 清水八束遺稿 清水新緑編  山梨日日新聞社  1992年  19 
日－2739 人間はどうやって死んでいくのか 

組み込まれた<死のプログラム>の謎   
米山公啓  青春出版 1999年  20 
 

日－2740 医は不仁の術務めて仁をなさんと欲す 
続・豊前中津医学史散歩 

川嶌真人 西日本臨床医学研究所   
1996年  19 

日－2741 骨大工の余話 真角昭吾  明文堂 2001年  22 
日－2742 尼さんの知恵袋 心とからだ、 

もっと美しく生きられる   
早島妙青  経済界  1989年  18 
 

日－2743 スポーツに生きる(シリーズ・いきいきトーク 
知識の泉 著名人が語る<生きるヒント> 第7巻) 

リブリオ出版 1997年22 
 

日－2744 三辺謙博士の新編肝臓病の予防と治療 三辺謙  主婦の友社  1981年  19 
日－2745 にんにく健康法 なぜ効く,何に効く,どう食べる 渡辺正 光文社  1973年  18 
日－2746 仙道による心身の改革 

心のやすらぎを得る生活法   
小野田大蔵 白揚社  1973年  19 
 

日－2747 大健康力 60兆個の細胞が、 
いっせいに息を吹き返した! 

塩谷信男  ゴルフダイジェスト社 
1997年  20 

日－2748 漢方で無理なくスッキリやせる! 
男も女も自然に確実にスリムになる法   

林一夫 日本実業出版社  1987年  18 
 

日－2749 生老病死の旅路 読売新聞社編  読売新聞社  1998年  20 
日－2750 死のレッスン 石田秀実  岩波書店  1996年 19 
日－2751 21世紀の医療と漢方 科学的実証と 

その可能性を求めて 
日本アクセルシュプリンガー出版 
1994年  26 

日－2752 仙道の真髄 現代に生かす健康長寿の原理 小野田大蔵  白揚社  1986年  20 
日－2753 梅茸生菌でガンは撃退できる 末広一磨  新風書房  1993年 19 
日－2754 「第 2 の脳」で生き方を変える 東洋医学が証

す、 
その構造と機能  伊藤真愚  ベストセラーズ   
1988年  18 

日－2755 断食 その最高は100日間,終ったあとは心身爽快 青木春三 秋田書店 1967年  18 
日－2756 聖書の食養法 後藤美基  柏樹社  1981年  20 
日－2757 ガンよ!おごるなかれ 脚光を浴びた温熱療法 

 
田村誠一 タムラガーデン出版部   
1985年  21 

日－2758 東洋医学概説 長浜善夫  創元社 1961年  22 
日－2759 日本の傷を医す者 矢内原忠雄  白日書院 1947年 19 
日－2760 漢方問答 東洋医学の世界 荒木正胤  柏樹社  1985年  20 
日－2761 続・漢方問答 食養生の思想 荒木正胤  柏樹社    1985  20 
日－2762 慢性病も治る仙道健康法 不老長生の秘法 赤木幸一  潮文社  1983年  18 
日－2763 死を見つめる心 ガンとたたかった十年間 岸本英夫  講談社 1964年  19 
日－2764 暮しの養生記・東洋医学の知恵 伊藤真愚  柏樹社  1983年  20 
日－2765 さて、死ぬか 死処に主となれ 伊藤真愚 柏樹社  1986年 20 
日－2766 気・イメージ・身体 気功と人間の潜在力 藤岡喜愛･津村喬  アニマ2001  1991年 19 
日－2767 気功=心の森を育てる 津村喬   新泉社  1989年 20 

日－2768 八段錦 中国伝統の「気功」健身法 
 

永谷義文･長岡隆司 エンタプライズ 
1986年  22 

日－2769 病間録・病窓雑筆 綱島梁川著  春秋社 大正13年  20 
日－2770 導引口訣鈔 

 
宮脇仲策〔原著〕  大黒貞勝編著  谷口書店   
1986年  19 



番号 書    名 著者・出版社・版年・規格 
日－2771 実用中国養生全科（1）養生論・運動 

 
張有□主編  徐海訳  地湧社   
1991年 22   

日－2772 実用中国養生全科（2） 食養生・食療法 張有□主編  徐海訳  地湧社  1991年 22 

日－2773 実用中国養生全科（3） 気功・按摩 張有□主編  徐海訳  地湧社  1991年 22 

日－2774 実用中国養生全科（4） 性養生 張有□主編  徐海訳  地湧社  1991年 22 

日－2775 実用中国養生全科（5）用語解説集 張有〓主編  徐海訳  地湧社  1991年   22 
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美術史 （計267冊） 

番号 書    名 著者・出版社・版年・規格 
日－2776 講座美学 5冊                道友信編集  東京大学出版会 1984年 22 
 講座美学 第1巻 美学の歴史       講座美学  第2巻  美学の主題      

講座美学  第3巻  美学の方法      講座美学  第4巻  芸術の諸相 2 
講座美学  第5巻 美学の将来  

日－2777 世界美術大系 3冊 矢代幸男他]監修 講談社 1963年~1964年 34 
 世界美術大系 第8巻 中国美術    世界美術大系 第9巻 中国美術   

世界美術大系 第10巻 中国美術   

日－2778 世界美術全集 6冊 下中彌三郎編 平凡社 1950年 27 
 世界美術全集  第7巻  :中國古代 I 秦ほか         

世界美術全集   第8巻  :中國古代 II 隋・唐   
世界美術全集   第14巻 :中國中世 I 宋・元        
世界美術全集   第20巻 :中國中世 II 明・清 附近代  
世界美術全集   第23巻 :西洋十九世紀 II 印象主義前期  
世界美術全集   第24巻 :西洋十九世紀 III 印象主義後期   

日－2779 講談社版世界美術（第18）中国  第1(先史-唐) 関野雄編 講談社  1966年  21  
日－2780 講談社版世界美術（第19）中国  第2(宋-現代) 宮川寅雄編 講談社  1966年 21   
日－2781 東洋美術（第1巻）朝日新聞社  絵画（第1） 田中一松･米沢嘉圃･川上□編 1967年  37  
日－2782 東洋美術（第2巻）朝日新聞社  絵画（第2） 田中一松等編  1968年  37 
日－2783 東洋美術 （第5巻 朝日新聞社  銅器 水野清一編 1968年  37 
日－2784 日本の美術 第4 法隆寺 水野清一 平凡社  1965年 24 
日－2785 日本の名画Ⅱ 世界の美術8 鈴木進 世界文化社 1976年 34 
日－2786 世界の名画Ⅲ 世界の美術3 千足伸行 世界文化社 1976年 34 
日－2787 世界の名画Ⅳ 世界の美術4 中山公男 世界文化社 1976年 34 
日－2788 世界名画の旅（1） 

 
朝日新聞日曜版「世界名画の旅」取材班   
朝日新聞社  1985年 26 

日－2789 世界名画の旅（2） 
 

朝日新聞日曜版「世界名画の旅」取材班   
朝日新聞社  1986年 26  

日－2790 世界名画の旅（3） 
 

朝日新聞日曜版「世界名画の旅」取材班  
朝日新聞社  1986年 26 

日－2791 日本美術史資料 15冊 美術史資料刊行會 飛鳥園 1937年 22 
 第１輯  飛鳥時代 

第４輯  奈良時代後期(下) 
第７輯  平安時代後期(上) 
第10輯 鎌倉時代(下) 
第13輯 江戸時代(上) 
第15輯 飛鳥時代  

先史・原史時代 

第２輯  奈良時代前期 
第５輯  正倉院 
第８輯  平安時代後期(下) 
第11輯 室町時代 
第14輯 江戸時代(下)    
 
 

第３輯  奈良時代後期(上)  
第６輯  平安時代前期  
第９輯  鎌倉時代(上)  
第12輯 桃山時代  
 
 

日－2792 中国書論大系 3冊 
第1巻、第5巻、第6巻   

中田勇次郎編  二玄社  1977年 23 

日－2793 少年美術館 6冊（1~6） 児島喜久雄等編  岩波書店  1950年  33 
日－2794 アサヒグラフ 2976号 朝日新聞社 1980年 34 
日－2795 アサヒグラフ 増刊 2498号 1971年 34 
日－2796 アサヒグラフ 別冊（第2巻第3号）美術特集 平山郁夫 朝日新聞社編 1976年 32 
日－2797 アサヒグラフ 別冊（第3巻第1号）美術特集 小野竹喬 朝日新聞社編 1977年 32 
日－2798 アサヒグラフ 別冊（第10巻第4号）美術特集 上村松園  朝日新聞社編 1984年秋 32 
日－2799 アサヒグラフ 別冊（第12巻第1号）美術特集 横山大観  朝日新聞社編 1986年冬 32  
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番号 書    名 著者・出版社・版年・規格 
日－2800 太陽 THE SUN No.69  特集 

長崎・平戸・五島列島  
平凡社 1969年 29 
 

日－2801 太陽 THE SUN No.113 特集  
切支丹のふるさと 

平凡社 1972年 29  

日－2802 太陽 THE SUN No.114 特集 尾崎士朗  平凡社  1972年 29 
日－2803 太陽 THE SUN No.154 特集  

能・世阿弥の生涯 
平凡社 1974年 28 

日－2804 太陽 THE SUN No.134 特集  
第11回太陽賞発表 

平凡社 1974年 29 

日－2805 太陽 THE SUN No.158 特集  
第13回太陽賞発表 

平凡社 1976年 29 

日－2806 別冊太陽 spring‘78 江戸大名百家 平凡社 1978年 29 
日－2807 入江泰吉の大和路（2） 花のある風景 入江泰吉  小学館  1996年 27 
日－2808 入江泰吉の大和路（3） 歴史の舞台 入江泰吉  小学館  1996年  27  
日－2809 入江泰吉の山和路（4） 古道と野ぼとけ 入江泰吉  小学館  1996年  27   
日－2810 入江泰吉の大和路（5） 祭と歳時記 入江泰吉 小学館  1996年 27  
日－2811 黄山仙境 : 久保田博二写真集 久保田博二写真撮影  岩波書店  1985年 27 
日－2812 敦煌への道 

 
石嘉福写真   鄧健吾文  日本放送出版協会   
1978年 30 

日－2813 市民のえらんだふるさと京都 
 : 写真100景 2074年に贈る   

京都府文化財保護基金  1974年 22 
 

日－2814 亀田鵬齋詩文・書画集 杉村英治編 三樹書房 1982年 21 
日－2815 追官記念 神谷葵水書作展作品集 

 
神谷葵水先生追官記念事業実行委員会  
岡山印刷社 1980年 30 

日－2816 わが書と書論 
 

神谷葵水 神谷葵水先生退官記念集編集委員会編 
愛知教育大学東洋学教室  1980 年 27  

日－2817 石橋犀水の書業 : 米寿記念 石橋犀水  教育書籍  1984年 37 
日－2818 書想 : 文化の中の書道 平勢雨邨   書道活法会  1995年 22 
日－2819 墨 25号 芸術新聞社 1980年7月号 33 
日－2820 支那の墨 

 
ヴィーゼ作並画  光吉夏弥訳  筑摩書房  
1942年 19  

日－2821 空海の世界（別冊墨第3号） 芸術新聞社 1983年 30 
日－2822 鐡丹と書道 寺山葛常  巖南堂書店 1977年 27 
日－2823 義楚六帖 義楚撰  朋友書店  1979年 27 
日－2824 唐拓 九成宮醸泉銘 石橋啓十郎 光版社 1977年 36 
日－2825 漢西嶽華山廟碑 七條兼三 西東書房 1983年 36 
日－2826 六朝写経集(書跡名品叢刊 121) 中田勇次郎解説 二玄社  1964年  36 
日－2827 精萃図説書法論（第3巻） 宋 西東書房  1988年  27 
日－2828 西安碑林の研究 塚田康信   西安碑林の研究刊行会  
日－2829 台北・故宮博物院の書 

季刊墨スペシャル（創刊号）  
芸術新聞社 1989年  29 
1983年 31   

日－2830 会津八一(季刊墨スペシャル) 芸術新聞社 1990年 29 
日－2831 王羲之(季刊墨スペシャル) 芸術新聞社 1990年 29 
日－2832 袖珍王右軍書聖教序 藤原楚水選釈  三省堂  昭和14年 15 
日－2833 新書道概論 石橋犀水  日本習字普及協会  1975年  22   
日－2834 八大山人・揚州八怪（水墨美術大系第11巻） 米沢嘉圃･鶴田武良 講談社 1975年 43 
日－2835 石濤 杜甫詩意册 三彩社 1968年 30 
日－2836 白井晟一研究(2) 

 
白井晟一研究企画編集室編  南陽堂出版   
1979年  25 

 15 



番号 書    名 著者・出版社・版年・規格 
日－2837 三井の晩鐘 梅原猛文  池田一憲絵  小学館  1981年  29  
日－2838 夢の宇宙誌:コスモグラフィア ファンタスティカ 渋沢竜彦  美術出版社  1964年  21   
日－2839 古里の四季（十河安則画文集） 十河安則 大川町教育委員会 1990年 23 
日－2840 浮世絵十八考 織田一磨  春陽堂  大正15年  19 
日－2841 集錦帖 統集-天理図書館善本叢書絵集 八木壮一 八木書店 1987年 30 
日－2842 芸術の意味 

 
ハーバート・リード著  滝口修造訳   
みすず書房  1966 年 18 

日－2843 ルネサンス物語ガイドブック 
 

日本アイ・ビー・エム株式会社発行 中央 
公論社編  1983年  30 

日－2844 比叡山と天台の美術 : 比叡山開創1200年記念 
 

東京国立博物館他編  朝日新聞社   
1986年  25 

日－2845 鏡鑑 樋口隆康編 泉屋博古館 1981年 25 
日－2846 古鏡 樋口隆康 新潮社 1979年 27 
日－2847 図説中国古代銅鏡   孔祥星,劉一曼 高倉洋彰他訳  中国書店  1991年  27  
日－2848 和鏡 

 
保坂三郎 米田太三郎撮影 人文書院   
1973年 38 

日－2849 銅鐸 対論 森浩一･石野博信 学生社 1994 19 
日－2850 鉄斎扇面 富岡鉄斎  筑摩書房  1966年  37 
日－2851 鉄斎 富岡鉄斎  筑摩書房  1957年  37   
日－2852 漱石書畫集 岩波書店 1976年 43 
日－2853 感動の世界:等価変換理論による映画を含めた 

文芸創作活動の全貌    
市川亀久弥 ラテイス  1978年 24   
 

日－2854 対象への接近 秋吉久紀夫 土曜美術社 2001年 18 
日－2855 岩波グラフィックス32 

京の四季 洛中洛外図屏風の人びと  
林屋辰三郎 岩波書店 1985 22 
 

日－2856 枯山水 重森三玲 河原書店 昭和52年 19 
日－2857 盆栽の宇宙誌 

 
ロルフ・スタン著  福井文･明神洋訳  
せりか書房  1985年 20 

日－2858 盆栽―日本盆栽館の設立に向けて 日本盆栽館設立準備委員会 平成3年 28 
日－2859 盆栽銘品写真集 第二部 日本盆栽館設立準備委員会 平成3年 28 
日－2860 盆栽と作風 

日本盆栽協同組合創立10周年記念出版  

近代盆栽社 昭和55年 28 
 

日－2861 盆栽 文化の架け橋 日本盆栽館設立準備委員会 平成3年 28 
日－2862 グッドバイ棟方志功 没後一年追悼特集版 講談社  1976年 29 
日－2863 犀水・八十寿 装幀：山田観月 光版社 1976年 32 
日－2864 文様の博物誌 吉田光邦  同朋舎出版  1985年 19 
日－2865 うずまきは語る 迷宮への求心性 千田稔  福武書店  1991年 19 
日－2866 天狗藝術論 

 
佚齊樗山述 武陽 [江戸] 西村源六藏版 洛陽 
京都西村市郎右衞門  1729年 23 

日－2867 色の周辺（ACCESS叢書1） 
 

清田圭一編 日本アイ・ビー・エム株式会社  
昭和58年 20 

日－2868 形の周辺（ACCESS叢書3） 
 

清田圭一編 日本アイ・ビー・エム株式会社  
昭和58年 20 

日－2869 祇園祭細見 山鉾篇  松田元  郷土行事の会  1977年26 
日－2870 芸術の歴史（世界教養全集第11） 

 

H ヴアン・ルーン著 玉城肇訳 平凡社   
1960 年 19   

日－2871 平城京長屋王邸宅と木簡 奈良国立文化財研究所編  吉川弘文館  1991年 27 
日－2872 図像蒐成Ⅰ 藤澤令夫編 仏教美術研究上野記念財団助成研究会 1993年 33 
日－2873 図像蒐成Ⅱ 藤澤令夫編 仏教美術研究上野記念財団助成研究会 1994年 33 
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番号 書    名 著者・出版社・版年・規格 
日－2874 仏像 : 心とかたち 定本 望月信成･佐和隆研･梅原猛 日本放送出版協会 1971年 27  
日－2875 遣迎院阿弥陀如来像像内納入品資料 青木淳 国際日本文化研究センター 1999年 20 
日－2876 総覧不動明王 

 
成田山新勝寺･種智院大学密教学会編集 法蔵館   
1984年 27    

日－2877 法隆寺五重塔の塑像 長廣敏雄他  岩波書店 1974年 33 
日－2878 偶像再興 和辻哲郎 岩波書店 昭和12年 19 
日－2879 音楽叢書序論 音楽鑑賞の智識 牛山充 京文社 大正15年 18 
日－2880 中国音楽美学入門（声無哀楽論） 張前 石黒健一訳 シンフォニア社 18 
日－2881 近代絵画 小林秀雄 新潮社 1958年 18 
日－2882 春庭花 佐々木修 日本文化財団 平成6年 25 
日－2883 私のまんだら（繪） 牧田みち子 大東出版社 1979年 24 
日－2884 国風歌舞東遊春鶯囀一具 佐々木修 日本文化財団 平成9年 25 
日－2885 読書四時之樂 

 
石橋犀水 日本書道芸術専門学校新校舎建設委員会 
1983年 32 

日－2886 徳興里高句麗壁画古墳 
 

朝鮮民主主義人民共和国社会科学院･朝鮮画報社編  
講談社 1986年 26   

日－2887 南陽の画象石 長広敏雄編および解説  美術出版社  1969年  44 
日－2888 東洋の美 こころとかたち 長広敏雄 美術出版社 1967年 21 

日－2889 六朝時代美術の研究 長広敏雄 美術出版社  1969年  31 
日－2890 中国の名画 敦煌 長広敏雄 平凡社 1957年 30 
日－2891 燉煌画の研究  図像篇 松本栄一  東方文化学院東京研究所  1937年 27   
日－2892 葛新民画集 

 
葛新民画集出版委員会伊藤健三編 文教大学言語文化 
研究所発行 1989年 33 

日－2893 中国雲南 岩絵の謎 
日本文化のルーツを解く鍵  

彭飛編 祥伝社 1995年 25 
 

日－2894 中国陶磁の八千年 
乱世の峻厳美・秦平の優美  

矢部良明 平凡社 1992年 22 
 

日－2895 中国陶俑の美 王仁波多 朝日新聞社 1984年 26 
日－2896 中国の楽器 簡其華他 石黒健一訳 六芸社 1993年 20 
日－2897 中国の庭 造園と建築の伝統 杉村勇造  求竜堂 1966年 26 
日－2898 蘭陵王 佐々木修 日本文化財団 平成8年 25 
日－2899 神楽歌 佐々木修 日本文化財団 平成10年 25 
日－2900 レンブラント 土井義信 甲鳥書林 昭和16年 21 
日－2901 印象派時代 福島繁太郎 石原求龍堂 1944年 20 
日－2902 静嘉堂珠玉 静嘉堂文庫監修 三菱商事株式会社発行 1987年 21 
日－2903 大昔の美に想う 

シリーズ名：美術館へ行こう   
佐原真  新潮社  1999年 20   
 

日－2904 博物館あんない 沖縄県立博物館編  琉球文化社  1975年 26 
日－2905 沖縄県立博物館総合案内 沖縄県立博物館編 沖縄県立博物館 1987年 26 
日－2906 国立民族学博物館総合案内 国立民族学博物館編  民族学振興会  1983年 30 
日－2907 日本書道美術館 書と日本画 財団法人日本書道美術館 1977年 30 
日－2908 茶道名宝展 五島美術館 1965年 25 
日－2909 戸方庵井井上コレクション 群馬県立近代美術館 1974年 26 
日－2910 群馬ゆかりの文化財 群馬県立歴史博物館 1982年 27 
日－2911 刀剣展 群馬県立歴史博物館 1980年 27 
日－2912 大名物 根津美術館編  根津美術館  1974年 21   
日－2913 遠州の数奇 根津美術館編  根津美術館  1978年 21   
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番号 書    名 著者・出版社・版年・規格 
日－2914 禅の美術 国立近代美術館京都分館 1964年 24 
日－2915 古面の美 信仰と芸能 京都国立博物館 1980年 26 
日－2916 銅鐸の美 国立歴史民俗博物館編   毎日新聞社  1995年 30  
日－2917 日本の染織 : 技と美 京都国立博物館編  京都書院  1987年 31   
日－2918 山水 : 思想と美術 : 特別展覧会目録 京都国立博物館編   1983年 26 
日－2919 漁具 漁の知恵 群馬県立歴史博物館 1984年 27 
日－2920 正倉院御物図録 後醍院良正編 朝日新聞社 1946年 29 
日－2921 福岡市博物館常設展示案内図録 福岡市博物館編  福岡市博物館 1990年 26   
日－2922 古代の船 : いま甦る海へのメッセージ 

 
福岡市立歴史資料館編集(福岡市立歴史資料館図録
第12集)  1988年 26 

日－2923 大航海時代と博多 
: 対外交流史1 福岡市博物館開館記念展   

福岡市博物館編  1990年 26 
 

日－2924 篁牛人の画業 : 水墨・渇筆画の世界 富山 
市篁牛人記念美術館収蔵品より（ 第1集） 

富山市教育委員会編  1989年 19 
 

日－2925 中国繪畫・書 泉屋博古館 1981年 29 
日－2926 九州古瓦図録 九州歴史資料館編  柏書房 1981年  31 
日－2927 岸田劉生展図録 

 
東京国立近代美術館編 三木多聞他編 朝日新聞社
1979年 28 

日－2928 中国敦煌展図録 
 

東山健吾・安田治樹 監訳 財団法富士美術館  
1985年 23 

日－2929 中国版刻図録 
 

北京図書館原編 勝村哲也編  朋友書店   
1983年 27 

日－2930 中国古印図録 
 

大谷大学禿庵文庫編  監修者:神田喜一郎,野上俊静   
大谷大学 1964年 31   

日－2931 龍門石刻図録 関百益編   汲古書院  1978年 27 
日－2932 戦国曾候之墓 出土文物図案選 

 
湖北省博物館 北京工藝美術研究所編  
長江文藝出版社 1984年 24 

日－2933 大英博物館古代エジプト展図録 
 : 永遠の美と生命   

朝日新聞社･NHK編 1999 年 30   
 

日－2934 大英博物館アッシリア大文明展 
-芸術と帝国図録 

朝日新聞社文化企画局東京企画部編 
1996年 28 

日－2935 日本美術名宝展 : 東京国立博物館他編 日本テレビ放送網株式会社 1986年 26 
日－2936 特別展覧会 絵巻目録 京都国立博物館 1987年 21 
日－2937 特別展 曽候乙墓 東京国立博物館編 日本経済新聞社 1992年 30 
日－2938 細川家コレクション東洋美術:特別展覧会 京都国立博物館編  毎日新聞社 1981年 26 
日－2939 大徳寺の名宝 京都国立博物館編 日本経済新聞社 1985年 26 
日－2940 法隆寺秘宝展 : 平成の出開帳 

百済観音堂建立勧進 目録  
小学館編  小学館 1990年 26 
 

日－2941 法隆寺の至宝（第5巻） 金子裕之 小学館 1991年 29 
日－2942 仁和寺の名宝展  

: 宇多天皇開創1100年記念 
東京国立博物館他編  日本経済新聞社  
1989年 26   

日－2943 動物とのつきあい:食用から愛玩まで企画展示 国立歴史民俗博物館編  国立歴史民俗博物 
1996年 30  

日－2944 浮世絵三百年名作展 日本経済新聞社 1979年 26 
日－2945 高岡市万葉歴史館の展示 

1993年 26 
高岡市万葉歴史館編  高岡市万葉歴史館   
 

日－2946 みち であい アジア太平洋博覧会 
－福岡‘89テーマ館展示図録  

アジア太平洋博覧会協会編 1989年 29 
 

日－2947 須田剋太油絵展 勅使河原宏編 光琳社 1977年 27 
日－2948 須田剋太展 株式会社丸栄発行 光琳社制作 1986年 26 
日－2949 須田剋太展 三越松山店美術部発行 光琳社制作 1986年 27 
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番号 書    名 著者・出版社・版年・規格 
日－2950 須田剋太1987展 株式会社三越発行 光琳社制作 1987年 34 
日－2951 棟方志功展 東京国立近代美術館編  朝日新聞社 1985年 24 
日－2952 文鳳会 第34回展 石橋鯉城編 文鳳会 1995年 29 
日－2953 千家茶道展  利休・少庵・宗且・仙叟 

開館記念特別展  
茶道資料館編  1979年 24 
 

日－2954 中華人民共和国シルクロード文物展 
 : 陝西・甘粛・新疆出土（漢-唐）   

読売新聞社 1979年 24 
 

日－2955 中華人民共和国出土文物展 朝日新聞東京本社企画部  1973年 25 
日－2956 中華人民共和国魯迅展 日本中国文化交流協会 日本経済新聞社 1976年 25 
日―2956 中国二千年の美 : 古陶磁と西安碑林拓本展   毎日新聞社  1965年  25 
日―2957 中華人民共和国出土文物展 朝日新聞東京本社企画部  1973年 25 
日―2958 中華人民共和国古代青銅器展 日本経済新聞社  1976年  26 
日―2959 中山王国文物展 : 中国戦国時代の雄 東京国立博物館他編  日本経済新聞社 1981年 26 
日―2960 揚州八怪展 監修西川寧･青山杉雨 朝日新聞社 1986年 36 
日－2961 韓国美術五千年展 朝日新聞社  1976年  25 
日－2962 日韓文化交流展 : 古代のロマンを求めて 大阪市立博物館  1980年  26  
日－2963 伽耶文化展 東京国立博物館編 朝日新聞社 1992年 27 
日－2964 インド古代美術展 :  日本経済新聞社企画部 1963年  23   
日－2965 インド古代彫刻展 東京国立博物館他編  日本経済新聞社 1984年  25 
日－2966 インドネシア古代美術展 

:仏跡ボロブドールとその周辺   
東京国立博物館他編  共同通信社  1981年 24 

日－2967 トルコ文明展 
 

中近東文化センター編  中近東文化センター   
1985年  27  

日－2968 ツタンカーメン展 伊奈多喜男他編 朝日新聞社 1965年 21 
日－2969 ボストン美術館東洋美術名品展 :特別展覧会 東京国立博物館  1972 年 26 

日－2970 大ホンペイ展 読売新聞社 1976年 23 
日－2971 オランダ貿易と古伊万里展 西田宏子監修 毎日新聞社 1974年 24 
日－2972 大英博物館所蔵 浮世絵名作展 朝日新聞社 1985年 24 
日－2973 大英博物館展 芸術と人間図録 

 
世田谷美術館等編 日本放送協会･朝日新聞社  
1990年 25 

日－2974 ゴヤ・グレコ・ベラスケスを中心とする 
スペイン美術展   

朝日新聞東京本社  1970年  21 
 

日－2975 ミレー展 : ボストン美術館蔵 
 

日本テレビ放送網編  日本テレビ放送網   
1984年 26    

日－2976 ユトリロ展 : 別書名 CL:モーリス・ 
ユトリロ展カタログ  

1978-9読売新聞社  1978年 24 
 

日－2977 オランダ国立ヴァン・ゴッホ美術館所蔵 
“ヴァン・ゴッホ展" 

国立西洋美術館監修 東京新聞等  
1976年 21 
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番号 書    名 著者・出版社・版年・規格 

日－2978 原色日本の美術 全33冊 小学館 1994 年 36  
第1巻  原始美術 小林達雄･白石太一郎              第2巻  法隆寺 久野健･鈴木嘉吉 
第3巻  奈良の寺院と天平彫刻 浅野清･毛利久        第4巻  正倉院 土井弘 
第5巻  密教寺院と貞観彫刻 倉田文作               第6巻  阿弥陀堂と藤原彫刻 工藤圭章･西川新次 
第7巻  仏画 高田修･柳沢孝                        第8巻  絵巻物 秋山光和 
第9巻  中世寺院と鎌倉彫刻 伊藤延男･松島健      
第10巻 禅寺と石庭 太田博太郎･松下隆章･田中正大      
第11巻 水墨画 田中一松･米沢嘉圃                  第12巻  城と書院 藤岡通夫 
第13巻 障屏画 武田恒夫                           第14巻 宗達と光琳 山根有三 
第15巻 桂離宮と茶室 川上貢･中村昌生              第16巻 神社と霊廟 稲垣栄三 
第17巻 風俗画と浮世絵師 山根有三他               第18巻 浮世絵 辻惟雄･大久保純一 
第19巻 南画と写生画 吉沢忠･山川武 
第20巻 南蛮美術と洋風画 坂本満･菅瀬正･成瀬不二雄 
第21巻 面と肖像 亀田孜他                         第22巻：陶芸 楢崎彰一 
第23巻 陶芸 楢崎彰一                             第24巻 染織・漆工・金工 山辺知行･岡田譲･蔵田蔵 
第25巻 甲冑と刀剣 尾崎元春･佐藤寒山              第26巻 書 堀江知彦 
第27巻 在外美術 山根有三他                       第28巻 請来美術 絵画・書 米沢嘉圃･中田勇次郎 
第29巻 請来美術 陶芸 長谷部楽爾                  第30巻 近代の日本画 河北倫明 
第31巻 近代の洋画 高階秀爾 
第32巻 近代の建築・彫刻・工芸 神代雄一郎･本間正義･前田泰次 
第33巻 現代の美術 富山秀男他 
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語学類 （計35冊） 

番号 書    名 著者・出版社・版年・規格 
日－2979 国立国語研究所資料集（6）分類語彙表 国立国語研究所 秀英出版 1964年 22 
日－2980 語源探求（4） 日本語語源研究会編 明治書院 1994年 22 
日－2981 短期完成 国文法の総仕上げ 三省堂編集所編 三省堂 1934年 18 
日－2982 日本語の世界（3）中国の漢字 貝塚茂樹･小川環樹編 中央公論社 1981年 20 
日－2983 文章の作り方 久米正雄 大泉書店 1948年 18 
日－2984 古代朝鮮語と日本語 金思燁 講談社 1974年 19 
日－2985 記紀万葉の朝鮮語 金思燁 明石書店 1998年 20 
日－2986 中國語音韻史の研究(東洋學叢書) 尾崎雄二郎 創文社 1980年 22 
日－2987 倉石中等支那語（巻1~巻5）5冊 倉石武四郎 弘文堂書房 1939年-1941年 17 
日－2988 支那語法入門 倉石武四郎 弘文堂書房 1939年 17 
日－2989 支那語読本 巻2 倉石武四郎 弘文堂書房 1939年 22 
日－2990 支那語発音編 倉石武四郎 弘文堂書房 1938年 22 
日－2991 支那語語法編 倉石武四郎 弘文堂書房 1938年 22 
日－2992 支那語講座 第2巻 会話編(Ⅰ) 内之宮金城 文求堂 1936年 17 
日－2993 支那語教育の理論と實際 倉石武四郎 岩波書店 1941年 17 
日－2994 支那語会話編 傅芸子 弘文堂書房 1938年 22 
日―2995 注音唐詩選 高倉克己 立命館出版部 1940年 22 
日―2996 初級小学課本 語文 

（第3冊、第5冊、第7冊）3冊  
蔣仲仁編 新華書店 1956年-1959年 17 
 

日―2997 中国語教科書（上下）2冊 
 

北京大学外国留学生中国語専修班編 光生館  
1960年 17 

日－2998 広東語の会話 張源祥 象山閣 1942年 17 
日－2999 高等英文解釈 龍口直太郎 評論社 1951年 18 
日－3000 高等英文法 小川芳男・上野伊栄太 有精堂出版 1953年 18 
日－3001 よくわかる英文解釈 

 
小川芳男・赤尾好夫・J.B.ハリス 旺文社  
1965年 18 

日－3002 
 

よくわかる英文解釈 改訂新版 小川芳男･赤尾好･J.B.ハリス 旺文社 1968年 18 

日－3003  ギリシア語入門(岩波全書137) 田中美知太郎･松平千秋 岩波書店 1962年 18 

日－3004 希臘語文典 田中秀央 岩波書店   昭和2年 23 
日－3005 新羅甸文法 田中秀央 岩波書店 1950年 19 
日－3006 嗜眠（アルファベット） 小紋章子 新書館 1974年 19 
 
  

 21 



日本文学 （計405冊） 

番号 書    名 著者・出版社・版年・規格 
日－3007 文学理論の研究 桑原武夫編 岩波書店   1967 22 
日－3008 文学序説 桑原武夫  岩波書店    1977年 19 
日－3009 文学序説（再訂版） 土居光知  岩波書店   1950年 22 
日－3010 比較文学 理論・方法・展望 大塚幸男    朝日出版社  1972年 22 
日－3011 無常感の文学 小林智昭  弘文堂書房 1959年 19 
日－3012 ことばと文学 田中謙二   汲古書院    1993年 20 
日－3013 物語の語り手 内発的文学史の試み 吉岡曠     笠間書院    1996年 22   
日－3014 古文解釈の基礎 遠藤嘉基･渡邊実 中央図書出版社 昭和44年 21 
日－3015 日本文芸学 岡崎義恵 岩波書店  昭和16年  23  
日－3016 日本文学大系 中山泰昌編 誠文堂 昭和8年   22 
日－3017 純文学 池田朝紀 アイデスク出版 1986年  20 
日－3018 文芸 巖谷大四編 河出書房 昭和32年 22 
日－3019 現代文の総合研究 保坂弘司 学燈社   1953年 18 
日－3020 国語学史要 山田孝雄  岩波書店  1935年  18   
日－3021 国語精粋記 大和言葉の再発見と 

漢語の復権のために   
塚本邦雄  講談社   1977年 20 
 

日－3022 日本文学史 麻生磯次他 明時書院 昭和43年 21 
日－3023 日本の古典文学史 福田清人編  ポプラ社  昭和41年 23  
日－3024 国文学史要綱 日栄社 昭和43年 20 
日－3025 国文学史講話 藤岡作太郎  開成館  大正15年  23 
日－3026 五山文学史稿 北村沢吉  富山房  1942年  22   
日－3027 奈良朝文法史 山田孝雄  宝文館  1954年  22     
日－3028 室町文学史 吉沢義則  東京堂  昭和18年  22 
日－3029 中世小説の研究 市古貞次  東京大学出版会  1955年  22   
日－3030 近代日本の作家と作品 片岡良一  岩波書店  1949年 22 
日－3031 古事記（現代語訳日本の古典 1） 梅原猛著 学習研究社 1980年  30 
日－3032 古事記の新研究 倉野憲司   至文堂   昭和2年  19   
日－3033 万葉集略解（上） 佐左木信綱他編 博文館 大正14年 24 
日－3034 萬葉集の鑑賞及び其批評（前編） 島木赤彦 岩波書店 昭和9年 20 
日－3035 万葉紀行 土屋文明 筑摩書房 1983年 19 
日－3036 万葉集歌疑義 河野喜雄 近代文芸社 1983年 20 
日－3037 大伴家持の認識論的研究 

万葉集と「日本神道」   
有木摂美  教育出版センター 1985年  22 
 

日－3038 万葉集と神仙思想 林田正男 笠間書院  1999年 22 
日－3039 万葉を考える 梅原猛 新潮社  1979年  21 
日－3040 万葉異国風物誌 藤井清 文理書院 1966年 19 
日－3041 潤一郎訳源氏物語（巻1～10・別巻）11冊  谷崎潤一郎訳 中央公論社 昭和57年 22 
日－3042 源氏物語 胡月抄（上中下）3冊      有川武彦校訂 弘文社   昭和10年 22 
日－3043 源氏物語（上巻） 村山リウ 創元社  1960年 19 
日－3044 源氏物語の世界 中村真一郎 新潮社 1968年  20   
日－3045 源氏物語 守随憲治 数研出版 昭和43年 20 
日－3046 源氏物語世界の浄土教 村田昇 山喜書房林 昭和47年 19 
日－3047 源氏に愛された女たち 渡辺淳一 集英社    1999年 20   



番号 書    名 著者・出版社・版年・規格 
日－3048 源氏物語の宗教意識の根底 斉藤暁子 桜楓社 昭和62年 22 
日－3049 講座源氏物語の世界（第2集、第3集）2冊 秋山虔他編  有斐閣  1980年~1981年 20   
日－3050 源氏物語の本文批判 吉岡曠 笠間書院  1994年  22 
日－3051 源氏物語における史記と白氏文集 小守郁子  小守郁子出版 1989年 20 
日－3052 平家物語（昭和校訂流布本） 野村宋朔編 武蔵野書院 昭和40年  18 
日－3053 平家物語の世界（上下）2冊 水原一 日本放送出版協会 1976年 19 
日－3054 平家物語の考察（岩波講座日本文学） 友枝照雄 岩波書店 1931年 22 
日－3055 新猿楽記・雲州消息 藤原明衡撰 重松明久校注  現代思潮社  

1982年 20 
日－3056 定本芭蕉大成 松尾芭蕉  三省堂 1962年  22 
日－3057 芭蕉の研究 小宮豊隆  岩波書店  1946年 22 
日－3058 奥の細道 上野洋三他編 岩波書店 1997年 24 
日－3059 黄表紙解題 森銑三 中央公論社  1972年  20   
日－3060 本朝文粋註釈 柿村重松  富山房  1968年  23      
日－3061 攷証今昔物語集（巻上） 芳賀矢一纂訂 富山房 1913年 23 
日－3062 攷証今昔物語集 芳賀矢一纂訂  富山房  1970  23 
日－3063 標註異本 曽我物語（全） 生田目經德 誠之堂書店 明治41年 22 
日－3064 玉葉（第1、第2、第3）3冊 

 
藤原兼実 国書刊行会編 名著刊行会  
1971年 22 

日－3065 更級日記 三省堂編修所編  三省堂  1972年 19   
日－3066 土佐日記 蜻蛉日記 紫式部日記 

更級日記（新日本古典文学大系24）  
佐竹昭広他編 岩波書店 1989年 22   
 

日－3067 日本詩史・五山堂詩話 
（新日本古典文学大系65）  

佐竹昭広他編  岩波書店  1991年 22   
 

日－3068 古本説話集 本朝神仙伝（日本古典全集） 川口久雄校訂 朝日出版社 昭和49年  19 
日－3069 良寛全集 大島清作 岩波書店 昭和4年 23 
日－3070 上田秋成全集（全2巻）2冊 国書刊行会  1974年 22  
日－3071 良寛（日本詩人選20） 唐木順三 筑摩書房  1971年 19 
日－3072 完訳上つ記（上下）2冊 吉田八郎訳 八幡書店  1991年 20 
日－3073 上記研究 田中勝也 八幡書店  1988年 20 
日－3074 江戸詩人選集（第9巻） 

 
日野龍夫･徳田武･揖斐高編纂  岩波書店  
1991年  20 

日－3075 近世物之本（江戸作者部類） 滝沢馬琴  八木書店  1988年  23  
日－3076 日本の艶本・珍書 総解説 自由国民社  1998年 21 
日－3077 江戸艶本を読む 林美一 新潮社  1987年 20 
日－3078 醒石日記（巻1、巻2）2冊 村上姑南（中津出身の医者）天保15年 21 
日－3079 田舎荘子（落語全集本） 石橋助三郎校訂 博文館 明治35年 18 
日－3080 田舎荘子（随筆集文） 佚齋樗山 芳文堂 享保丁未年 20 
日－3081 和文咊歌集（上下）2冊(日本名著全集) 日本名著全集刊行会 昭和2年~昭和3年 17 
日－3082 獨歩全集 国木田獨歩 博文舘 大正10年 19 
日－3083 吾輩は猫である 夏目漱石 大倉書店 昭和2年 15 
日－3084 鶉籠 夏目漱石  
日－3085 草合 夏目金之助 春陽堂 大正9年 16 
日－3086 三四郎 それから 門 夏目金之助 春陽堂 大正9年 15 
日－3087 游塵 幸田露伴 東京出版 昭和2年 18 
日－3088 洗心録 幸田露伴 大京堂   昭和6年 19 

 13 



番号 書    名 著者・出版社・版年・規格 
日－3089 幻談 幸田露伴 日本評論社 昭和16年 18 
日－3090 骨董 幸田露伴 東京出版   昭和11年 18 
日－3091 批評集 小宮豊隆 岩波書店   大正12年 19 
日－3092 南蛮広記 新村出 岩波書店 1925年 19 
日－3093 南蛮広記 続 新村出 岩波書店 1925年 19 
日－3094 第二貧乏物語 河上肇 改造社  昭和5年 19 
日－3095 青年 林房雄 中央公論社 昭和9年 20 
日－3096 郷愁記 若き哲学者の日記 杉正俊 弘文堂書房 昭和10年 19 
日－3097 三太郎の日記 阿部次朗 岩波書店 昭和12年 15 
日－3098 行き行きて 久堀幸雄編 あらがね級 昭和13年 22 
日－3099 中島廣足 

 
橘千蔭（文集新講）大塚龍夫 創生社書店  
昭和14年 17 

日－3100 人類の意思に就て 武者小路実篤 岩波書店 昭和15年 19 
日－3101 天の夕顔 中河與一 報国社 昭和17年 19 
日－3102 大和古寺風物詩 亀井勝一郎 天理時報社 昭和18年 21 
日－3103 三国志（1の巻~14の巻）14冊 

 
吉川英治 大日本雄弁曾講談社  
昭和15年~昭和23年 17 

日－3104 新平家物語（第1巻~第5巻）5冊 吉川英治  朝日新聞社 昭和26年 19 
日－3105 古典と大阪 藤野勝彌 萬葉社 昭和21年 18 
日－3106 香草抄 暁島敏 杜陵書院 昭和23年  18 
日－3107 野火 大岡昇平 創元社 昭和27年 19   
日－3108 随筆女の尻っぽ 小倉清太郎 読売新聞社 昭和31年 17 
日－3109 長篇小説挽歌 原田康子   東都書房   昭和32年 18 
日－3110 橘頌 谷邊橘南   文華堂     昭和37年 19 
日－3111 青の洞門（少年少女日本の民話 

・伝説1） (九州・沖縄の巻) 
二反長半編･太田大八絵  偕成社   
昭和38年  22 

日－3112 生命の河のながれ 武者小路実篤 芳賀書店 1963年 19 
日－3113 無用者の系譜(筑摩叢書23) 唐木順三 筑摩書房 1954年 19 
日－3114 やわらかな心 吉野秀雄 講談社 昭和41年 19 
日－3115 明治文学全集（15） 矢野竜渓集 越智治雄編 筑摩書房 1970年 23 
日－3116 留守日記 冬の時代に耐えた妻の記録 河上秀 筑摩書房  1967年 20 
日－3117 日本学事始 上山春平･梅原猛 小学館  1972年 20 
日－3118 無限流動 牧田みち子  竹原善彦   昭和48年  18 
日－3119 日本沈没（上） 小松左京    光文社     昭和48年 15 
日－3120 素顔のヨーロッパ 桑原武夫編  朝日新聞社 昭和43年 18 
日－3121 パリに死す 芹沢光治良  偕成社      昭和43年 19 
日－3122 伊豆の踊子（現代日本文学英訳選集１） 川端康成    原書房     昭和44年 19 
日－3123 文館詞林 影弘仁本 許敬宗奉勅編  古典研究会  1969年 25 
日－3124 夜半のこころのうた 奥田菜莉 テアトロ 昭和44年 19 
日－3125 行動学入門 三島由紀夫 文芸春秋  1970年 19 
日－3126 発掘 伊藤整 新潮社 1970年 20   
日－3127 漱石詩注 吉川幸次郎 岩波書店 新書青版640 1971年 
日－3128 幸福という名の不幸 曽野綾子 講談社 1972年 20 
日－3129 むらさき 小紋章子 新書舘 1972年  19 
日－3130 安部公房全作品（6） 新潮社  1972年 20 

 14 



番号 書    名 著者・出版社・版年・規格 
日－3131 人間とマンボウ 北杜夫   中央公論社 昭和47年 20 
日－3132 死海のほとり 遠藤周作 新潮社  1973年 20 
日－3133 大道抄 兵頭正堂 日本公論社 昭和48年 19 
日－3134 回想の古田晃 石川淳他 筑摩書房   昭和49年 20 
日－3135 考える読書19読書感想文 全国コンクール 

入選作品（第22回中学･高校の部） 
毎日新聞社  昭和49年 22 

日－3136 少年 ある自伝の試み 大岡昇平 筑摩書房   昭和50年 20 
日－3137 存在の方法 松崎義雄 野風会     昭和50年 17 
日－3138 友情と橋梁 

 
水世嫦･中山時子･太田愛子･平松圭子編  
開拓社 1976年 22 

日－3139 金子光晴のラブレター 大川内令子述  ペップ出版  1976年 20   
日－3140 人生有情 警策のことば 鈴木修次    東京書籍  1977年 19 
日－3141 恍惚の人 有吉佐和子 新潮社    1977年 20 
日－3142 流花橋に死す（堀本武男遺稿集） 堀本武男 堀本正勝    1977年  19 
日－3143 南蛮長崎草 永見徳太郎 歴史図書社 昭和53年  20 
日－3144 山河太平記 陳舜臣 平凡社  1979年 21 
日－3145 スパゲッティがたべたいよう 

 
角野栄子さく･佐々木洋子え  ポプラ社  
1979年 22 

日－3146 女性に関する十二章 伊藤整  中央公論社 1954年 18 
日－3147 風のこころ 随想集 西谷啓治 新潮社  1980年 20   
日－3148 嵯峨野日記（上） 瀬戸内晴美 新潮社  1980年 20 
日－3149 ことわざの風景 多田道太郎 講談社  1980年 20 
日－3150 本覚坊遺文 井上靖  講談社  1981年  21   
日－3151 ほけつ人生 上村恵一 楽遊書房 昭和56年  20 
日－3152 人生の旅路に想う 藤森寅正 昭和56年 
日－3153 谷崎潤一郎全集（第28巻） 谷崎潤一郎 中央公論社 昭和32年 18 
日－3154 姫胡蝶花 土井敦子 葦書房 1981年 20   
日－3155 小さな貴婦人 吉行理恵 新潮社 1981年 20 
日－3156 私のスイス 犬養道子 中央公論社 1982年 20 
日－3157 常世の樹 石牟礼道子 葦書房 1982年 20 
日－3158 小説裏千家 徳大寺典 三一書房  1982年 19 
日－3159 孤魂彷徨 加納善光 1982年 19 
日－3160 秋風鬼雨 詩に呪われた詩人たち 荒井健 筑摩書房  1982年 20 
日－3161 昨日は今日の昔 118のさりげない話 外山滋比古 講談社 1982年 20  
日－3162 聖母病院の友人たち 肝炎患者の学んだこと 藤原作弥  新潮社  1982年 2   
日－3163 寂兮寥兮 大庭みな子 河出書房新社  1982年 20 
日―3164 あらむ日日のために 原亮 原喜久江出版 1983年 22 
日－3165 桃滴コラム 今村俊三 桃滴社 昭和58年  19 
日－3166 小説集･御許山騒動始末記 江藤孝之助 みずき書房 昭和58年 20 
日―3167 あとは野となれ 曽野綾子 朝日新聞社  1984年 20 
日－3168 冥府回廊（上下）2冊 杉本苑子 日本放送出版協会 1984年 20 
日－3169 読書大全 植田康夫編 講談社 1985年 20   
日－3170 悪魔のパスワード テクノ・フィクション 脇英世 講談社 1985年 20 
日－3171 朱夏（上下）2冊 宮尾登美子 集英社 1985年 20   
日－3172 ダブルノーテーションNO1 中原蒼次他編 ＵＰＵ株式会社 1985年  19 
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番号 書    名 著者・出版社・版年・規格 
日－3173 Ｗ－ＮＯｔａｔｉｏｎＮＯ2 中原蒼二他編 ＵＰＵ株式会社 1985年  19 
日－3174 天吹 天吹同好会編  天吹同好会事務局  1986年 21 
日－3175 アマノン国往還記 倉橋由美子 新潮社 1986年 20   
日－3176 百代の過客 日記にみる日本人（上下）2冊 ドナルド･キーン 朝日新聞社 1987年 19 
日－3177 遠いアメリカ 常盤新平 講談社 1986年 20   
日－3178 花落ちていまだ掃かず 日中の架け橋 

・藤堂明保との38年   
藤堂里子 徳間書店 1987年 20   
 

日－3179 凪の光景 佐藤愛子 朝日新聞社 1988年 20 
日－3180 天翔る<高場乱>  土井敦子 土井敦子  1988年 20 
日－3181 燃ゆる韓三国と飛鳥 藤原鎌足と金庾信 

小説（上下）2冊   
李秀峰 角川書店  1988年  20   
 

日－3182 天命 伊藤淳二  経済往来社  1989年 18 
日－3183 孔子 井上靖   新潮社  1989年 20 
日－3184 公園通りの猫たち 早坂暁   講談社 1989年 19 
日－3185 夜はまだあけぬか 梅棹忠夫  講談社  1989年 20   
日－3186 反逆（上下）2冊 遠藤周作 講談社  1989年 20 
日－3187 わが性と生 瀬戸内寂聴著  新潮社  1990年 20 
日－3188 自分と出会う（2） 

朝日新聞「こころ」のページ編    
朝日新聞社   1990年 18 
 

日－3189 失踪 それはアイデアルウイスキーで始まった 鶴井通真 朝日新聞社 1990年 20 
日－3180 「Yes」の日本、「No」の日本 田中啓二郎 外国為替貿易研究会  1990年 19 
日－3191 加藤新吉遺稿集 加藤新吉 安部光正発行 平成2年  21 
日－3192 千里ぐらし 梅棹忠夫 講談社 1990年 20   
日－3193 大地の子（上中下）3冊 山崎豊子 文芸春秋社 1991年 20 
日－3194 女房が呉れたノーベル賞 高岡洋五 二見書房   1991年 19 
日－3195 真理の弁護士がんばるぞ!! part 2 青山吉伸 オウム      1991年 19   
日－3196 至高聖所 松村栄子 福武書店    1992年 19 
日－3197 女ざかり 丸谷才一 文芸春秋社 1993年 20   
日－3198 ロバのパン物語 南浦邦仁 かもがわ出版 1993年 20   
日－3199 揺れ動く(ヴァシレーション) 

燃えあがる緑の木第2部   
大江健三郎 新潮社  1994年 20   
 

日－3200 生命のかがり火 
 

ティムール・ダワマイデ著 岡村繁和訳 九州・ 
シルクロード協会編アイネック 1994年 21 

日－3201 忘憂記 元島集   私家版 1994年 19 
日－3202 バガージマヌパナス 池上永一 新潮社  1994年 20 
日－3203 もう一人の私 桑原知子 創元社  1994年 20   
日－3204 ひとくぎり（続） 浜川祥枝  浜川祥枝  1994年 20 
日－3205 マリカの永い夜・バリ夢日記 吉本ばなな 幻冬舎  1994年 20 
日－3206 吉野作造選集（7） 松尾尊兌他編  岩波書店  1995年 22 
日－3207 太平記（上） さいとう・たかを 中央公論社 1995年 20 
日－3208 果物の文学誌 塚谷裕一 朝日新聞社  1995年 19 
日－3209 戒老録 自らの救いのために 曽野綾子  祥伝社  平成7年 18   
日－3210 ことばの贈り物 達人たちの座右の銘203 PHP研究所編 PHP研究所  1996年 19 
日－3211 こころの恋人“さおり” 城みさお ABCフォーラム  1996年 18 
日－3212 文人悪食 嵐山光三郎 マガジンハウス 1997年 20 
日－3213 さよならを言うまえに 秋山ちえ子 岩波書店 1997年 20   
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番号 書    名 著者・出版社・版年・規格 
日－3214 最後のトマト ヒロシマを､ 

私自身の[ことば]で 
竹本成徳  致知出版社 1997年 19 

日－3215 鉄道員 浅田次郎 集英社  1997年 20   
日－3216 運命をたのしむ 幸福の鍵478 曽野綾子 海竜社  1997年 20 
日－3217 春の高瀬舟 御宿かわせみ 平岩弓枝 文藝春秋社 1998年 20 
日－3218 男というもの 渡辺淳一 中央公論社 1998年 20 
日－3219 日蝕 平野啓一郎 新潮社 1998年 20   
日－3220 虹を見た 内藤大典編 海援社  1998年 26 
日－3221 82歳のひとりごと 秋山ちえ子 岩波書店  1999年 20 
日－3222 岩洞御女 土井敦子 近代文芸社 1999年 20  
日－3223 北園町93番地 天野忠さんのこと 山田稔 編集工房ノア  2000年 20 
日－3224 中陰の花 玄侑宗久 文藝春秋社 2001年 20    
日－3225 徒然なるままに 

 
大竹清風 朝日新聞西部事業開発室編集出版センター
平成13年  19 

日－3226 一出版人が歩いた道 久保井理津男 創文社  2002年 22 
日－3227 若い人のアメリカ旅行 

 
アメリカ国立学生旅行協会編 吉村正和訳 白陵社  
1970年 18 

日－3228 日本列島恋歌の旅 池田弥三郎他  朝日新聞社  1978年 22 
日－3229 カラコルム紀行 松本和夫文  衣斐啓写真  聖教新聞社  1980年 21 
日－3230 失われた神話への旅ギリシア 南原実  白水社  1982年  21 
日－3231 小さな旅 河村立司画文  大阪書籍  1982年 19   
日－3232 たつた一人の山 浦松佐美太郎 文芸春秋社  昭和45年  19 
日－3233 楽しくなる風景 細川信行 夏の書房 1982年 19 
日－3234 京の息づかい 島崎博絵 千田稔文 光村推古書院 平成11年 18 
日－3235 京都社寺の昔ばなし ナンバー出版（発売）   
日－3236 白雲山と流花橋（広東特別殉国者追悼集 広東白菊会 昭和48年 27 
日－3237 生と死と ニューギニアの一兵卒 佐藤俊男  日本基督教団出版局  1977年 20 
日－3238 戦中戦後に青春を生きて 

（東大東洋史同期生の記録） 
神田信夫･山根幸夫編  山川出版 
1984年 19   

日－3239 全特集 指揮官と参謀 
（丸6月別冊）戦争と人物(3)  

潮書房 1993年26 
 

日－3240 私は貝になりたい あるBC級戦犯の叫び 加藤哲太郎 春秋社 1994年 20 
日－3241 私の歩いた三悪道 比島敗残兵の手記 辛嶋朝丸 専徳寺 平成8年 21 
日－3242 森の中の旅人 学徒動員世代の道はるか 高橋弘通 海鳥社 1999年 20 
日－3243 私たちの8.15（43年目の証言） 「私たちの8.15」賛同者一同 1988年 27 
日－3244 戦争はいやなものだ 梅靖三 昭和出版 1994  20 
日－3245 火炎樹 一軍医の東南アジア紀行 加藤篤二 丸善出版サービスセンター 1979年  19 
日－3246 陸軍病院 小説集 江藤孝之助 みずき書房 1982年 19 
日－3247 菊と日本刀/中国戦犯の告白（上下）2冊 鵜野晋太郎 谷沢書房 1985年 20 
日－3248 東西名詩集 吟詠漢詩集 西條八十他 講談社 昭和11年 19 
日－3249 ことばと詩（英詩考その1） 御輿員三 あぽろん社 1969年 18 
日－3250 日本文人詩選 入矢義高 中央公論社 昭和58年 20  
日－3251 詩と永遠 吉川幸次郎･梅原猛 雄渾社 1967年 19   
日－3252 青春哀歓集 詩集 前川幸雄 印美書房 1972年 22   
日－3253 みのむしの行進 

: 少年詩集  みずかみかずよ詩   
久富正美画   葦書房  1979年 22 
 

日－3254 風騒集 陳舜臣詩歌選 陳舜臣 平凡社  1984年 20 
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番号 書    名 著者・出版社・版年・規格 
日－3255 ケンポナシの詩 詩集 藤永義高 西垣印刷  1989年 22   
日－3256 白節詩鈔（5編） 北村学 中尾松泉堂書店  1984年 19 
日－3257 残響 詩集 原健一 そうぶん社出版  1991年 22 
日－3258 ぼくの条件を生きるに必要なもの 詩集 小山内俊隆 熊野出版  1991年 19 
日－3259 中村草田男論 詩作と求道 宮脇白夜著  みすず書房  1987年 20 
日－3260 歌道小見 島木赤彦 岩波書店 大正15年 15 
日－3261 短歌入門 佐佐木信綱 改造社 昭和6年   
日－3262 落慶 歌集 下原太 短歌新聞社 平成7年 20   
日－3263 物象 歌集 白木裕 白玉書房 1964年 20   
日－3264 むらさき草 歌集 川嶌ミツ江 西日本臨床医学研究所 1996年 19   
日－3265 歌集 露光 村上たか 初音書房 昭和47年 20 
日－3266 歌集 柿の実 笠原アサ子 昭和60年 20 
日－3267 歌集 水仙 笠原アサ子 平成4年 20 
日－3268 歌集 炎 白木裕 関西アララギ会 昭和29年 18 
日－3269 萎えわれの稚なき歌 池田静子 創言社  1969年 19   
日－3270 象外 白木裕歌集 白木裕 喜寿記念出版会 昭和47年 20 
日－3271 学生歌集 園部三郎･笹谷栄一朗編  学生社 1956年 18   
日－3272 句集 麦稈火 柿添均 私家版 昭和63年 20 
日－3273 森澄雄俳論集 永田書房  1971年 20 
日－3274 花間 句集 森澄雄  朝日新聞社  1998年 20 
日－3275 俳句のいのち 森澄雄 角川書店    1998年 20   
日－3276 澄雄俳話百題（上下）2冊 森澄雄 永田書房    1984年 20   
日－3277 俳句に学ぶ 俳句随想 森澄雄 角川書店   1999年 20   
日－3278 曼陀羅華 句集 森澄雄 朝日新聞社  2000年 20   
日－3279 天日 句集 森澄雄 朝日新聞社  2001年 20   
日－3280 花眼 句集 森澄雄 牧羊社  1969年 20   
日－3281 四遠 森澄雄句集 森澄雄  邑書林  1996年 15 
日－3282 鯉素 句集 森澄雄  ウエップ 永田書房  昭和52年 19  
日－3283 句集 魯壁 柿添均 私家版 平成9年  20 
日－3284 摘花集 俳句 今村俊三 桃滴舎  1988年 19   
日－3285 家 今村俊三句集 今村俊三 福岡鶴俳句会 昭和47年 
日－3286 桃滴記 今村俊三 桃滴舎  1987年 19   
日－3287 桃滴日録 今村俊三  桃滴舎 1992年 19 
日－3288 深養集 句集 今村俊三 今村マスコ 1991年 19   
日－3289 朝空 堀葦男 現代俳句協会  1984年 19   
日－3290 作品集いずみ（第15集） 

 
九州キリスト教社会福祉事業団特別養護老人ホーム 
いずみの国俳句クラブ 1994年 19 

日－3291 作品集いずみ（第16集） 
 

九州キリスト教社会福祉事業団特別養護老人ホーム 
いずみの国俳句クラブ 1997年 19 

日－3292 文学における彼岸表現の研究 上田義文他編 中央公論社 昭和34年  22 
日－3293 森鴎外 作家と作品(筑摩叢書25) 渋川驍 筑摩書房  1964年 19 

日－3294 幸田露伴と樋口一葉 伊狩章 教育出版センター 1983年 20   
日－3295 漱石文学の愛の構造 沢英彦 沖積舎   1994年 20   
日－3296 漱石あれこれ 坂本達也編 上梓出版   昭和36年 19 
日－3297 漱石と則天去私 岡崎義恵   宝文館出版 昭和55年 20  
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番号 書    名 著者・出版社・版年・規格 
日－3298 漱石氏と私 高濱淸 アルス 大正７年 15 
日－3299 漱石私記 平野五郎 菜根出版 昭和54年 18 
日－3300 眼中の人=芥川竜之介 菊池寛 小島政二郎 
日－3301 井伏鱒二 サヨナラダケガ人生 川島勝 文芸春秋 1994年 20   
日－3302 湖の伝説 画家・三橋節子の愛と死 梅原猛 新潮社   1977年 20 
日－3303 定家明月記私抄 堀田善衛 新潮社 1991年 22 
日－3304 土屋文明私観 原一雄 高崎哲学堂設立の会 1991年 21 
日－3305 沙門良寛 自筆本草堂詩集を読む 柳田聖山 人文書院 1989年  20 
日－3306 一休 「狂雲集」の世界 柳田聖山 人文書院 1980年 20   
日－3307 梅原日本文学を嗤う 隠された天皇ファシズム 有城乃三郎 幸洋出版 1983年  21 
梅原猛著作 5冊 
日－3308 さまよえる歌集  赤人の世界 梅原猛   集英社  1974年 20 
日－3309 ギルガメシュ 梅原猛著  新潮社  1988年 20 
日－3310 百人一語 梅原猛    朝日新聞社  1993年  20 
日－3311 もののかたり 梅原猛   淡交社  1995年 20 
日－3312 梅原猛の世界 鼎談 梅原猛他  平凡社  1995年 20 
司馬遼太郎著書 18冊 
日－3313 覇王の家（上下）2冊 司馬遼太郎 新潮社  1973年-1978年 20 
日－3314 木曜島の夜会 司馬遼太郎 文芸春秋社 1977年 20 
日－3315 街道をゆく（ 1、2、3、5、7、8、33）7冊 司馬遼太郎 朝日新聞社  1978年 20 
日－3316 日本語と日本人 司馬遼太郎対談集 司馬遼太郎 読売新聞社  1978年  19 
日－3317 胡蝶の夢（1~5）5冊 司馬遼太郎 新潮社      1979年 20 
日－3318 アメリカ素描 司馬遼太郎 読売新聞社  1986年 20   
日－3319 花咲ける上方武士道 中央公論社  1996年 20   
五木寛之著作 22冊 
日－3320 にっぽん漂流 五木寛之 文芸春秋社 1970年 20 
日－3321 内灘夫人（五木作品集7） 五木寛之 文芸春秋社 1973年 20 
日－3322 青春の門（五木作品集10） 五木寛之 文芸春秋社 1973年 20 
日－3323 狼のブルース（五木作品集15） 五木寛之 文芸春秋社 1973年 20 
日－3324 午後の自画像 五木寛之 角川書店   1992年 20 
日－3325 よみがえるロシア ロシア・ルネッサンスは可能か？ 五木寛之 文芸春秋社 1992年 20   
日－3326 世界漂流 五木寛之 集英社 1992年 20 
日－3327 ちいさな物みつけた 五木寛之 集英社 1993年 20 
日－3328 日本幻論 五木寛之 新潮社 1993年 20   
日－3329 ステッセルのピアノ 五木寛之 文芸春秋社 1993年 20   
日－3330 風の幻郷へ 全エッセイ・ベストセレクション 五木寛之 東京書籍 1994年 20   
日－3331 みみずくの散歩 五木寛之 幻冬舎 1994年 20  
日－3332 ソフィアの歌 五木寛之 新潮社 1994年 20 
日－3333 狼たちの伝説 五木寛之 光文社 1994年 20   
日－3334 流されゆく日  々抄 1988～1995年 五木寛之 講談社 1995年 21   
日－3335 流されゆく日  々抄  1975～1987年 五木寛之 講談社  1995年 21   
日－3336 デビューのころ 五木寛之 集英社  1995年 20   
日－3337 正統的異端（五木寛之対話集） 五木寛之 深夜叢書社  1996年 20   
日－3338 こころ・と・からだ 五木寛之 集英社 1996年 20 
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番号 書    名 著者・出版社・版年・規格 
日－3339 大河の一滴 五木寛之  幻冬舎  平成10年 16 
日－3340 こころの天気図 五木寛之 講談社 2000年 20   
日－3341 生きるヒント（愛蔵版） 五木寛之 角川書店 平成12年 19 
日－3342 現代日本文学全集 14冊 改造社編  改造社  昭和2年-昭和6年  23 

 現代日本文学全集  第1篇   明治開化期文学集     
現代日本文学全集  第7篇   柳浪・眉山・緑雨集    
現代日本文学全集  第8篇   幸田露伴集   
現代日本文学全集  第12篇  徳富蘆華集   
現代日本文学全集  第18篇  徳田秋聲集     
現代日本文学全集  第20篇 安部次郎集他    
現代日本文学全集  第22篇  永井荷風集     
現代日本文学全集  第23篇 岩野泡鳴集他     
現代日本文学全集  第28篇  抱月・長江・臨川・伸・孤雁集    
現代日本文学全集  第29篇  里見弴集他    
現代日本文学全集  第32篇  近松秋江集他    
現代日本文学全集  第43篇 岡本綺堂集他     
現代日本文学全集  第46篇  山本有三集他    
現代日本文学全集  第49篇  戦争文学集     

日－3343 詳説古文（古典乙1） 宮崎健三他 向上社 昭和41年 18 
日－3344 現代国語（第2学年用） 富倉徳次郎 実務出版 1953年  21 

日－3345 近江奈良朝の漢文学 岡田正之    養徳社   1946年  22 
日－3346 漢文概説 日本語を育てたもの 藤堂明保   秀英出版 1960年 22 
日－3347 漢文法要説 西田太一郎 東門書房 1953年 17 
日－3348 研究漢文 赤塚忠 旺文社 1973年 18  
日－3349 漢文解釈への近道 松本洪 早稲田大学出版部 昭和5年 22 
日－3350 漢文購読課本Ⅵ 縮臨古文論語集解 朋友書店 1979年  21 
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中国文学 （計324冊） 

番号 書    名 著者・出版社・版年・規格 
日－3351 支那文学史 上古より六朝まで 狩野直喜  みすず書房  1970  22 
日－3352 支那文学概説 青木正児  弘文堂書房  昭和10年 23 
日－3353 支那文學思想史 青木正児 岩波書店   1943年 22 
日－3354 支那詩論史 鈴木虎雄 弘文堂書房 大正14年 21 
日－3355 支那學術文藝史 長澤規矩也編  三省堂  1966年 19 
日－3356 支那の酒詩（東亜研究講座第2集） 磯部榮一編 東亜研究会 1936年  19 

日－3357 自然と支那文学（東亜研究講座第17集） 磯部榮一編 東亜研究会 1927年  19 

日－3358 支那文学芸術考 青木正兒 弘文堂書房 昭和17年 21 
日－3359 支那人の古典とその生活 吉川幸次郎 岩波書店 昭和19年 17 
日－3360 支那イソップ物語（富山房百科文庫） 坂井徳三 富山房 1939年  17 

日－3361 中国文学史 吉川幸次郎他 岩波書店 昭和49年 18 
日－3362 中国文学史 前野直彬編  東京大学出版会  1975年 22 
日－3363 中国文学序説 前野直彬   東京大学出版会 1982年 20 
日－3364 中国文学の底に流れるもの 林田慎之介 創文社 1992年 18 
日－3365 中國中世文學評論史(東洋學叢書) 林田愼之助 創文社 1979年  22 
日－3366 中国の文学理論 興膳宏  筑摩書房  1988年 22 
日－3367 中国古代文学論 詩経の文芸性 鈴木修次  角川書店  1977年 22 
日－3368 中国新文学大系 倉石武四郎 大日本雄弁会講談社 昭和21年 17 
日－3369 中国文学論集 

 
吉川教授退休記念事業会 筑摩書房  
昭和43年 21 

日－3370 中国文学・語学論集 
 

京都大学文学部中国語学中国文学研究室 入矢 
教授・小川教授退休記念会 昭和49年 21 

日－3371 中国文学のコスモロジー 内山知也 東方書店 1990年 20 
日－3372 中国文学における孤独感 斯波六郎  岩波書店 1958年 19   
日－3373 中国文学と日本文学 鈴木修次  東京書籍  1978年 20 
日－3374 中国の文学と礼俗 藤野岩友 角川書店 昭和51年 21 
日－3375 中国古典を読むために 中国語学史講義 頼惟勤  水谷誠編 大修館書店 1996年 20 

日－3376 中国詩史（上下）（筑摩叢書94･95）2冊 吉川幸次郎 高橋和巳編  筑摩書房 1967年 19 

日－3377 中国古典詩叢考 漢詩の意境 近藤光男編  勁草書房  1969年 20 
日－3378 中国古典解釈史 加賀栄治   勁草書房 1964年 22 
日－3379 中國詩文論薮(東洋學叢書) 清水茂 創文社 1989年 22 
日－3380 中國古典詩集(世界文學大系 7A･7B)2冊 橋本循他譯 筑摩書房 1961-1963年  23 
日－3381 中国小説の世界 内田道夫編 評論社  1970年 20 
日－3382 中国小説史考 前野直彬  秋山書店  1975年 22 
日－3383 中國古小説集(世界文學大系 71) 吉川幸次郎他訳 筑摩書房 1964年  23 
日－3384 中国の散文 吉川幸次郎他   筑摩書房 昭和59年 19 
日－3385 中國散文選(世界文學大系 72) 吉川幸次郎他訳 筑摩書房  1965 8  23 
日－3386 中国散文論（筑摩叢書48） 吉川幸次郎      筑摩書房  1966年 19 

日－3387 中国古代歌謡の発生と展開 
 

赤塚忠 二松学舎大学中国文化研究室  
昭和53年 25 

日－3388 中国古代神話 森三樹三郎  清水弘 文堂書房  1969年 22 
日－3389 中国の神話と物語 小南一郎 岩波書店   1984年 21 
日－3390 支那神話伝説の研究 出石誠彦  中央公論社 1943年 22 



番号 書    名 著者・出版社・版年・規格 
日－3391 満族古神話 愛新覚羅 北九州中国書店 1987年 24 
日－3392 中国現代文学の研究 国共分裂から上海事変まで 辛島驍  汲古書院  1983年 22 
日－3393 中国の書と人 外山軍治 創元社 昭和46年 18 
日－3394 中国的レトリックの伝統 井波律子 影書房 1987年 19 
日－3395 中国語史の資料と方法 高田時雄 京都大学人文科学研究所 1994年 26 
日－3396 中国の伝統美学 李沢厚著 興膳宏他訳 平凡社 1995年 18 
日－3397 中国の知慧 吉川幸次郎 新潮社 昭和28年 17 
日－3398 漢文珠玉選 前野直彬 平凡社 1976年 19  
日－3399 続文章軌範講義（少年叢書漢文学講義第3編） 下森来治述  興文社 明治24年 19 
日－3400 文章軌範(新釈漢文大系17-18)2冊 

 
謝枋得編 前野直彬著 明治書院  
1961年-1962年 22 

日－3401 漢語詩の諸問題 
 

尾崎雄二郎他 京都大学人文科学研究所  
1988年 26 

日－3402 漢詩鑑賞入門 高木正一他 創元社 1962年 17 
日－3403 漢詩一日一首 一海知義 平凡社 1976年 19 
日－3404 漢詩講話（全） 町田源太郎 東亞堂書房 明治41年 19 
日－3405 唐代文学抄 吉川幸次郎 弘文堂書房 昭和32年 18 
日－3406 唐代の詩篇（1、2）2冊 

 
平岡武夫他 京都大学人文科学研究所  
昭和39年-昭和40年 25  

日－3407 王都のうた唐詩1（中国の名詩6） 前野直彬訳 平凡社  1983年 20   
日－3408 中国唐代詩論集 野原卓郎 中部日本印刷 1989年 21 
日－3409 唐詩集の研究（四庫全書総目提要） 近藤光男著  研文出版  1984年 23 
日－3410 唐代の詩人 

 
平岡武夫他 京都大学人文科学研究所  
昭和35年 25 

日－3411 唐代の詩人達 前野直彬 東京堂出版 昭和46年 17 
日－3412 唐代の詩人 その伝記 小川環樹編  大修館書店  1975年 22 
日－3413 唐代詩人論（全2巻）2冊 鈴木修次 鳳出版 昭和48年 22 
日－3414 唐代の散文作家 

 
平岡武夫他 京都大学人文科学研究所  
昭和29年 25 

日－3415 唐代の散文作品 
 

平岡武夫 京都大学人文科学研究所  
昭和35年 25 

日－3416 唐代文学と仏教の研究 平野顯照 朋友書店 昭和53年 21 
日－3417 元人雑劇序説 青木正児  弘文堂書房 1937年 23   
日－3418 明清時代の音頭学 

 
高田時雄 京都大学人文科学研究所  
2001年 26 

日－3419 楚辭 
(漢籍國字解全書早稻田大學出版部編第17巻)  

淺見絅齋講 早稻田大學出版部 1911年 23 
 

日－3420 新訳楚辞 青木正児訳  春秋社  1957年 19 
日－3421 詩経 中島みどり 筑摩書房 昭和58年 19 
日－3422 毛詩の歌物語 田所義行 秋山書店 昭和51年 18 
日－3423 淮南子(新釈漢文大系 54,55,62) 3冊 楠山春樹 明治書院 1979-1988年  22 
日－3424 道綽余聞 村上鉄瑞 白馬社  1992年 19   
日－3425 文選(世界文學大系 70) 斯波六郎･花房英樹訳 筑摩書房 1963年 23 
日－3426 文選諸本の研究 

 
欺波六郎 欺波博士退官記念事業会  
昭和32年 25 

日－3427 文選の研究 岡村繁 岩波書店 1999年 21 
日－3428 『列女傅』注釈及び解説Ⅲ 下見隆雄 広島大学文学部 昭和61年 20 
日－3429 三国志實録 吉川幸次郎 筑摩書房 昭和37年 19 
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番号 書    名 著者・出版社・版年・規格 
日－3430 鐘榮詩品 高木正一 東海大学出版会 昭和53年 21 
日－3431 魏晋清談集(中国の古典3) 吉川忠夫編訳 講談社 1986年 20 
日－3432 唐詩選詳説（上下）2冊 簡野道明  明治書院  昭和4年 19 
日－3433 唐詩（世界文学全集） 河出書房新社 

日－3434 杜甫詩注 5冊 吉川幸次郎  筑摩書房  1977年 22 
日－3435 杜詩論集（ 筑摩叢書271） 吉川幸次郎 筑摩書房  1980年 19 

日－3436 李太白憶旧遊詩巻（第2集） 黄庭堅    二玄社 1960年  36  
日－3437 黄州寒食詩巻 : 他二種 蘇東坡書  二玄社 1959年  36 
日－3438 白氏文集 金沢文庫本（1巻）3･4･6･9･12･17 白居易 大東急記念文庫  1983年  37   
日－3439 白氏文集 金沢文庫本（2巻） 

17･21･22･24･28･31･32  
白居易 大東急記念文庫  1983年  37 
 

日－3440 白氏文集 金沢文庫本（3巻） 
38･39･41･47･52･54･65･68･70  

白居易 大東急記念文庫  1983年  37 
 

日－3441 白氏文集(新釈漢文大系99-102, 104-105) 

 6冊 

白居易 岡村繁 明治書院 1988年 22 

日－3442 唐才子傳 五山版影印 汲古書院  1972年 22  
日－3443 唐才子伝之研究 布目潮楓 中村喬  アジア史研究会  1972 年

22   
日－3444 唐宋八家文（上中下）3冊 清水茂  朝日新聞社  1966年 19   
日－3445 唐宋八大家文読本.（第1~第3 第４欠）3冊 

（二大漢籍国字解第9至12巻）  
松平康国著 早稲田大学 昭和3-4年 23   
 

日－3446 唐宋八家文（下）(國譯漢文大成  國民文庫 
刊行會編文學部第7巻-第8巻)   

國民文庫刊行會編 1920年 23 
 

日－3447 諸国奇人伝（筑摩叢書58） 石川淳  筑摩書房  1966年 19 

日－3448 雨窓欹枕集 入矢義高 養徳社 1947  19 
日－3449 宋詩選 小川環樹著(筑摩叢書74) 筑摩書房 1967年 19  
日－3450 蘇詩佚注（上下）2冊 

 
倉田淳之助他 京都大学人文科学研究所  
昭和40年 25 

日－3451 蘇東坡詩集（第1冊~第4冊）4冊 
 

蘇軾著  小川環樹･山本和義編訳 筑摩書房   
1983年 22 

日－3452 寒山詩(禅の語録) 入谷仙介･松村昂 筑摩書房 1970年 22 
日－3453 翰林珠玉 虞集著 

（天理図書館善本叢書漢籍之部第9巻）   
天理大学出版部   1981年 27 
 

日－3454 呻吟語 
 

呂新吾著  公田連太郎譯註  明徳出版社  
1963年 22 

日－3455 明文授讀（上下）2冊 黄宗羲編  汲古書院  1972年 25   
日－3456 西遊記（少年少女世界の文学3） 駒田信二訳 河出書房新社 
日－3457 金瓶梅(中国古典文学全集 第15-17巻) 3冊 

 
笑笑生作 小野忍･千田九一訳 平凡社  
1959-1960年 23  

日－3458 金瓶梅全訳（第1巻） 尾坂徳司訳  東西出版社 1949年 18  
日－3459 老残遊記 岡崎俊夫 生活社 昭和16年 17 
日－3460 砂丁 村田孜郎 聖光社 昭和21年 17 
日－3461 駱駝祥子 中山高志 潤文社 平成2年  18 
日－3462 ちやお・つう・ゆえ（現代世界文学叢書第9） 老舎 奥野信太郎訳 中央公論社 昭和16年 18 
日－3463 腐蝕 茅盾著  小野忍訳    筑摩書房 1954年 19 
日－3464 北京好日（上下）2冊                      林語堂 佐藤亮一訳 芙蓉書房 1996年 19 
日－3465 寄小読者抄 

 
冰心女士著 倉石武四郎編 八坂淺太郎発行 
1941  20 

日－3466 我が思出 郭沫若  村田孜郎訳  聖光社  昭和22年 18 

 14 



番号 書    名 著者・出版社・版年・規格 
日－3467 新進作家集（第8集） 兼差 高深 新民印書館 中華民国33年  18 
日－3468 廃都（上下）2冊 賈平凹著  吉田富夫訳  中央公論社  1996年 20  
日－3469 河殤 

 
蘇暁康･王魯湘編  辻康吾･橋本南都子訳   
弘文堂書房  1989年 20 

日－3470 鄭敏詩集 秋吉久紀夫 土曜美術社 1999年 20 
日－3471 曹植と屈原 小守郁子  小守郁子出版  1989年 20   
日－3472 陶淵明 岡村繁 日本放送出版協会 昭和49年 17 
日－3473 陶淵明詩解 鈴木虎雄訳註  弘文堂書房 昭和23年 19 
日－3474 謝霊運伝論 

 
小尾郊一 小尾博士退官記念事業会  
昭和51年 20 

日－3475 庾信 望郷詩人（中国の詩人 その詩と生涯4） 興膳宏 集英社  1983年  20 
日－3476 孫綽の研究 長谷川滋成 汲古書院 平成11年 21 
日－3477 杜甫私記（第1巻） 吉川幸次郎  筑摩書房 1965年 23 
日－3478 杜甫の研究(東洋学叢書) 黒川洋一 創文社  1977年 22 
日－3479 杜詩とともに 黒川洋一  創文社  1982年 20 
日－3480 李詩講義 森槐南  文会堂書店 大正2年  19 
日－3481 李白小傅 武部利男 新潮社 昭和30年 17 
日－3482 華音杜詩抄 吉川幸次郎 筑摩書房 昭和56年 19 
日－3483 王維の生涯と藝術 小林太市郎 全國書房 1944年 22 
日－3484 白居易研究 花房英樹  世界思想社  1971年 22 
日－3485 白居易（新修中国詩人選集4） 高木正一  岩波書店  1983年 20 
日－3486 白居易―生涯と歳時記 平岡武夫 朋友書店 1998年 20 
日－3487 白楽天と陶淵明 小守郁子  小守郁子出版  1989年 20 
日－3488 元稹年譜稿 

 
花房英樹 京都府立大学中国文学研究会  
1962年 25 

日－3489 韓愈の生涯 前野直彬 秋山書店 昭和51年 18 
日－3490 韓退之 中国の詩人 前野直彬 斉藤茂 集英社 昭和58年 18 
日－3491 顔真卿 剛直の生涯   外山軍治 創元社 1964年 19 
日－3492 蘇東坡（中国詩人選） 近藤光男 集英社 昭和41年 16 

日－3493 蒲松齢伝 前野直彬  秋山書店  1976年 19  
日－3494 魯迅―民族の教師 横松宗 河出書房新社 昭和61年 18 
日－3495 魯迅の思想―民族の怨念 横松宗 河出書房新社 1981年 18 
日－3496 魯迅の中の古典 林田慎之助 創文社 昭和56年 19 
日－3497 白楊讃歌 中中・南高物語 萩原幾光,前田潔著  西日本新聞社  1985年 22  
日－3498 燕山夜話（付:三家村札記・呉南星） 鄧拓  毎日新聞社訳編  1966年 22 
日－3499 讀書籑餘 狩野直喜著 弘文堂書房 1947年 22 

日－3500 小川環樹著作集（第１巻―第4巻）4冊 小川環樹 筑摩書房 1997年 21 
日－3501 江南春 青木正児  弘文堂書房 1941年 19 

日－3502 風と雲―中国文学論集― 小川環樹 朝日新聞社 昭和47年 18 
日－3503 倉石武四郎著作集（第2巻） 

漢字・日本語・中国語   
くろしお出版  1981年 22 
 

日－3504 雲烟の国―風土から見た中国文化論 合山究 東方書店 1993年 18 
日－3505 鼓腹集 高瀬武次郎 洗心洞文庫 昭和10年 18 
日－3506 書香の家 : 宇野精一博士米寿記念対談集 宇野精一  明治書院  1997年 19   
日－3507 春草考―中国古典詩文論業― 前野直彬 秋山書店 平成6年 21 
日－3508 長江のうた 唐詩Ⅱ 前野直彬 平凡社    1983年 19 
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番号 書    名 著者・出版社・版年・規格 
日－3509 山林のうた 宋～清（中国の名詩8） 前野直彬訳 平凡社  1983年 20 
日－3510 私の回想 前野直杉   私家版 1982年  19 
日－3511 風月無尽 中国の古典と自然 前野直彬    東京大学出版会  1972年 19 
日－3512 児戯生涯 一読書人の七十年 伊藤漱平   汲古書院 1994年 19 
日－3513 西洋の中の東洋 吉川幸次郎 文芸春秋新社 昭和30年 18 
日－3514 知非集 吉川幸次郎 中央公論社 昭和35年 22 
日－3515 詩と月光 吉川幸次郎 筑摩書房 昭和39年 19 
日－3516 中国Ⅱ（旧体制の中国） 吉川幸次郎 筑摩書房 1967年 19 
日－3517 文弱の価値 吉川幸次郎 筑摩書房 昭和57年 19 
日－3518 文明の三極 吉川幸次郎 筑摩書房 昭和53年 19 
日－3519 音容日に遠し 吉川幸次郎 筑摩書房 昭和55年 19 
日－3520 短長亭集随筆集 吉川幸次郎  筑摩書房  1964年 20   

日－3521 西東間記 吉川幸次郎 岩波書店 昭和47年 18 
日－3522 清虚の事 吉川幸次郎  朝日新聞社 1967年 20   

日－3523 中国へかける橋 
 

倉石武四郎  日中学院倉石武四郎先生遺稿集編集委員会編  亜紀書房  
1977年 20 

日－3524 吉川幸次郎 桑原武夫他 筑摩書房 昭和57年 19 
日－3525 政論雑筆 小島祐馬 みすず書房   1974年 20 

日－3526 わが歳月 貝塚茂樹 中央公論社  1983年 20 
日－3527 墨林間話 神田喜一郎  岩波書店   1977    19 

日－3528 江南遊 : 中国文人風土記 青山杉雨  二玄社 1983年 26   
日－3529 揚子江文学風土記 小田岳夫･武田泰淳  竜吟社 1941年 19  

日－3530 花甲録 内山完造 岩波書店 昭和35年 21 
日－3531 上海漫語 内山完造  改造社 1941年 19 
日－3532 三余録 余暇のしたたり 吉川忠夫 中外日報出版局  1996年 19   
日－3533 悪魔のいない文学 

中国の小説と絵画   
中野美代子  朝日新聞社  1977年 19 
 

日－3534 上海の暮しのなかで 筧久美子  筑摩書房  1972年 19 
日－3535 録外録 陳舜臣  朝日新聞社  1984年 21 
日－3536 友好は易く理解は難し 

80年代中国への透視   
竹内実  サイマル出版会  1980年 19   
 

日－3537 妻も敵なり 

中国人の本能と情念   

岡田英弘  クレスト社  1997年 20 

 
日－3538 中国知識人の叫び 陸卯陶著  蔵居良造･本郷賀･山田友二共訳  経済往来社  1966年 19  

日－3539 天安門に立つ 
 

ハリソン・E ソールズベリー著  三宅真理･NHK取材班訳  日本放送
出版協会1989年 22 

日－3540 肉蒲団 尾坂徳司 千代田書房 昭和26年 17 
日－3541 在りし日の東洋詩人たち 赤木健介  史学社 昭和23年 19 
日－3542 中国千夜一夜 女読む 

べからず（上下）2冊  
林房雄  河出書房 1967年 20 
 

日－3543 
 
 
 
 
 

注解千字文 小川環樹･木田章義  岩波書店  1984年 26 
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番号 書    名 著者・出版社・版年・規格 
日－3544 全釈漢文大系東京 9冊 集英社 1973年  23 
 第1巻    論語         平岡武夫著 

第7巻    荀子         金谷治 佐川修著 
第14巻   礼記下       市原亨 吉今井清  

鈴木隆一著 
第23巻 戦国策上      近藤光男著 
第25巻 戦国策上中下   近藤光男著 

第3巻   大学・ 中庸  山下龍二著 
第8巻   荀子         金谷治 佐川修著 
第21巻  韓非子下     小野沢精一著 
 
第24巻 戦国策上中下 近藤光男著 
 

日－3545 中国文明選  15冊 吉川幸次郎･小川環樹監修 朝日新聞社  1974年 19  
 1  資治通鑑 

2  蘇東坡集 
3  朱子集 
4   近思録 
5  近思録 
6  王陽明集 
7  顧炎武集 
8  戴震集 
9  近世詩集 
10 近世散文集 
11 政治論集 
12 史学論集 
13 文学論集 
14 芸術論集 
15 革命論集 

田中謙二著            
小川環樹･ 山本和義著 
吉川幸次郎･ 三浦国雄著      
湯浅幸孫著 
湯浅幸孫著            
島田虔次著 
清水茂著             
安田二郎･近藤光男著 
入谷仙介･福本雅一･松村昂著    
本田済, 都留春雄著 
宮崎市定著           
川勝義雄著 
荒井健, 興膳宏著         
永光司著 
小野信爾･吉田富夫･ 狭間直樹著 

日－3546 漢詩大系 5冊                青木正兒他編集  集英社 1964年 22 
 10 王維   小林太市郎･原田憲雄著         

17 蘇東坡  近藤光男著 
19 陸游   前野直彬著                    
20 元好問  鈴木修次著 
22 清詩選  近藤光男著 

日－3547 中国詩文選  16冊 筑摩書房 1983年 20 
 3 書経・春秋  清水茂著 

6 楚辞        小南一郎著 
8 漢書        福島吉彦著 
11 陶淵明     都留春雄著 
14 李白       武部利男著 
16 韓愈        柳宗元  筧文生著 
18 杜牧       荒井健著 
20 陸游       小川環樹著 

5 諸子百家   今鷹真著 
7 史記       一海知義著 
10 潘岳       陸機  興膳宏著 
13 王維      入谷仙介著 
15 杜甫      黒川洋一著 
17 白居易    平岡武夫著 
19 蘇軾      山本和義著 
21 宋詞      村上哲見著 

日－3548 中國詩人選集 18冊 吉川幸次郎 小川環樹編集  岩波書店  1957年～1959年 18 

 詩經國風（上下）中國詩人選集 第1-2巻    吉川幸次郎注  
曹植     (中國詩人選集 第3巻)          伊藤正文注   
陶淵明   (中國詩人選集 第4巻)          一海知義注  
寒山     (中國詩人選集 第5巻)          入矢義高注  
王維     (中國詩人選集 第6巻)           都留春雄注  
李白     (中國詩人選集 第7-8巻)        武部利男注   
杜甫     (中國詩人選集 第9-10巻)        黒川洋一注   
韓愈     (中國詩人選集 第11巻)         清水茂注   
白居易   (中國詩人選集 第12-13巻)      高木正一注   
李賀     (中國詩人選集 第14巻)         荒井健注  
李商隱   (中國詩人選集 第15巻)          高橋和巳注    
李煜     (中國詩人選集 第16巻)          村上哲見注     
唐詩概説 (中國詩人選集 別巻)              小川環樹著   
中國詩人選集（總索引）  
 
 

 17 



番号 書    名 著者・出版社・版年・規格 
日－3549 中國詩人選集二集 15冊 吉川幸次郎 小川環樹編集・校閲 岩波書店 1962年～1963年 18

 概説       (中國詩人選集二集 2) 
梅宋詩概説 (中國詩人選集二集 1) 
元明詩尭臣 (中國詩人選集二集 3) 
王安石     (中國詩人選集二集4) 
蘇軾        (中國詩人選集二集 5-6) 
黄庭堅     （中國詩人選集二集7） 
陸游       (中國詩人選集二集8) 
元好問      (中國詩人選集二集 9) 
高啓        (中國詩人選集二集 10) 
袁宏道      (中國詩人選集二集 11) 
呉偉業      (中國詩人選集二集 12) 
王士禎      (中國詩人選集二集 13) 
龔自珍      (中國詩人選集二集14) 
黄遵憲      (中國詩人選集二集15) 

吉川幸次郎   
吉川幸次郎 
筧文生注    
清水茂注    
小川環樹注  
荒井健注    
一海知義注    
小栗英一注    
入谷仙介注    
入矢義高注   
福本雅一注    
高橋和巳注     
田中謙二注     
島田久美子注 

  
日－3550 大魯迅全集 5冊 井上紅梅他 改造社 昭和12年 18 
 大魯迅全集（第1巻）      大魯迅全集（第2巻）       

大魯迅全集（第3巻）      大魯迅全集（第4巻）       
大魯迅全集（第5巻） 

日－3551  魯迅選集  全13冊 竹内好他訳 増田渉他 岩波書店 1964-1964 18 

 第1巻  : 吶喊  野草             
第2巻  : 彷徨  朝花夕拾   
第3巻  : 故事新編  両地書第1集       
第4巻  : 両地書第2・3集   
第5巻  : 墳                
第6巻  : 熱風  華蓋集  同続編   
第7巻  : 華蓋集続編  而巳集        
第8巻  : 三間集  二心集   
第9巻  : 南腔北調集  偽自由書       
第10巻 : 准風月談  花辺文学   
第11巻 : 且介亭雑文  同2集         
第12巻 : 且介亭雑文末編  集外集他   
第13巻 : 日記・書簡  魯迅年譜・著訳書目録  参考文献 
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西洋文学 （計43冊） 

番号 書    名 著者・出版社・版年・規格 
日－3552 トルストイの思ひ出 

 
アレクサンドラ・トルスタヤ 八杉貞利･深見尚行訳   
岩波書店 昭和5年 20 

日－3553 南仏プロヴァンスの木陰から ピーター・メイル 小梨直訳  河出書房新社 1993年 20 
日－3554 ダンテ神曲 黒田正利   岩波書店 昭和10年 18 
日－3555 即興詩人 森林太郎訳 岩波書店 1938年 19 
日－3556 世界文学をどう読むか ヘルマン・ヘッセ  高橋健二訳  三笠書房 1941年  19 
日－3557 フランスの智恵 

 
F ストロウスキー  森有正･土居寛之共訳  岩波書店  
1951年 19 

日－3558 完全なる結婚 性科学と性教育 神谷茂数･原一平共編 千島書房 1951年 19 
日－3559 異邦人 ペスト 

（現代世界文学全集22） 
アルベル･カミュ 窪田啓作他訳 新潮社 1952年  19 
 

日－3560 第2の性 女はどう生きるか ボーヴォワール 生島遼一訳 新潮社 1953年 20 
日－3561 星の王子さま（岩波少年文庫53） サン･テグジュペリ作 内藤濯訳 岩波書店 1953年 19 
日－3562 悲しみよこんにちは F・サガン  安東次男訳 ダヴィッド社 1957年 18 
日－3563 アウトサイダー 

 
C・ウイルソン  福田恒存･中村保男訳 紀伊国屋書店  
1957年 19   

日－3564 続アウトサイダー Ｃ・ウィルソン 中村保男訳 紀伊国屋書店 1958年 19 
日－3565 チャタレイ夫人の恋人 飯島淳秀訳 三笠書房 1958年 19 
日－3566 老人と海 ヘミングウェイ 福田恆存訳 三笠書房 1958年 19 
日－3567 少年少女世界文学全集19 

（ドイツ編第2巻） 
植田敏郎訳 講談社 1959年  23 
 

日－3568 小公子 
（幼年世界名作文学全集1） 

バーネット原作  西山敏夫文 小学館 昭和37年 23 
 

日－3569 女ざかり 上 
 

シモーヌ・ド・ボーヴォワール 朝吹登水子･二宮フサ訳  
紀伊国屋書店  1963年 20 

日－3570 或る戦後（上下）2冊 
 

シモーヌ・ド・ボーヴォワール  朝吹登水子･二宮フサ共訳  
紀伊国屋書店 1965年 19 

日－3571 花咲く乙女のかげに 
（世界文学全集第15） 

プルースト  井上究一郎訳 河出書房新社  
1965年 20   

日－3572 実存主義とアメリカ文学 
 

S・フィンケルスタイン  永原誠訳  紀伊国屋書店 
1967年 20 

日－3573 デカメロン ボッカチオ作  根岸達夫訳  浪速書房 1967年 19 
日－3574 新の墓にて キリスト教詩文集 沢崎堅造著  未来社 1967年 19   
日－3575 大地（第1）世界名作全集第18） パール・バック 大久保康雄訳 河出書房新社 1967年 18 
日－3576 オニール 

（20世紀英米文学案内第14）  
鳴海弘編 研究社出版 1968年 19   

 
日－3577 トルストイとドストイヱーフスキー メレシコフスキー 植野修司訳 雄軍社 1968年  19 
日－3578 シェイクスピアの四大悲劇 笹山隆訳 研究社 1971年 22 
日－3579 ハウフの童話 筒井敬介等文 梅田俊作等絵 昭和46年 28 
日－3580 老い（下） 

 
シモーヌ･ド･ボーヴォワール 朝吹三吉訳 人文書院  
1972年  19 

日－3581 フォークナー 
（20世紀英米文学案内16） 

西川正身編 研究社出版 1972年 18 
 

日－3582 妻への手紙（トルストイ全集19） 中村白葉･中村融訳 河出書房新社  1974年 20 
日－3583 風と共に去りぬ（1-3）3冊 

 
マーガレット・ミッチェル 大久保康雄 竹内道之助訳  
河出書房新社 1975年 18 

日－3584 アフリカの日  々
 
 

アイザック・ディネーセン 横山貞子訳  晶文社  
 1981年 20   
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番号 書    名 著者・出版社・版年・規格 
日－3585 文読む月日（上） 

 
レフ・トルストイ編著 北御門二郎訳 地の塩書房  
1983年 23 

日－3586 文読む月日 言葉は神なり（下） 
1984年 23 

レフ・トルストイ編著  北御門二郎訳  地の塩書房   
 

日－3587 シャルル・ボードレール「悪の花」註釈 多田道太郎編 京都大学人文科学研究所 1986年 27c 
日－3588 西東詩集 ゲーテ 平井俊夫訳 郁文堂 1989年 22 
日－3589 本当は恐ろしいグリム童話 桐生操 ＫＫベストセラーズ 1998年 20 
日－3590 パリの王様=大デュマ ガイ・エンドワ 河盛好蔵訳   
日－3591 愛の煉獄=ドストエーフスキイ マーク・スローニム著   池田健太郎訳  
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文庫本 東洋文庫 平凡社 （計４５冊） 

番号  書    名 著者・出版社・版年・規格 
日－3592 1 ミリンダ王の問い１ 

（インドとギリシアの対決）  
中村元･早島鏡正訳 平凡社 1963年 18 
 

日－3593 8 往生要集１ 
（日本浄土教の夜明け） 

源信･石田瑞磨訳   平凡社 1963年 18 
 

日－3594 15 ミリンダ王の問い2 
（インドとギリシアの対決） 

中村元･早島鏡正訳 平凡社 1963年 18 
 

日－3595 16 唐代伝奇集2 前野直彬編訳      平凡社 1963年 18 
日－3596 20 明夷待訪録 

（中国近代思想の萌芽） 
黄宗義･西田太一郎訳 平凡社 1964年 18 
 

日－3597 21 往生要集2(日本浄土教の夜明け) 源信･石田瑞磨訳   平凡社 1963年 18 
日－3598 23 北京風俗図譜１ 内田道夫解説･青木正児原編 平凡社 1964年 18 
日－3599 28 ミリンダ王の問い3 

（インドとギリシアの対決） 
中村元･早島鏡正訳 平凡社 1963年 18 
 

日－3600 29 板橋雑記 （清） 
 

余懐著･岩城秀夫訳  蘇州画舫録  西渓山人編 
･岩城秀夫訳 平凡社 1964年 18 

日－3601 57 長安城中の少年 
清末封建家庭に生れて  

王独清著･田中謙二訳 平凡社 1965年 18 
 

日－3601 100 三十三年の夢 
 

宮崎滔天著 宮崎龍介･衛藤瀋吉校注 平凡社  
1967年 18 

日－3603 130 天工開物 宋應星撰 薮内清訳注 平凡社 1969年 18 
日－3604 141 マッテオ・リッチ伝 平川祐弘著 平凡社 1969年 18 
日－3605 144 中国思想のフランス西漸 １ 後藤末雄著･矢沢利彦校訂 平凡社 1969年 18 
日－3606 148 中国思想のフランス西漸  2 後藤末雄著･矢沢利彦校訂 平凡社 1969年 18 
日－3607 149 百済観音 浜田青陵著 平凡社 1969年 18  
日－3608 155 康煕帝伝 

 
ブーヴェ著 後藤末雄訳･矢沢利彦校注 平凡社 
1970年 18 

日－3609 157 入唐求法巡礼行記 1 円仁著 足立喜六訳注･塩入良道補注 平凡社 1970年 18 
日－3610 158 東方見聞録 マルコ・ポーロ著 愛宕松男訳注 平凡社 1970年 18  
日－3611 161 中国・朝鮮論 吉野作造著 松尾尊兌編 平凡社 1970年 18 
日－3612 165 辛亥革命見聞記 

 
ファルジュネル著 石川湧･石川布美訳 平凡社  
1970年 18 

日－3613 201 日本の茶書 林屋辰三郎･横井清･楢林忠男編注 平凡社 1971年 18 
日－3614 245 清代学術概論 中国のルネッサンス 梁啓超著 小野和子訳注 平凡社 1974年 18  
日－3615 270 朝鮮小説史 金台俊著 安宇植訳注   平凡社 1975年 18 
日－3616 305 歴代名画記 1 張彦遠撰 長廣敏雄訳注 平凡社 1977年 18  
日－3617 311 歴代名画記 2 張彦遠撰 長廣敏雄訳注 平凡社 1977年 18 
日－3618 324 東洋金鴻 英国留学生への通信 川聖謨著･川田貞夫校注  平凡社 1978年 18 
日－3619 344 夢溪筆談 1 沈括著 梅原郁訳注     平凡社 1978年 18 
日－3620 347 大本神諭  天の巻 

: 民衆宗教の聖典・大本教 
出口ナオ著 村上重良校注 平凡社 
1979年 18 

日－3621 348 大本神諭  火の巻 
: 民衆宗教の聖典・大本教 

出口ナオ著 村上重良校注 平凡社  
1979年 18 

日－3622 362 夢溪筆談 2 沈括著 梅原郁訳注 平凡社 1978年 18 
日－3623 382 酉陽雑俎 1 段成式撰 今村与志雄訳注 平凡社 1980年 18 
日－3624 403 夢溪筆談 3 沈括著 梅原郁訳注 平凡社 1978年 18 
日－3625 442 入唐求法巡礼行記 2 円仁著 足立喜六訳注 塩入良道補注 平凡社  

1970年 18 
日－3626 460 漢書五行志 班 固[撰 冨谷至･吉川忠夫訳注 平凡社 1986年 18 

 21 



番号  書    名 著者・出版社・版年・規格 
日－3627 464 景徳鎮陶録 1 藍浦著  愛宕松男訳注  平凡社 1987年 18 
日－3628 465 景徳鎮陶録 2 藍浦著   愛宕松男訳注  平凡社 1987年 18 
日－3629 467 四民月令 漢代の歳時と農事 崔寔著   渡部武訳注   平凡社 1987年 18 
日－3630 512 抱朴子 内篇 葛洪撰   本田濟訳注   平凡社 1990年 18  
日－3631 515 魏書釈老志 魏収撰   塚本善隆訳   平凡社 1990年 18 
日－3632 525 抱朴子 外篇 1 葛洪撰   本田濟訳注   平凡社 1990年 18  
日－3633 526 抱朴子 外篇 2 葛洪撰   本田濟訳注   平凡社 1990年 18  
日－3634 663 長物志 明代文人の生活と意見 1 文震亨著 荒井健他訳注 平凡社 1999年 18 
日－3635 665 長物志 明代文人の生活と意見 2 文震亨著 荒井健他訳注 平凡社 1999年 18 
日－3636 668 長物志 明代文人の生活と意見 3 文震亨著 荒井健他訳注 平凡社 1999年 18 
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新書（新書と文庫本 計１０５２冊） 

岩崎新書 １冊  出版者 東京   岩崎書店 

番号  書    名 著者・出版社等 
日－3637 51 生命の起源 オパーリン著 東大ソヴェト医学研究会訳 

 

 

岩波ジュニア新書 2冊  出版者 東京   岩波書店 

番号  書    名 著者・出版社等 
日－3638 89 奈良・京都の古寺めぐり   仏像の見かた 水野敬三郎 

日－3639 99 論理的に考えること 山下正男 

 

岩波新書（赤版）24冊  出版者 東京   岩波書店 

番号  書    名 著者・出版社等 
日－3640 赤-3 支那思想と日本 津田左右吉 

日－3641 赤-5 万葉秀歌 上 斎藤茂吉 

日－3642 赤-10 現代支那論 尾崎秀実 

日－3643 赤-12 ドイツ戦歿学生の手紙 ヴィットコップ編 高橋健二訳 

日－3644 赤-13 死とは何か J ハックスリ著 丘英通訳 

日－3645 赤-15 科学史と新ヒューマニズム サートン著 森島恒雄訳 

日－3646 赤-16 ベートーヴェン 長谷川千秋 

日－3647 赤-17 妻への手紙 森鴎外著 小堀杏奴編 

日－3648 赤-22 抒情歌 川端康成 

日－3649 赤-23 哲学入門 三木清 

日－3650 赤-24 大帝康煕  支那統治の要道 長與善郎 

日－3651 赤-25 ミケルアンヂェロ 羽仁五郎 

日－3652 赤-26 日本的性格 長谷川如是閑 

日－3653 赤-35 支那社会の科学的研究 ウィットフォーゲル著 平野義太郎 宇佐美誠次郎訳 

日－3654 赤-36 海 宇田道隆 

日－3655 赤-45 學生に與ふる書 天野貞祐 

日－3656 赤-54 儒教の精神 武内義雄 

日－3657 赤-57 支那のユーモア 林語堂著 吉村正一郎譯 

日－3658 赤-60 日本文化の問題 西田幾多郎 

日－3659 赤-63 山 辻村太郎 

日－3660 赤-74 暴風雨 大谷東平 

日－3661 赤-75 禅と日本文化 鈴木大拙著 北川桃雄訳 

日－3662 赤-90 支那・支那人 鳥山喜一 

日－3663 赤-91 チベット 多田等觀 

  

 

 

 

 



 

 

岩波新書（青版） 84冊  出版者 東京   岩波書店 

番号  書    名 著者・出版社等 
日－3664 青-24 漢の武帝    吉川幸次郎 

日－3665 青-25 忘れられた思想家 安藤昌益のこと (上巻)  E ハーバート・ノーマン著  大窪愿二譯

日－3666 青-26 忘れられた思想家 安藤昌益のこと (下巻)  E ハーバート・ノーマン著 大窪愿二譯

日－3667 青-27 愛國心 清水幾太郎 

日－3668 青-44 中国 民族と土地と歴史  オーエン・ラティモア, エリノア・ラテ
ィモア著 小川修訳 

日－3669 青-47 讀書論 小泉信三 

日－3670 青-54 マックス・ウェーバー   
 基督教的ヒューマニズムと現代 

青山秀夫 

日－3671 青-58 抵抗の文学   加藤周一 

日－3672 青-61 思想の自由の歴史 J B ビュァリ著 森島恒雄訳 

日－3673 青-65 孔子 貝塚茂樹 

日－3674 青-88 心理学入門 宮城音弥 

日－3675 青-90 ロシヤ   過去と現在  上 バーナード・ペアズ著  内山敏訳   

日－3676 青-93 漢字の運命 倉石武四郎 

日－3677 青-97  感情の世界  島崎敏樹 

日－3678 青-106 新唐詩選 吉川幸次郎,三好達治共著  

日－3679 青-111 近代絵画 福島繁太郎 

日－3680 青-118 日本の再軍備 山川均 

日－3681 青-122 なぜ社会主義をえらぶか ジョン・ストレイチイ著 宮地健次郎訳

日－3682 青-143 中國革命の思想   アヘン戰爭から新中國まで 竹内好 [ほか]  

日－3683 青-145 パスカル 野田又夫 

日－3684 青-157 ピカソ   現代繪畫論 富永惣一 

日－3685 青-160 日本文學の古典 西郷信綱, 永積安明, 広末保 

日－3686 青-165 新唐詩選続篇 吉川幸次郎, 三好達治 

日－3687 青-216 現代の作家 中野好夫編 

日－3688 青-219 レーニンとロシヤ革命 クリストファー・ヒル著 岡稔訳 

日－3689 青-258 仏教 渡辺照宏 

日－3690 青-260 毛沢東伝 貝塚茂樹 

日－3691 青-262 一日一言   人類の知恵 桑原武夫編 

日－3692 青-263 ソクラテス 田中美知太郎 

日－3693 青-292 ナポレオン 井上幸治 

日－3694 青-306 私の教育宣言 宗像誠也 

日－3695 青-333 イスラーム   回教 蒲生礼一 

日－3696 青-338 私の中国旅行 野上弥生子 

日－3697 青-341 論文の書き方 清水幾太郎 

日－3698 青-342 古墳の話 小林行雄 

日－3699 青-344 自由の問題 岡本清一 

日－3700 青-348 フランス革命小史 河野健二 

日－3701 青-355 昭和史 遠山茂樹, 今井清一, 藤原彰 

日－3702 青-368 人間の科学と哲学 L ゴルドマン著 清水幾太郎, 川俣晃自
共訳 
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番号  書    名 著者・出版社等 
日－3703 青-370 心で見る世界 島崎敏樹 

日－3704 青-380 日本国家の起源 井上光貞 

日－3705 青-393 食生活はどうなるか 中山誠記 

日－3706 青-416 チベット日記 A L ストロング著 西園寺公一訳 

日－3707 青-418 続人間詩話 吉川幸次郎 

日－3708 青-419 ナチスの時代   ドイツ現代史 H マウ, H クラウスニック著 内山敏訳

日－3709 青-429 東京・ワシントン   日本の経済外交 山本進 

日－3710 青-434 日本の思想 丸山真男 

日－3711 青 437 諸子百家   中国古代の思想家たち 貝塚茂樹 

日－3712 青 451 京都 林屋辰三郎 

日－3713 青-456 実存主義 松浪信三郎 

日－3714 青-487 中学生 佐山喜作 

日－3715 青-493 本の中の世界 湯川秀樹 

日－3716 青-498 ルネサンスの思想家たち 野田又夫 

日－3717 青-500 日本の歴史(上) 井上清 

日－3718 青-528 新しい家庭の創造   ソビエトの婦人と生活 田中寿美子 

日－3719 青-534 中国の歴史(上) 貝塚茂樹 

日－3720 青-539 キュリー家の人  々 ウージェニィ・コットン著 杉捷夫訳 

日－3721 青-542 うるしの話 松田権六 

日－3722 青-545 家庭の法律 川島武宜 

日－3723 青-554 地球の歴史 井尻正二, 湊正雄 

日－3724 青-574 日本の歴史(中) 井上清 

日－3725 青-585 新しい数学 矢野健太郎 

日－3726 青-598 孟子 金谷治 

日－3727 青-602 デカルト 野田又夫 

日－3728 青-603 サルの話 宮地伝三郎 

日－3729 青-637 朱子学と陽明学 島田虔次 

日－3730 青-654 古事記の世界 西郷信綱 

日－3731 青-713 中国の歴史(中) 貝塚茂樹 

日－3732 青-722 知的生産の技術 梅棹忠夫 

日－3733 青-736 水墨画 矢代幸雄 

日－3734 青-744 中国の歴史(下) 貝塚茂樹 

日－3735 青-748 日本神話 上田正昭 

日－3736 青-753 風土と歴史 飯沼二郎 

日－3737 青-759 中国の科学文明 藪内清 

日－3738 青-763 現象学 木田元 

日－3739 青-782 奈良   古代史への旅 直木孝次郎 

日－3740 青-836 プラトン 斎藤忍随 

日－3741 青-847 李白 A ウェイリー著 小川環樹, 栗山稔訳 

日－3742 青-853 親鸞 野間宏 

日－3743 青-906 中国の数学 藪内清 

日－3744 青-956 フランス勤工倹学の回想   
中国共産党の一源流  

何長工著 河田悌一, 森時彦訳 

日－3745 青-962 ある映画監督   溝口健二と日本映画 新藤兼人 

日－3746 青-975 中国社会主義の黎明 狭間直樹 
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日－3747 青-909 イエスとその時代 荒井献 

 

 

岩波新書（黄版） 13冊   出版者 東京   岩波書店 

番号  書    名 著者・出版社等 
日－3748 黄13 日本国家の形成 山尾幸久 

日－3749 黄80 中国古代再発見 貝塚茂樹 

日－3750 黄113 折々のうた 大岡信 

日－3751 黄117 寺社勢力   もう一つの中世社会 黒田俊雄 

日－3752 黄126 ギリシア哲学と現代   世界観のありかた 藤沢令夫 

日－3753 黄127 北京三十五年   中国革命の中の日本人技師 上 山本市朗 

日－3754 黄128 北京三十五年   中国革命の中の日本人技師 下 山本市朗 

日－3755 黄164 巨大古墳の世紀 森浩一 

日－3756 黄189 翻訳語成立事情 柳父章 

日－3757 黄205 漢字の過去と未来 藤堂明保 

日－3758 黄252 お伊勢まいり 西垣晴次 

日－3759 黄302 日中戦争 古屋哲夫 

日－3760 黄310 戦中用語集 三國一朗 

 

岩波新書（新赤版）14冊   出版者 東京   岩波書店 

番号  書    名 著者・出版社等 
日－3761 新赤版 14 プライバシーと高度情報化社会 堀部政男 

日－3762 新赤版 22 女たちが変えるアメリカ ホーン川嶋瑶子 

日－3763 新赤版 103 仏教入門 三枝充悳 

日－3764 新赤版 138 地方からの発想 平松守彦 

日－3765 新赤版 199  政治家の条件   イギリス,EC,日本  森嶋通夫 

日－3766 新赤版 227 本居宣長 子安宣邦 

日－3767 新赤版 312 考古学の散歩道 田中琢, 佐原真 

日－3768 新赤版 329 大往生 永六輔 

日－3769 新赤版 340 日本語の起源 大野晋 

日－3770 新赤版 343 蓮如   聖俗具有の人間像 五木寛之 

日－3771 新赤版 366 都市の政治学 多木浩二 

日－3772 新赤版 375 あいまいな日本の私 大江健三郎 

日－3773 新赤版 442 「風と共に去りぬ」のアメリカ    
南部と人種問題 

青木冨貴子 

日－3774 新赤版 537 プラトンの哲学 藤沢令夫 

 

潮新書 ２冊   出版者 東京   潮出版社 

番号  書    名 著者・出版社等 
日－3775 45 科学と宗教 池田大作 

日－3776 50 政治と宗教 池田大作 
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NHKブックス １冊   出版者 東京   日本放送出版協会 

番号  書    名 著者・出版社等 
日－3777 44 やきもの   技術・生活・美学  吉田光邦 

 

 

 

 

学生文庫 １冊    出版者 東京   酣燈社 

番号  書    名 著者・出版社等 
日－3778 なし 杭州綺譚   京本通俗小説 村松暎譯 

 

 

カッパ・ブックス（Kappa Books）７冊   出版者 東京   光文社 

番号  書    名 著者・出版社等 
日－3779 1-28 日本語大漂流   航海術が解明した古事記の謎 茂在寅男 

日－3780 1-85 醜い中国人    柏楊著 張良沢, 宗像隆幸共訳  

日－3781 なし 危険な思想家   戦後民主主義を否定する人びと 山田宗睦 

日－3782 なし 英単語記憶術   語源による必須6,000語の征服 岩田一男 

日－3783 なし 社会学入門 清水幾太郎 

日－3784 なし 明日が信じられない   幸福の条件 霜山徳爾 

日－3785 なし 指導者   この人びとを見よ 本多顕彰 

 

 

カッパ・ホームズ（Kappa Homes） １冊     出版者 東京   光文社 

番号  書    名 著者・出版社等 
日－3786  7 家相の科学   建築学が発見したその真理 清家清 

 

 

角川新書 10冊    出版者 東京   角川書店 

番号  書    名 著者・出版社等 
日－3787 112 老子 山田統 

日－3788 158 アマテラスの誕生 筑紫申真 

日－3789 180 中国古代の科学 薮内清著 

日－3790 181 古代の光を求めて   西欧の源流 村松剛 

日－3791 182 日本の地名   付日本地名小辞典 鏡味完二 

日－3792 183 近代技術の先駆者   東芝創立者田中久重の生涯  今津健治 

日－3793 186 日本の民謡 服部竜太郎 

日－3794 187 太陽の帝国インカ   征服者の記録による 増田義郎 

日－3795 194 大和万葉旅行（上） 堀内民一 

日－3796 266 古代殷王朝のなぞ  伊藤道治 
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カルピス文化叢書 ４冊    出版者 東京   三島海雲 

番号  書    名 著者・出版社等 
日－3797 1 中国の孝道 桑原隲蔵 

日－3798 2 日本文化と中国文化 羽田亨 

日－3799 4 古中国と新中国 矢野仁一 

日－3800 5 老子・莊子と韓非子 宇野哲人  

 

 

 

河出新書 ７冊   出版者 東京   河出書房（注 河出書房→河出書房新社） 

番号  書    名 著者・出版社等 
日－3801 15 古典の智慧 田中美知太郎 

日－3802 35 純白の夜   小説 三島由紀夫 

日－3803 44 風神帖   随想百篇 亀井勝一郎 

日－3804 53 伊藤整氏の生活と意見  伊藤整 

日－3805 54 文章讀本  伊藤整 

日－3806 71 実存主義の文学 矢内原伊作 

日－3807 教養84 現代哲学の流れ   現代の思索 宮島肇 

 

 

教養文庫 18冊  出版者 東京   弘文堂書房 

番号  書    名 著者・出版社等 
日－3808 1 人間のポリス的形成 山内得立 

日－3809 2 日本精神と世界精神 柳田謙十郎 

日－3810 4 文化類型學  高山岩男 

日－3811 11 社会存在論 務台理作 

日－3812 13 支那思想とフランス  小林太市郎 

日－3813 21 國民と教養  木村素衛 

日－3814 23 自然哲学 下村寅太郎 

日－3815 26 日本文化の話 長與善郎 

日－3816 37 ランケと世界史学 鈴木成高 

日－3817 59 アリストテレースの倫理学 安藤孝行 

日－3818 64 宋代の詞 中田勇次郎 

日－3819 65 万葉の世界 北住敏夫 

日－3820 109 清末七十年史 金井之忠,佐々久 

日－3821 [134] 所の倫理 高山岩男 

日－3822 142 中国民衆の思想と文化 木村英一 

日－3823 147 中國村落の社會生活 福武直 

日－3824 なし 印度の倫理學 松尾義海 
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日－3825 なし 中國中古の文化 内藤虎次郎 

 

グリーンベルト・シリーズ ３冊   出版者 東京   筑摩書房 

番号  書    名 著者・出版社等 
日－3826 6 漢文の話 吉川幸次郎 

日－3827 15 西域 井上靖,岩村忍 

日－3828 16 神々の誕生 貝塚茂樹 

 

 

講談社現代新書 47冊    出版者 東京   講談社 

番号  書    名 著者・出版社等 
日－3829 13 論語   現代に生きる中国の知恵 貝塚茂樹 

日－3830 55 乱世に生きる中国人の知恵 諸橋轍次 

日－3831 69 アジアの見方 岩村忍 

日－3832 104 孫文と日本 貝塚茂樹 

日－3833 110 福沢諭吉   生きつづける思想家  河野健二 

日－3834 123 科学時代をどう生きるか   科学と科学でないもの 山下正男 

日－3835 156 漢文入門 前野直彬 

日－3836 207 「無」の思想 森三樹三郎 

日－3837 235 東洋の合理思想 末木剛博 

日－3838 261 「名」と「恥」の文化   中国人と日本人 森三樹三郎 

日－3839 298 現代中国事典 安藤彦太郎編 

日－3840 328 アトランティス大陸の謎 金子史朗 

日－3841 340 宮沢賢治   修羅に生きる  青江舜二郎 

日－3842 363 種田山頭火   漂泊の俳人 金子兜太 

日－3843 565 大正文化 竹村民郎 

日－3844 665 読書術 水田洋 

日－3845 684 小説いかに読み、いかに書くか 後藤明生 

日－3846 726 読むことからの出発 現代新書編集部編 

日－3847 778 太平洋戦争の歴史(上) 黒羽清隆 

日－3848 779 太平洋戦争の歴史(下) 黒羽清隆 

日－3849 938 新書アメリカ合衆国史 3    
パクス・アメリカーナの光と陰  

上杉忍 

日－3850 971 文化大革命 矢吹晋 

日－3851 987 はじめての中国語 相原茂 

日－3852 998 天安門落書 串田久治 

日－3853 1008 私の紅衛兵時代   ある映画監督の青春 陳凱歌著 刈間文俊訳 

日－3854 1011 自己変革の心理学   論理療法入門 伊藤順康 

日－3855 1035 世界の村おこし・町づくり  まち活性のソフトウェア 渡辺明次 

日－3856 1047 気象で読む身体 加賀美雅弘 

日－3857 1048 M&A  20世紀の錬金術 松井和夫 

日－3858 1049 はじめての源氏物語 鈴木日出男 

日－3859 1050 宝塚戦略  小林一三の生活文化論 津金澤聰廣 

日－3860 1056 「気」の不思議   その源流をさかのぼる 池上正治 
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番号  書    名 著者・出版社等 
日－3861 1057 客家(ハッカ)   中国の内なる異邦人 高木桂蔵 

日－3862 1070 毛沢東と周恩来 矢吹晋 

日－3863 1074 故事成語 合山究 

日－3864 1075 精神病理からみる現代思想 小林敏明 

日－3865 1076 デパートを発明した夫婦 鹿島茂 

日－3866 1077 これからの「老い」   老化の心理学 詫摩武俊 

日－3867 1087 世界自動車産業の興亡  下川浩一 

日－3868 1088 ヨーロッパ「近代」の終焉 山本雅男 

日－3869 1103 死の国・熊野   日本人の聖地信仰 豊島修 

日－3870 1104 渤海国の謎   知られざる東アジアの古代王国 上田雄 

日－3871 1105 西洋占星術   科学と魔術のあいだ 中山茂 

日－3872 1106  基本英単語を使いこなす 大内博 

日－3873 1107 国境をこえるドイツ   その過去・現在・未来 永井清彦 

日－3874 1108 不老不死   仙人の誕生と神仙術 大形徹 

日－3875 1109 パリの誘惑   魅せられた異邦人 村上光彦 

 

 

至誠堂新書 1冊     出版者 東京   至誠堂 

番号  書    名 著者・出版社等 
日－3876 17 日本のナショナリズム 上山春平 

 

 

集英社新書 １冊   出版者 東京   集英社 

番号  書    名 著者・出版社等 
日－3877 0015A 文明の衝突と21世紀の日本 サミュエル・ハンチントン著 鈴木主税訳 

 

 

新潮ポケット・ライブラリー １冊    出版者 東京   新潮社 

番号  書    名 著者・出版社等 
日－3878 62 言葉の系譜 藤堂明保 

 

 

人物叢書 ３冊   出版者 東京   吉川弘文館 

番号  書    名 著者・出版社等 
日－3879 93 賀茂真淵 三枝康高著 日本歴史学会編 

日－3880 109 蓮如 笠原一男著 日本歴史学会編 

日－3881 123 覚如 重松明久著 日本歴史学会編 
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ちくま新書 １冊   出版者 東京   筑摩書房 

番号  書    名 著者・出版社等 
日－3882 255 日蓮入門   現世を撃つ思想 末木文美士 

 

中公新書 ５６冊   出版者 東京   中央公論社（注 中央公論社→中央公論新社） 

番号  書    名 著者・出版社等 
日－3883 3  アーロン収容所   西欧ヒューマニズムの限界 会田雄次 

日－3884 7  宦官(かんがん)   側近政治の構造  三田村泰助 

日－3885 9 錬金術   仙術と科学の間  吉田光邦 

日－3886 12 史記   中国古代の人びと 貝塚茂樹 

日－3887 14 性格   素質とのたたかい 相場均 

日－3888 15 科挙(かきょ)   中国の試験地獄 宮崎市定 

日－3889 35 適性   進学・就職・結婚  續有恒 

日－3890 36 荘子   古代中国の実存主義 福永光司 

日－3891 40 馬賊   日中戦争史の側面 渡辺龍策 

日－3892 45 江戸城   将軍家の生活 村井益男 

日－3893 70 帰化人   古代国家の成立をめぐって 上田正昭 

日－3894 84 太平洋戦争（上） 児島襄 

日－3895 90 太平洋戦争（下） 児島襄 

日－3896 130 鎌倉佛教   親鸞と道元と日蓮 戸頃重基 

日－3897 132 人間にとって科学とはなにか 湯川秀樹, 梅棹忠夫 

日－3898 134 地獄の思想   日本精神の一系譜 梅原猛 

日－3899 144 ネロ   暴君誕生の条件 秀村欣二 

日－3900 147 騎馬民族国家   日本古代史へのアプローチ 江上波夫 

日－3901 151 リンカーン   アメリカ民主政治の神話 本間長世 

日－3902 185 杜甫 高木正一 

日－3903 201 照葉樹林文化 [正]   日本文化の深層 上山春平編 

日－3904 220 詩経   中国の古代歌謡 白川静 

日－3905 223 維新前夜の群像 6   西郷隆盛（上） 井上清 

日－3906 228 維新前夜の群像 6   西郷隆盛（下） 井上清 

日－3907 275 マザー・グースの唄   イギリスの伝承童謡 平野敬一 

日－3908 291 神々の体系 [正]   深層文化の試掘  上山春平 

日－3909 347 動物と西洋思想 山下正男 

日－3910 357 侯景の乱始末記   南朝貴族社会の命運 吉川忠夫 

日－3911 364 佛教の思想   その原形をさぐる 上山春平, 梶山雄一編 石井米雄[ほか]
執筆 

日－3912 394 神々の体系 続   記紀神話の政治的背景 上山春平 

日－3913 400 禅思想   その原型をあらう 柳田聖山 

日－3914 441 ある中国特派員   山上正義と魯迅 丸山昇 

日－3915 480 中国人の論理学   諸子百家から毛沢東まで 加地伸行 

日－3916 490 植物の哲学 山下正男 

日－3917 506 天武朝 北山茂夫 

日－3918 529 シェイクスピアの時代 高橋康也, 樺山紘一著 

日－3919 560 文化人類学入門 祖父江孝男 
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番号  書    名 著者・出版社等 
日－3920 590 歴史はいつ始まったか   年代学入門 藪内清 

日－3921 596 茶の世界史   緑茶の文化と紅茶の社会 角山栄 

日－3922 610 千利休   その生涯と芸術的業績 桑田忠親 

日－3923 635 崑崙山への昇仙  古代中国人が描いた死後の世界 曽布川寛 

日－3924 665 倭人伝を読む 森浩一編 

日－3925 691 胎児の世界   人類の生命記憶 三木成夫 

日－3926 693 中国人の機智   『世説新語』を中心として 井波律子 

日－3927 703 謎の七支刀   五世紀の東アジアと日本 宮崎市定 

日－3928 713 吉備高原の神と人   村里の祭礼風土記 神崎宣武 

日－3929 799 沖縄の歴史と文化 外間守善 

日－3930 902 中国の隠遁思想   陶淵明の心の軌跡 小尾郊一 

日－3931 945  雨森芳洲   元禄享保の国際人 上垣外憲一 

日－3932 981 古代の日本海文化   海人文化の伝統と交流 藤田富士夫 

日－3933 1014 中国の城郭都市   殷周から明清まで  愛宕元 

日－3934 1097 生命世界の非対称性    
自然はなぜアンバランスが好きか 

黒田玲子 

日－3935 1118 龍の話   図像から解く謎 林巳奈夫 

日－3936 1120 中国思想を考える   未来を開く伝統 金谷治 

日－3937 1178 天平の僧行基   異能僧をめぐる土地と人  々 千田稔 

日－3938 1517 古代中国と倭族   黄河・長江文明を検証する  鳥越憲三郎 

 

 

徳間ブックス １冊    出版者 東京   徳間書店 

番号  書    名 著者・出版社等 
日－3939 18 漢字の思想 藤堂明保 

 

２１世紀図書館 １冊   出版者 京都   PHP研究所 

番号  書    名 著者・出版社等 
日－3940 0028 日本神話の謎を解く  重松明久 

 

フロンティア・ブックス 1冊    出版者 東京   弘文堂 

番号  書    名 著者・出版社等 
日－3941 なし 日本の土着思想 上山春平 

 

 

文庫クセジュ ４冊   出版者 東京   白水社 

番号  書    名 著者・出版社等 
日－3942 13 実存主義  P Foulquie著 矢内原伊作, 田島節夫共訳

日－3943 250 死後の世界 フランソワ・グレゴワール著 渡辺照宏訳 

日－3944 273 ストア哲学 ジャン・ブラン著 有田潤訳 

日－3945 379 古代中国 ジャック・ジェルネ著 福井文雅訳 

 21 



平凡社カラー新書 １冊  出版者 東京   平凡社 

番号  書    名 著者・出版社等 
日－3946 129 三蔵法師の道   シルクロード紀行 陳舜臣文 陳立人写真 

 

 

三笠新書 １冊   出版者 東京   三笠書房 

番号  書    名 著者・出版社等 
日－3947 なし 文壇風物誌 十返肇 

 

みすず・ぶっくす １冊    出版者 東京   みすず書房 

番号  書    名 著者・出版社等 
日－3948 34 夢と実存 ビンスワンガー著、荻野恒一訳 

 

 

有斐閣新書 １冊     出版者 東京   有斐閣 

番号  書    名 著者・出版社等 
日－3949 C６ 日本史(1) 上田正昭[ほか] 

 

ユニヴァーサル文庫 １冊  

出版者 東京   聖パウロ女子修道会（中央出版社と聖パウロ女子修道会の共同企画） 

番号  書    名 著者・出版社等 
日－3950 21 時間の流れに ヘルマン・ホィヴェルス著 戸川敬一編 

 

 

レグルス文庫 ５冊   出版者 東京   第三文明社 

番号  書    名 著者・出版社等 
日－3951 72 天台哲学入門 新田雅章 

日－3952 96 中国思想史（上） 森三樹三郎 

日－3953 97 中国思想史（下） 森三樹三郎 

日－3954 125 ルソーの宗教観 森口美都男 

日－3955 226 大乗仏教入門 平川彰 

 

文庫類 

秋田文庫 １冊  出版者 東京 秋田書店 

番号  書    名 著者・出版社等 
日－3956 1-47 やけっぱちのマリア 手塚治虫 
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朝日文庫 ４９冊  出版者 東京   朝日新聞社 

番号  書    名 著者・出版社等 
日－3957 なし 天皇の世紀１ 大仏次郎 

日－3958 なし 天皇の世紀２ 大仏次郎 

日－3959 なし 天皇の世紀３ 大仏次郎 

日－3960 なし 天皇の世紀４ 大仏次郎 

日－3961 なし 天皇の世紀５ 大仏次郎 

日－3962 なし 天皇の世紀６ 大仏次郎 

日－3963 なし 天皇の世紀７ 大仏次郎 

日－3964 なし 天皇の世紀８ 大仏次郎 

日－3965 なし 天皇の世紀９ 大仏次郎 

日－3966 なし 天皇の世紀10 大仏次郎 

日－3967 なし 天皇の世紀11 大仏次郎 

日－3968 なし 天皇の世紀12 大仏次郎 

日－3969 なし 天皇の世紀13 大仏次郎 

日－3970 なし 天皇の世紀14 大仏次郎 

日－3971 なし 天皇の世紀15 大仏次郎 

日－3972 なし 天皇の世紀16 大仏次郎 

日－3973 なし 天皇の世紀17 大仏次郎 

日－3974 し1-2 街道をゆく1 甲州街道、長州路ほか 司馬遼太郎 

日－3975 し1-12 街道をゆく11 肥前の諸街道 司馬遼太郎 

日－3976 し1-14 街道をゆく13 壱岐・対馬の道 司馬遼太郎 

日－3977 し1-20 街道をゆく19 中国・江南のみち 司馬遼太郎 

日－3978 し1-21 街道をゆく20 中国・蜀と雲南のみち 司馬遼太郎 

日－3979 し1-35 街道をゆく34 大徳寺散歩、中津・宇佐のみち 司馬遼太郎 

日－3980 ち1-6 中国古典選6 大学・中庸 上 島田虔次 

日－3981 ち1-7 中国古典選７ 大学・中庸 下 島田虔次 

日－3982 ち1-8 中国古典選8 孟子 上 金谷治 

日－3983 ち1-9 中国古典選9 孟子 下 金谷治 

日－3984 ち1-18 中国古典選18 史記 １ 田中謙二,一海知義 

日－3985 ち1-19 中国古典選19 史記 ２ 田中謙二,一海知義 

日－3986 ち1-20 中国古典選20 史記 ３ 田中謙二,一海知義 

日－3987 ち1-21 中国古典選21 史記 ４ 田中謙二,一海知義 

日－3988 ち1-22 中国古典選22 史記 ５ 田中謙二,一海知義 

日－3989 ち1-23 中国古典選23 古詩選 上 入谷仙介 

日－3990 ち1-24 中国古典選24 古詩選 下 入谷仙介 

日－3991 ち1-25 中国古典選25 唐詩選 １ 高木正一 

日－3992 ち1-26 中国古典選26 唐詩選 ２ 高木正一 

日－3993 ち1-27 中国古典選27 唐詩選 ３ 高木正一 

日－3994 ち1-28 中国古典選28 唐詩選 ４ 高木正一 

日－3995 ち1-29 中国古典選29 三体詩 １ 村上哲見 

日－3996 ち1-30 中国古典選30 三体詩 ２ 村上哲見 

番号  書    名 著者・出版社等 
日－3997 ち1-31 中国古典選31 三体詩 ３ 村上哲見 



日－3998 ち1-32 中国古典選32 三体詩 ４ 村上哲見 

日－3999 ち1-33 中国古典選33 宋詩選 上 入谷仙介 

日－4000 ち1-34 中国古典選34 宋詩選 下 入谷仙介 

日－4001 ち1-35 中国古典選35 唐宋八家文 １ 清水茂 

日－4002 ち1-36 中国古典選36 唐宋八家文 ２ 清水茂 

日－4003 ち1-37 中国古典選37 唐宋八家文 ３ 清水茂 

日－4004 ち1-38 中国古典選38 唐宋八家文 ４ 清水茂 

日－4005 つ４-１ 人はなぜ探偵になるのか  損害保険調査員の事件簿 鶴井通眞 

 

 

岩波文庫 青 日本思想 57冊  出版者 東京   岩波書店 

番号   書    名 著者・出版社等 

日－4006 青002-1 2929 五輪書 宮本武藏著 高柳光壽校訂 

日－4007 青008-1 305-2306 葉隱  上 和辻哲郎, 古川哲史校訂 

日－4008 青009-1 7180-7182 童子問 伊藤仁斎著 清水茂校注 

日－4009 青010-1 6364-6366 養生訓 和俗童子訓 原益軒著 石川謙校訂 

日－4010 青010-2 1772-1773 大和俗訓 貝原益軒著 石川謙校訂 

日－4011 青011-1 1077 都鄙問答 石田梅岩著 足立栗園校訂 

日－4012 青012-1 897-898 二宮翁夜話 福住正兄筆記 佐々井信太郎校訂 

日－4013 青014-1 3377-3378 省ケン録 佐久間象三 

日－4014 青015-1 2229 三浦梅園集 三枝博音編 

日－4015 青018-1 2972-2974 町人嚢 百姓嚢 長崎夜話草 西川如見著 飯島忠夫, 西川忠幸校訂 

日－4016 青020-1 665 蘭学事始 杉田玄白著 緒方富雄校註 

日－4017 青021-1 1387-1388 講孟餘話 吉田松陰著 広瀬豊校訂 

日－4018 青022-1 1066 手島堵庵心學集 白石正邦編 

日－4019 青029-1 3323-3325 武道初心集 大道寺友山著 古川哲史校訂 

日－4020 青031-1 1186-1188 言志四録 佐藤一齋 [著] 山田準, 五弓安二郎譯註

日－4021 青037-1 2723 語意・書意 賀茂真淵著 松田好夫校訂 

日－4022 青038-1 2326 聖教要録 配所殘筆  山 鹿素行著 村岡典嗣校訂 

日－4023 青040-1 828 論畫四種 坂崎坦編 

日－4024 青041-1 1259-1260 松翁道話 布施松翁[著] 石川謙校訂 

日－4025 青043-1 3448-3453 制度通 上巻 伊藤東涯著 吉川幸次郎校訂 

日－4026 青044-1 1687 垂加翁神説・垂加神道初重傳 [山崎闇齋] 村岡典嗣校訂 

日－4027 青045-1 911-912 報徳記 富田高慶述 

日－4028 青046-1 1325-1327 古史徴開題記 田篤胤著 山田孝雄校訂 

日－4029 青047-1 2892 東潜夫論 帆足萬里著 帆足図南次校訂 

日－4030 青100-1 367-377 増補 海舟座談  巌本善治編  

日－4031 青101-1 1911 西郷南洲遺訓 山田済斉編 

日－4032 青102-1 102-1 文明論之概略 福沢諭吉 

日－4033 青102-2 1495-1496 福翁自傳 福澤諭吉著 

日－4034 青103-1 1076 日本道徳論 西村茂樹著 吉田熊次校 

日－4035 青110-1  三酔人経綸問答 中江兆民[著] 桑原武夫, 島田虔次訳・
校注 

番号   書    名 著者・出版社等 

日－4036 青110-3 12711 一年有半・續一年有半 中江篤介著 嘉治隆一編校 
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日－4037 青111-1 2311-2312 憲法義解 伊藤博文著 宮澤俊義校註 

日－4038 青112-1 1402-1403 日本風景論 志賀重昴 

日－4039 青114-1 936-937a 蹇蹇録 陸奥宗光 

日－4040 青115-1 491 茶の本 岡倉覚三著 村岡博訳 

日－4041 青115-3 2373 日本の目覚め 岡倉覚三著 村岡博訳 

日－4042 青118-1 1795 武士道 新渡戸稲造著 矢内原忠雄譯 

日－4043 青119-4 119-4 後世への最大遺物 
デンマルク国の話  

内村鑑三 
 

日－4044 青119-4 1461 後世への最大遺物 他二篇 内村鑑三 

日－4045 青121-1 5889 妾(ワラワ)の半生涯 
(ハンセイガイ)   

福田英子 
 

日－4046 青122-1 122-1 三十三年の夢 宮崎滔天著 島田虔次, 近藤秀樹校注 

日－4047 青124-4 124-4 西田幾多郎哲学論集 1 
場所・私と汝   他六篇  

上田閑照編 
 

日－4048 青125-4 33-125-4 兆民先生 兆民先生行状記 幸徳秋水 

日－4049 青127-1 378-379 清澤文集 清澤滿之著 

日－4050 青134-1 7222-7225 自叙伝 日本脱出記 大杉栄著 飛鳥井雅道校訂 

日－4051 青138-1 238-1 遠野物語 山の人生 柳田国男 

日－4052 青144-1 144-1 古寺巡礼 和辻哲郎 

日－4053 青159-1 2164-2165 
2166-2167 
2168-2170 

元禄快挙録 上 
元禄快挙録 中 
元禄快挙録 下 

福本日南 

日－4054 青180-1 180-1 中国文学における孤独感 斯波六郎 

日－4055 青218-219  經済要録 佐藤信淵著 瀧本誠一校訂 

日－4056 青832-833  内村鑑三随筆集 内村鑑三 

日－4057 青 1078-1079 鳩翁道話 [柴田鳩翁著] 石川謙校訂 

日－4058 青 1753-1755 幼學綱要 宮内省蔵版 〔元田永孚撰〕 

日－4059 青 2019-2021 靖献遺言 淺見絅齋著 五弓安二郎譯註 

日－4060 青 3082 新日本の圖南の夢 菅沼貞風著 

 

 

岩波文庫 青 東洋思想 39冊 出版者 東京   岩波書店 

番号   書    名 著者・出版社等 

日－4061 青201-1 7135-7136a 
7137-7139 

易経 上 
易経 下   

高田真治, 後藤基巳訳 
 

日－4062 青201-1 1492-1494 易経 高田真治訳 

日－4063 青202-1 884-885a 論語 金谷治訳注  

日－4064 青202-1 884-885 論語 武内義雄譯註 

日－4065 青204-1 1309-1310 孟子 武内義雄, 小林勝人譯註 

日－4066 青205-1 1630 老子 武内義雄譯註 

日－4067 青206-1 7291-729ａ 
33-206-2 
33-206-3 
33-206-4 

荘子 第１冊 
荘子 第２冊   
荘子 第３冊   
荘子 第４冊   

金谷治訳注 
 
 
 

日－4068 青207-1 207-1 新訂 孫子 金谷治訳注 

番号   書    名 著者・出版社等 

日－4069 青207-1 1248-1249 孫子 金谷治訳注 
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日－4070 青208-1 6344-6347 
6348-6351 

荀子 上 
荀子 下 

金谷治訳注 
金谷治訳注 

日－4071 青210-1 210-1 
210-2 
210-3 
210-4 

韓非子 第1冊 韓非子 
韓非子 第2冊 韓非子 
韓非子 第3冊 韓非子 
韓非子 第4冊 韓非子 

韓非 [著] 金谷治訳注 
韓非 [著] 金谷治訳注 
韓非 [著] 金谷治訳注 
韓非 [著] 金谷治訳注 

日－4072 青211-1 2352-2353 孝經・曾子 武内義雄, 坂本良太郎註譯 

日－4073 青212-1 1339-1341 傳習録 王守仁 [著] 山田準, 鈴木直治訳註 

日－4074 青214-1 33-214-1 
33-214-2 
33-214-3 
33-214-4 
33-214-5 

史記列伝 １ 
史記列伝 ２ 
史記列伝 ３   
史記列伝 ４   
史記列伝 ５   

[司馬遷著] 小川環樹, 今鷹真,  
福島吉彦訳 
 
 
 

日－4075 青214-6 33-214-7 史記世家 中 司馬遷 [著] 小川環樹 [ほか] 訳 

日－4076 青215-1 3068-3072 抱朴子 葛洪[著] 石島快隆訳註 

日－4077 青218-1 965-967 塩鉄論 桓寛撰 曽我部静雄訳註 

日－4078 青219-1 207-209 太極図説・通書・西銘・正蒙 周濂渓著 張横渠著 西晋一郎等訳註 

日－4079 青220-1 220-1 千字文 小川環樹, 木田章義注解 

日－4080 青220-1 1595-1596 千字文評釋 [周興嗣撰] 安本健吉註解 

日－4081 青221-1 1135-1136 
33-222-1 

子思子 中庸 他六編 
大学 中庸 

子思[著] 藤原正訳注 
金谷治訳注 

日－4082 青231-1 5764 実践論・矛盾論 毛沢東著 松村一人, 竹内実訳 

日－4083 青232-1 232-1 仁学  清末の社会変革論 譚嗣同著 西順蔵, 坂元ひろ訳注 

日－4084 青 1566 孔子伝 (附)弟子列伝・集語 司馬遷著 藤原正訳注 

日－4085 青 2204-2207 近思録 [朱熹, 呂祖謙共編] 秋月胤繼譯註 

日－4086 青 3014 學記・大學 武内義雄譯註 

 

岩波文庫 青 仏教 32冊  出版者 東京   岩波書店 

番号   書    名 著者・出版社等 

日－4087 青301-1 6031-6033 ブツダのことば スッタニパータ 中村元訳 

日－4088 青302-1 1191 法句經 荻原雲來譯註 

日－4089 青303-1 6285-6286 般若心経 金剛般若経 中村元, 紀野一義訳註 

日－4090 青304-1 6531-6534 
6535-6538 
6539-6543 

法華経 上 
法華経 中   
法華経 下   

坂本幸男, 岩本裕訳注 
 
 

日－4091 青305-1 686-687 日蓮上人文抄 姉崎正治校注 

日－4092 青306-1 6538-6592 
6593-6594 

浄土3部経  上  大無量寿経 
浄土3部経  下  観無量寿経 

・阿弥陀経  

中村元, 早島鏡正, 紀野一義訳註  
中村元等訳註 
 

日－4093 青307-1 1369 佛説42章經・佛遺教經 得能文譯註 

日－4094 青308-1 1305 大乗起信論 [馬鳴原著] 宇井伯寿, 高崎直道訳注

日－4095 青309-3  天台小止観  坐禅の作法 智顗撰述 関口真大訳註 

日－4096 青310-1 1202 臨済録 臨済著] [慧然編] 朝比奈宗源訳註 

日－4097 青311-1 1538-1541 碧巖録 上 [圜悟著] 朝比奈宗源訳註 

  1542-1544 碧巖録 下 [圜悟著] 朝比奈宗源訳註 

日－4098 青314-1 1112 三教指帰 弘法大師著 加藤精神訳註 

番号   書    名 著者・出版社等 

日－4099 青318-2 33-318-2 歎異抄 [親鸞述] [唯圓編] 金子大栄校注 
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日－4100 青319-0 1989-1992 
1993-1996a 
1997-2000ａ 

正法眼蔵 上 
正法眼蔵 中   
正法眼蔵 下   

道元襌師著 衛藤即應校註 
 
 

日－4101 青319-4 530 正法眼蔵随聞記 道元語録 懐奘編 和辻哲郎校訂 

日－4102 青319-7 1796 寶慶記 道元禪師撰 宇井伯壽譯註 

日－4103 青320-1 1046-1047 夢中問答 夢窓国師[著] 佐藤泰舜校訂 

日－4104 青322-1 1322-1323 御文章   蓮如上人 蓮如 [著] 脇谷撝謙校註 

日－4105 青324-1 33-324-1 
33-324-2 

仏教  上(第1部)  仏陀 
仏教  下(第2部)  教理 

ベック著 渡辺照宏, 渡辺重朗訳 
ベック著 渡辺照宏, 渡辺重朗訳 

日－4106 青331-1 2661-2662 三論玄義 嘉祥大師撰 金倉圓照譯註 

日－4107 青333-1 2755-2756 鐵眼禪師假字法語  附遺文 赤松晋明校訂 

日－4108 青335-1 1189 禅海一瀾 今北洪川著 太田悌藏訳註 

日－4109 青336-1 1348 傳心法要 黄檗山斷際禪師 [著] 宇井伯壽譯註

日－4110 青338-1 3024-3027 澤菴和尚書簡集 辻善之助編註 

日－4111 青339-1 1888-1890 禅源諸詮集都序 
 附 禅門師資承襲圖  

圭峯宗密撰述 宇井伯壽訳註 
 

 

 

岩波文庫 青 歴史・地理 15冊 出版者 東京   岩波書店 

番号   書    名 著者・出版社等 

日－4112 青403-1 1759-1760 支那通史 中冊 那珂通世著 和田清訳 

日－4113 青412-1 2893-2895 世界史概観  近世史の諸時代 ランケ〔著〕 鈴木成高, 相原信作訳 

日－4114 青412-3 2190 強國論 ランケ著 相原信作譯 

日－4115 青414-1 1208-1209 歴史とは何ぞや ベルンハイム [著] 坂口昂,小野鐵二譯 

日－4116 青433-1 1637-1639 
1640-1642 
1643-1646a 

日本切支丹宗門史 上 
日本切支丹宗門史 中 
日本切支丹宗門史 下 

レオン・パジェス [著] 吉田小五郎譯 
 
 

日－4117 青442-1 33-442-1 ある歴史家の生い立ち 古史辨自序 顧頡剛著 平岡武夫訳 

日－4118 青445-1 1389-1390 蒙古史 上巻 ドーソン著 田中萃一郎訳補 

日－4119 青446-1 2779-2781 北京年中行事記 [清]敦崇編 小野勝年訳註 

日－4120 青450-1 2318-2320 人文地理學原理 上巻 ブラーシュ著 飯塚浩二訳 

日－4121 青1008 
-1009 

 世界人類史物語 上 
原始より中世まで   

コフマン著 鈴木厚譯 
 

日－4122 青1010 
-1011 

 世界人類史物語 下 
中世より現代まで   

コフマン著 鈴木厚譯 
 

日－4123 青1923 
-1924 

 文化科學と自然科學 リッケルト著 佐竹哲雄, 豊川昇訳 

日－4124 青2633  政治問答 他一篇 ランケ著 相原信作譯 

 

 

岩波文庫 青 音楽・美術 ７冊 出版者 東京   岩波書店 

番号   書    名 著者・出版社等 

日－4125 青505-1 296-297 歌舞音樂略史 小中村清矩述 

日－4126 青508-1 92 俗樂旋律考 上原六四郎 

番号   書    名 著者・出版社等 

日－4127 青555-1 427-429 歴代名画記 張彦遠選 小野勝年訳註 
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日－4128 青561-1 1669-1670 
1673-1674 
1671-1672 

一老人の幼時の追憶(上) 
一老人の幼時の追憶(下) 
一老人の幼時の追憶(中) 

キューゲルゲン [著]伊原元治 [ほか] 訳
キューゲルゲン [著]伊原元治 [ほか] 訳
キューゲルゲン [著]伊原元治 [ほか] 訳

日－4129 青 3014-3043 スタニスラーフスキー自傳 
上巻  

島田謹二譯 
 

 

 

岩波文庫 青 哲学・教育・宗教 ７９冊 出版者 東京   岩波書店 

番号   書    名 著者・出版社等 

日－4130 青601-1 10 ソクラテスの弁明 クリトンプラトン著 久保勉訳 

日－4131 青601-6 601-6 メノン プラトン著 藤沢令夫訳 

日－4132 青601-9 115 プロタゴラス プラトン著 菊池慧一郎訳 

日－4133 青601-9 601-9 プロタゴラス ソフィストたち プラトン著 藤沢令夫訳 

日－4134 青604-7 333-334 アテナイ人の國家 アリストテレス〔著〕原隨園譯 

日－4135 青610-1 5675-5676 自省録 
 

マルクス・アウレーリウス[著]  
神谷美恵子譯 

日－4136 青612-1 5286-528 痴愚神禮讃 エラスムス〔著〕 渡邊一夫譯 

日－4137 青615-1 2592-2593 國家論 スピノザ著 畠中尚志譯 

日－4138 青615-3 688 知性改善論 スピノザ [著] 畠中尚志訳 

日－4139 青615-4 172-174 スピノーザ哲學體系 原名倫理學 スピノーザ[著]小尾範治譯 

日－4140 青620-1 785 人間機械論 ド・ラ・メトリイ著 杉捷夫譯 

日－4141 青622-1 432 
438-439 

エミイル 第1篇 
エミイル 第5篇   

ルソオ著 平林初之輔譯 
 

日－4142 青622-1 1832-1833 哲学と慰め ボエティウス著 畠中尚志譯 

日－4143 青622-8 690-692 
693-695 

懺悔録 上巻 
懺悔録 中巻   

ルソオ著 石川戲庵譯 

日－4144 青623-1 6193-6194 孤独な散歩者の夢想 ルソー著 今野一雄訳 

日－4145 青623-2 945-946 人間不平等起原論 
 

ジャン・ジャック・ルソー著  
本田喜代治譯 

日－4146  625-6 11-12 実践理性批判 
 

カント著 波多野精一, 宮本和吉 
共訳 

日－4147 青626-3 96-97 プロレゴーメナ イマーヌエル・カント著  
桑木嚴翼, 天野貞祐譯 

日－4148 青627-1 266-267 獨逸國民に告ぐ フィヒテ述 大津康譯 

日－4149 青628-2 3284-3285 獨白録 
 

シュライエルマッヒャー [著] 
木塲了本, 木塲深定譯 

日－4150 青632-1 4749 自殺について 他四篇 ショウペンハウエル著 齋藤信治譯

日－4151 青633-1 1514-1516 
1517-1518 

キリスト教の本質 上巻 
キリスト教の本質 下巻   

ハルナック[著] 山谷省吾譯 
 

日－4152 青633-3 242-243 
 

将来の哲学の根本命題  他2編 
 

フォイエルバッハ著 松村一人  
和田楽訳 

日－4153 青633-4 5502-5503 唯心論と唯物論 フオイエルバッハ著 船山信一譯 

日－4154 青634-1 547-548 
549-551 

唯一者とその所有 上 
唯一者とその所有 下   

スティルネル著 草間平作譯 
 

日－4155 青635-2 4268-4270 不安の概念 キェルケゴール著 斎藤信治訳 

日－4156 青635-3 2161-2162 死に至る病 キェルケゴール著 斎藤信治訳 

日－4157 青636-1 2085-2087 西洋哲学史 上巻 
 

シュヴェーグラ著 谷川徹三,  
松村一人譯 

番号   書    名 著者・出版社等 

日－4158 青637-1 1253 哲學の本質 ディルタイ著 戸田三郎譯 
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日－4159 青637-2 1221 世界観の研究 デイルタイ著 山本英一訳 

日－4160 青638-3 1174-1175 幸福論 ヒルティ著 草間平作訳 

日－4161 青639-4 2493-2494 道徳系譜學 ニーチェ著 木場深定譯 

日－4162 青640-4 2071-2073 
2074-2076 

心理學 上 
心理學 下   

ウィリアム・ジェームズ著 今田恵譯 
 

日－4163 青641-1 254－255 ケーベル博士随筆集 久保勉訳編 

日－4164 青642-1 2663-2666 日常生活に於ける精神病理 フロイド著 丸井清泰訳 

日－4165 青644-1 1651 断想   日記抄 ジンメル著 清水幾太郎訳 

日－4166 青644-3 462 カントとゲエテ ゲオルク・ジムメル著 谷川徹三訳 

日－4167 青645-3 1612-1613 笑 ベルグソン著 林達夫譯 

日－4168 青645-4 4437 
 

思想と動くもの1  哲學入門 
變化の知覺  

ベルクソン著 河野與一譯 
 

日－4169 青648-2 71-73 認識の對象 リッケルト著 山内得立譯 

日－4170 青654-1 1636 ソクラテスに就て  他3編 ウィンデルバンド W 著 河東涓訳 

日－4171 青666-1 2746-2748 夢の世界 ハヴロック・エリス著 藤島昌平訳 

日－4172 青67-16 2589-2591 ギリシア精神の様相 ブチャー[著] 田中秀央[ほか]譯 

日－4173 青674-1 1313 天才 悪 ブレンターノ著 篠田英雄譯 

日－4174 青680-1 3164-3167 希臘宗教発展の五段階 ギルバァト・マレィ著 藤田健治譯 

日－4175 青801-1 5619-5620 創世記   旧約聖書 関根正雄訳 

日－4176 青805-1 2213-2214 
2215-2216 
2217-2218 

告白 上 
告白 中 
告白 下  

アウグスティヌス [著]  
服部英次郎訳 
 

日－4177 青805-8 1508-1509 省察と箴言 
 

アウグスティヌス[著] ハルナック編 
服部英次郎譯 

日－4178 青808-1 957 基督教の自由 他3篇 マルティン・ルター著 石原謙訳 

日－4179 青 

808-4 

2001-2002 信仰要義 マルティン・ルター著 石原謙譯 

日－4180 青812-2 5719 キリスト教と世界宗教 シュヴァイツェル著 鈴木俊郎訳 

日－4181 青813-1 5872-5874 
5875-5877 
5878-5880 

コーラン 上 
コーラン 中   
コーラン 下   

井筒俊彦訳 

 

 

日－4182 青815-1 3005-3007 神信仰の生成  下 ゼェデルブローム著 三枝義夫譯 

日－4183 青409  アウグスティンの懺悔録 フォン・ハルナック著 山谷省吾譯 

日－4184 青556  歴史と自然科學・道徳 
の原理に就て 

ヴィンデルバント著   篠田英雄譯 
 

日－4185 青677 
 

 哲学とは何か 
・イマヌエル・カント   

W ウィデルバンド著 河東涓訳 
 

日－4186 青 706-
707 

 社会學上より見たる藝術 
第一部 

ギュイヨー[著]大西克禮, 小方庸正譯 

日－4187 青820  人間の精神  心理学概説 レムケ著 立花祐雄訳 

日－4188 青845  イエス ヴィルヘルム・ブッセ著 林達夫譯 

日－4189 青950  ヘーゲル哲學の批判   他1篇 フォイエルバッハ著 佐野文夫譯 

日－4190 青993  ヘーゲル論 プレハノフ著 笠信太郎訳 

日－4191 青 1178 永遠の相下に  他3篇 ヴィンデルバント著 篠田英雄譯 

日－4192 青 1580-1581 
1582-1583 

カントとマルクス(上巻) 
カントとマルクス(下巻) 

フォアレンダー著 井原糺譯 
フォアレンダー著 井原糺譯 

日－4193 青 1676-1677 哲學の根本問題 ジンメル著 勝田守一, 玉井茂譯 

番号   書    名 著者・出版社等 

日－4194 青 2317 眞理とは何か シェストフ著 須田豊太郎譯 
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日－4195 青 2445-2446 形而上學 ハンス・ドゥリーシュ著 清徳保男譯 

日－4196 青 2674-2676 言語活動と生活 シャルル・バイイ著 小林英夫譯 

日－4197 青 2843-2844 意志と表象としての世界 ショーペンハウエル著 岡本信二郎譯 

日－4198 青 3551-3554 史的一元論 プレハーノフ〔著〕 川内唯彦譯 

 

岩波文庫 青 自然科学 21冊 出版者 東京   岩波書店 

番号   書    名 著者・出版社等 

日－4199 青902-5 290-291 科學者と詩人 ポアンカレ著 平林初之輔譯 

日－4200 青903-4 1614-1615 エネルギー オストワ゛ルト著 山縣春次譯 

日－4201 青908-1 1346-1347 血液循環の原理 ハァヴェイ著 暉峻義等訳 

日－4202 青912-4 571-572 
600-601 
602-603 
604-605 

種の起源  附解説 中巻 
昆虫記 第５分冊 
昆虫記 第６分冊   
昆虫記 第７分冊   

チャールズ・ダーウヰン著  
小泉丹譯並解説 
 
 

日－4203 青919-1 610-611 
620-621 
622-623 
630-631 
594-595 

昆虫記 第10分冊 
昆虫記 第15分冊 
昆虫記 第16分冊 
昆虫記 第20分冊 
昆虫記 Ⅱ   

 
 
 

 

日－4204 青923-1 233 自然認識の限界について デュ・ボア・レーモン著 坂田徳男訳 

日－4205 青930-1 774-775 
 

史的に見たる 
科学的宇宙観の変遷   

スワンテ・アーレニウス著  寺田寅彦訳 
 

日－4206 青931-1 2354-2355 科学談義 T H ハックスリ著 小泉丹訳 

日－4207 青932-1 339 雑種植物の研究 メンデル著 小泉丹訳 

日－4208 青933-1 245-246 
247-249 

生命の不可思議 上 
生命の不可思議 下 

ヘッケル著 後藤格次訳 
 

日－4209 青936-1 899-900 自然美と其驚異 ジョン・ラバック著 板倉勝忠譯 

日－4210 青 1315 數學教育論 ペリー ムーア [著] 鍋島信太郎譯 [編] 

日－4211 青 1734-1736 氣候と文明 ハンチントン著 間崎万里訳 

 

岩波文庫 黄 日本文学（古典）60冊 出版者 東京   岩波書店 

番号   書    名 著者・出版社等 

日－4212 黄001-1 １-１ 古事記 倉野憲司校注 

日－4213 黄002-1 947-948 記紀歌謠集 武田祐吉校註 

日－4214 黄005-1 1-4 萬葉集 新訓 上巻（改訂版） 佐々木信綱編 

日－4215 黄012-1 169-170 古今和歌集  嘉禄本 尾上八郎校訂 

日－4216 黄015-7 30-015-8 紫式部集  付大弐三位集・藤原惟規集 南波浩校注 

日－4217 黄018-1 643 更科日記 [菅原孝標女著] 西下経一校注 

日－4218 黄032-1 1082 祝詞・寿詞 千田憲編 

日－4219 黄035-1 410 古語拾遺 [斎部広成撰] 加藤玄智校訂 

日－4220 黄038-1 1375 續日本紀宣命 倉野憲司編 

日－4221 黄039-1 676 倭漢朗詠集 山田孝雄校訂 

日－4222 黄040-1 2150 讃岐典侍日記 [讃岐典侍著] 玉井幸助校訂 

日－4223 黄100-1 417 方丈記 [鴨長明著] 山田孝雄校訂 

番号   書    名 著者・出版社等 

日－4224 黄104-1 740-741 大鏡 松村博司校注 
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日－4225 黄108-1 1060 保元物語 岸谷誠一校訂 

日－4226 黄115-1 679 水鏡 [中山忠親著] 和田英松校訂 

日－4227 黄116-1 1062-1063 神皇正統記 [北畠親房著] 山田孝雄校訂 

日－4228 黄121-1 
 

2112-213 
2114-2115 

曽我物語   王堂本 上巻 
曽我物語  王堂本 下巻   

穴山孝道校訂 
 

日－4229 黄122-1 416 徒然草 〔吉田兼好著〕 西尾実校注 

日－4230 黄123-1 30-123-1 宗長日記 [宗長著] 島津忠夫校注 

日－4231 黄136-1 1210 東關紀行・海道記 玉井幸助校訂 

日－4232 黄140-1 984 十六夜日記 〔阿佛尼著〕  玉井幸助校訂 

日－4233 黄203-1 30-203-1 利根川図誌 赤松宗旦著 柳田国男校訂 

日－4234 黄204-1 94 好色一代男 井原西鶴作 和田萬吉校訂 

日－4235 黄204-3 121 好色一代女 井原西鶴作 和田萬吉校訂 

日－4236 黄204-7 835 武道傳來記 井原西鶴作 和田萬吉校訂 

日－4237 黄204-8 483 武家義理物語 井原西鶴作 和田萬吉校訂 

日－4238 黄206-4 56 芭蕉七部集 松尾芭蕉[ほか著] 伊藤松宇校訂 

日－4239 黄208-1 1916-1917 去来抄 三冊子 旅寝論 向井去来 [ほか著] 潁原退藏校訂 

日－4240 黄211-3 1728 女殺油地獄・出世景清 近松門左衛門著 藤村作校訂 

日－4241 黄212-1 2005-2007 折たく柴の記 新井白石著 羽仁五郎校訂 

日－4242 黄212-3 1353 西洋紀聞 新井白石著 村岡典嗣校訂 

日－4243 黄214-1 1383-1384 駿台雑話 室鳩巣著 森銑三校訂 

日－4244 黄216-1 1850-1851 
1854-1855a 
1852-1853 

常山紀談 上巻 
常山紀談 下巻   
常山紀談 中巻 

湯淺常山著 森銑三校訂 
 

日－4245 黄217-1 2196-2198 近世畸人傳 伴蒿蹊著 森銑三校註 

日－4246 黄230-1 342 浮世床 式亭三馬作 和田萬吉校訂 

日－4247 黄231-1 1797-1798 
1801-1802 
1803-1804 
30-231-2 
30-231-3 

日本外史（1） 
日本外史 3 
日本外史 4   
日本外史(中) 
日本外史(下) 

頼山陽著 頼成一訳 
頼山陽著 頼成一訳 
 
頼山陽著 頼成一, 頼惟勤訳 
頼山陽著 頼成一, 頼惟勤訳 

日－4248 黄231-4 3337-3339 賴山陽詩抄 頼山陽 [著] 頼成一,  
伊藤吉三譯註 

日－4249 黄243-1 529 松の葉 校註[秀松軒著] 藤田徳太郎校註 

日－4250 黄249-1 656 萬載狂歌集 四方赤良[撰] 野崎左文校訂 

日－4251 黄249-2 689 徳和歌後万載集 [四方赤良撰] 野崎左文校訂 

日－4252 黄254-1 1132 雲萍雑志 柳沢淇園著 森銑三校訂 

日－4253 黄261-1 1964-1965 
1966-1967 

耳袋 上巻 
耳袋 下巻 

根岸守信原編 柳田國男 ,  
尾崎恆雄校訂 

日－4254 黄263-1 1702-1703 三人吉三廊初買 默阿彌作 河竹繁俊校訂 

日－4255 黄263-5 276-277 加賀鳶 河竹默阿彌著 河竹繁俊校訂 

日－4256 黄264-1 2208 淡窓詩話 約言或問 広瀬淡窓著 長寿吉校訂 

日－4257 黄266-1 1864 役者論語 [八文舎自笑編] 守隨憲治校訂 

日－4258 黄273-1 2091 近頃河原達引 桂川連理柵 頼桃三郎校訂 

日－4259 黄278  赤垣源蔵 河竹默阿彌 

日－4260 黄879 
-880 

 洒落本集 高木好次校訂 

番号   書    名 著者・出版社等 

日－4261 黄1051  雨月物語 上田秋成著 鈴木敏也校訂 
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日－4262 黄1548  西鶴置土産 井原西鶴作 片岡良一校訂 

日－4263 黄1959  本朝廿四孝 近松半二作 守隨憲治校訂 

 

 

岩波文庫 緑 日本文学（近代・現代） 47冊    出版者 東京   岩波書店  

番号   書    名 著者・出版社等 

日－4264 緑005-3 1243 ヰタ・セクスアリス 森鴎外 

日－4265 緑005-6 1675 阿部一族   他2篇 森鴎外 

日－4266 緑006-0 101 うたかたの記   他3篇 森鴎外 

日－4267 緑006-6 2186 大鹽平八郎 堺事件 森鴎外 

日－4268 緑006-７ 916 護持院原の敵討   他2篇 森鴎外作 

日－4269 緑011-3 261-262 道草 夏目漱石 

日－4270 緑011-13 11-13 漱石書簡集 夏目漱石 [著] 三好行雄編 

日－4271 緑012-1 59 五重塔 幸田露伴 

日－4272 緑012-10 1433-1434 猿簔 評釋  幸田露伴 

日－4273 緑012-7 95 風流佛 一口劔 幸田露伴 

日－4274 緑013-3 31-010-3 坊ちゃん 夏目漱石 

日－4275 緑015-2 881-882 自然と人生 徳冨蘆花 

日－4276 緑015-5 1664-1665 
1666-1668 

みみずのたはこと 上 
みみずのたはこと 下   

徳富健次郎 
 

日－4277 緑019-3 2026-2027 運命 国木田独歩 

日－4278 緑021-1 664 蒲團・一兵卒 田山花袋 

日－4279 緑028-4 1032 風流懺法   他3篇 高濱虚子 

日－4280 緑035-1 1370-1371 赤彦歌集 齋藤茂吉, 久保田不二子選 

日－4281 緑039-2 318 入江のほとり   他1篇 正宗白鳥著 

日－4282 緑041-2 1567-1568 腕くらべ 永井荷風 

日－4283 緑041-6 1747 珊瑚集 永井荷風譯著 

日－4284 緑041-9 1601-1602 おかめ笹 永井荷風 

日－4285 緑045-1 1263 桑の実 鈴木三重吉 

日－4286 緑045-4 1236 千鳥 他4篇 鈴木三重吉 

日－4287 緑048-3 1250-11251 銀の匙 中勘助 

日－4288 緑049-1 479 海神丸 野上弥生子 

日－4289 緑049-2 31-049-2 
31-049-3 

迷路（上） 
迷路（下）   

野上弥生子 
 

日－4290 緑049-8 319 大石良雄 野上彌生子 

日－4291 緑060-10 4876-4878 安城家の兄弟 上 里見弴作 

日－4292 緑061-1 215 青銅の基督 長与善郎 

日－4293 緑063-1 63-1 恩讐の彼方に 忠直卿行状記  他8編 菊池寛作 

日－4294 緑067-1 63-64 出家とその弟子 倉田百三 

日－4295 緑070-1 384 偸盗 芥川龍之介 

日－4296 緑071-4 385-386 厭世家の誕生日  他6篇 佐藤春夫 

日－4297 緑102-1 2623-2624 中村憲吉歌集 齋藤茂吉, 土屋文明選 

日－4298 緑111-3 1968 かくれんぼ     他2篇 斎藤緑雨 

日－4299 緑146-1 552-553 

 

訳文逍遥遺稿   附原文 

 

[中野逍遙著] 笹川臨風,  

金築松桂訳 

日－4300 緑66-67  幸福者 武者小路実篤 
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日－4301 緑75-76  北村透谷集 北村透谷[著] 島崎藤村編 

日－4302 緑 229 人間萬歳 武者小路實篤 

日－4303 緑 234 陸奥直次郎 長與善郎 

日－4304 緑 275 生まざりしならば 正宗白鳥 

日－4305 緑 
 

387-388 
389-390 

観音岩 前編 
観音岩 後編   

川上眉山 
 

日－4306 緑 1662-1663 昭憲皇太后御集   全 宮内省蔵版 

日－4307 緑 1856 大つごもり・ゆく雲   他2篇 樋口一葉 

 

岩波文庫 白 法律・政治 ７冊 出版者 東京   岩波書店 

番号   書    名 著者・出版社等 

日－4308 白002-1 34-002-1 世界憲法集 宮沢俊義編 

日－4309 白003-1 1206-1207 君主論 マキアヴェルリ著 黒田正利譯 

日－4310 白005-1 177-180 
181-184 

法の精神 上 
法の精神 下 

モンテスキュー著 宮澤俊義譯 
モンテスキュー著 宮澤俊義譯 

日－4311 白010-1 1834-1835 犯罪と刑罰 ベッカリーア著 風早八十二, 風早二葉訳 

日－4312 白013-1 780 権利のための闘争 イェーリング著 村上淳一訳 

日－4313 白015-1 1365 法・不法及刑罰の 
社會倫理的意義  

イェリネク[著] 大森英太郎訳 
 

 

 

岩波文庫 白 経済・社会 28冊 出版者 東京   岩波書店 

番号   書    名 著者・出版社等 

日－4314 白107-1 1196-1197 初版 人口の原理 ロバート・マルサス著 高野岩三郎 
大内兵衛訳 

日－4315 白124-3 663 ドイッチェ・イデオロギー マルクス,エンゲルス著  
リヤザノフ編三木清譯 

日－4316 白124-5 4428 共産党宣言 マルクス, エンゲルス著 大内兵衛,  
向坂逸郎訳 

日－4317 白１24-6 90 賃労働と資本 カール・マルクス著 長谷部文雄訳 

日－4318 白128-1 563-564 自然辯證法 上巻 エンゲルス著 加藤正 , 加古祐二郎訳 

日－4319 白128-5 781-782 反デューリング論 上 エンゲルス著 粟田賢三訳 

日－4320 白128-7 678 空想より科學へ エンゲルス [著] 淺野晃譯 

日－4321 白128-8 531-532 家族・私有財産及び 
國家の起源  

エンゲルス著 西雅雄譯 
 

日－4322 白128-9 507 フォイエルバッハ論 マルクス, エンゲルス著 佐野文夫譯 

日－4323 白129-2 554-555 住宅問題 
 附プルウドンとマルクス  

エンゲルス著 加田哲二譯 
 

日－4324 白134-1 503-504 帝国主義 資本主義の 
最近の段階としての  

レーニン著 宇高基輔訳 
 

日－4325 白134-3 953 カール・マルクス  他5篇 レーニン著 伊藤弘譯 

日－4326 白05-1 1737-1738 実証的精神論 コント著 田辺寿利訳 

日－4327 白206-1 666-667 
668-669 

恋愛と結婚(上巻) 
 
恋愛と結婚(下巻) 

エレン・ケイ著 小野寺信,  
小野寺百合子訳 
エレン・ケイ著 小野寺信,  
小野寺百合子訳 

番号   書    名 著者・出版社等 

日－4328 白214-1 2757-2760 
2942-2944 

宗教生活の原初形態 上巻 
宗教生活の原初形態 下巻 

デュルケム著 古野清人譯 
デュルケム著 古野清人譯 
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日－4329 白215-1 2869-2871 
2872-2875 

セム族の宗教 前編 
セム族の宗教 後編 

W R スミス著 永橋卓介譯 
 

日－4330 白216-1 3810-3812 金枝篇 フレイザー著 永橋卓介訳 

日－4331 白216-6 2003-2004 サイキス・タスク 
俗信と社會制度  

フレイザー著 永橋卓介譯 
 

日－4332 白221-1 1036 婚姻の諸形式 ミュラー・リヤー著 木下史郎訳 

日－4333 白535-536  資本論初版鈔 マルクス著 長谷部文雄訳 

日－4334 白 576  原始基督教史考 
 基督教の成立 

エンゲルス[著] 喜多野清一譯 
カウツキー[著] 喜多野清一譯 

日－4335 白657-658 
661-662 
659-660 

 唯物論と経験批判論(上巻) 
唯物論と経験批判論(下巻) 
唯物論と経験批判論(中巻) 

レーニン [著] 佐野文夫訳 
レーニン [著] 佐野文夫訳 
レーニン [著] 佐野文夫訳 

日－4336 白750-751  道徳の経済的基礎 シュタウディンガー著 草間平作訳 

 

岩波文庫 赤 東洋文学 ３7冊 出版者 東京   岩波書店 

番号   書    名 著者・出版社等 

日－4337 赤001-1 1237-1239 譯註 楚辭 橋本循譯註 

日－4338 赤003-1 7442-7444 王維詩集 王維著 小川環樹, 都留春雄, 入谷仙介選訳 

日－4339 赤004-1 4577-4579 

4580-4582 
4583-4584 
4585-4586 
4587-4588 
32-004-6 
32-044-7 
32-004-8 

杜詩 第1冊 

杜詩 第2冊 
杜詩 第3冊 
杜詩 第4冊 
杜詩 第5冊 
杜詩 第6冊 
杜詩 第7冊 
杜詩 第8冊 

杜甫著 鈴木虎雄, 黒川洋一訳注 

杜甫著 鈴木虎雄, 黒川洋一訳注 
杜甫著 鈴木虎雄, 黒川洋一訳注 
杜甫著 鈴木虎雄, 黒川洋一訳注 
杜甫著 鈴木虎雄, 黒川洋一訳注 
杜甫著 鈴木虎雄, 黒川洋一訳注 
杜甫著 鈴木虎雄, 黒川洋一訳注 
杜甫著 鈴木虎雄, 黒川洋一訳注 

日－4340 赤008-1 348-349 陶淵明集 譯註 幸田露伴校閲 漆山又四郎譯註 

日－4341 赤009-1 759-760 
761-762 

譯註唐詩選 上巻 
譯註唐詩選 下巻   

漆山又四郎譯註 
 

日－4342 赤009-1 6409-6410 
6415-6417ａ 
6411-6414 

唐詩選(上) 
唐詩選(下) 
唐詩選(中) 

前野直彬注解 
前野直彬注解 
前野直彬注解 

日－4343 赤011-1 1056-1057 寒山詩  太田悌藏譯註 

日－4344 赤016-1 3582-5383 
3284-3585 
3597-3599 
32-016-9 
32-017-0 
32-017-1 
32-017-2 
32-017-3 

水許伝 第1冊 完訳 
水滸伝  完訳 第2冊 
水許伝 第8冊   
水許伝 第9冊   
水許伝 第10冊   
水許伝 第11冊   
水滸伝 第12分冊 
水滸伝 第13分冊 

吉川幸次郎, 清水茂訳 
吉川幸次郎, 清水茂訳 
 
 
 
 
吉川幸次郎譯 
 

日－4345 赤018-1 2232-2234 
2241-2244 

紅楼夢 1 
紅楼夢 4   

曹雪芹著 松枝茂夫譯 

日－4346 赤023-1 1007 菜根譚 洪自誠[著] 山口察常訳注 

日－4347 赤024-1 1770-1771 浮生六記 うき世のさが 沈復作 佐藤春夫, 松枝茂夫譯 

日－4348 赤026-1 5720-5721 屈原 郭沫若作 須田禎一訳 

日－4349 赤037-2 32-037-1 
32-037-2 

結婚狂詩曲 上 
結婚狂詩曲 下   

銭鍾書作 荒井健,中島長文,中島みどり 訳 

日－4350 赤 854-855 
856-857 

李太白詩選 上 
李太白詩選 下   

幸田露伴校閲 漆山又四郎訳註 

日－4351 赤 1179-1180 魯迅選集 佐藤春夫,増田渉譯 
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日－4352 赤 2272-2275 
2276-2279 

毛詩抄（詩経）（1） 
毛詩抄  詩經 （2） 

清原宣賢講述 倉石武四郎, 小川環樹校訂 
清原宣賢講述 倉石武四郎, 小川環樹校訂 

 

 

岩波文庫 赤 ギリシア・ラテン文学 ３冊 出版者 東京   岩波書店 

番号   書    名 著者・出版社等 

日－4353 赤101-1 1807 ギリシア抒情詩選 附ラテン抒情詩選 呉茂一訳 

日－4354 赤118-1 

 

2187 

 

愛とこゝろ 

 

クピードとプシケエの物語 アプレイウス作  

呉茂一訳 

日－4355 赤225-1 32-225-1 ギリシア・ローマ神話 ブルフィンチ作 野上弥生子訳 

 

 

 

岩波文庫 赤 イギリス文学 21冊 出版者 東京   岩波書店 

番号   書    名 著者・出版社等 

日－4356 赤214-3 961-962 ラ・プラタの博物学者 ハドソン著 岩田良吉訳 

日－4357 赤217-1 699 ブレイク抒情詩抄 改訳 寿岳文章訳 

日－4358 赤218-1 1748-1719 ワーヅワース詩集 田部重治選譯 

日－4359 赤227-1 1898-1899 虚栄の市 四 サッカリー作 中島賢二訳 

日－4360 赤227-1 1902-1902a 虚栄の市 六 サッカリー作 中島賢二訳 

日－4361 赤228-1 4055-4057 デイヴィド・コパフィールド 
（下）   

ディケンズ作 市川又彦譯 
 

日－4362 赤242-1 1230-1231 寶島 スティーヴンスン作 阿部知二訳 

日－4363 赤250-2 1720 十二磅の目つき   他2篇 バリ作 長澤英一郎譯 

日－4364 赤253-1 1476-1477 アラン島 シング作 姉崎正見訳 

日－4365 赤253-2 1929 西國の伊達男 シング作 山本修二譯 

日－4366 赤258-1 1394 文藝批評論 
 

テイ・エス・エリオット著  
矢本貞幹譯 

日－4367 赤267-1 1436 阿片常用者の告白 ディ・クィンシー著 田部重治譯 

日－4368 赤 461 鰥(ヤモメ)夫の家(イエ) バァナード・ショウ作 市川又彦訳 

日－4369 赤 496 クリスマス・カロル ディッケンズ作 森田草平譯 

日－4370 赤 940 ピータァ・パン ヂェイ・エム・バリ作 本多顕彰訳 

日－4371 赤 1014 闘技者サムソン ミルトン作 中村爲治譯 

日－4372 赤 1153 獄中記 オスカ・ワイルド著 阿部知二譯 

日－4373 赤 1430 颱風   タイフーン コンラッド作 三宅幾三郎譯 

日－4374 赤 1708 幸福な王子 童話集 他四篇 ワイルド作 山田昌司訳 

日－4375 赤 1950 海へ騎りゆく人  々 他2篇 シング作 山本修二譯 

日－4376 赤 2567-2569 亜細亜の光 
 

エドウィン・アーノルド作  
島村苳三訳 
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岩波文庫 赤 アメリカ文学 7冊 出版者 東京   岩波書店 

番号   書    名 著者・出版社等 

日－4377 赤325-1 4360 楡の木陰の慾情 オニール作 井上宗次訳 

日－4378 赤325-4 1961-1963 奇妙な幕間狂言 オニール作 井上宗次, 石田英二譯 

日－4379 赤330-1 1846 オー・ヘンリー短篇集 オー・ヘンリー [著] 清野暢一郎訳

日－4380 赤326-1 6028-6030 日はまた昇る ヘミングウェイ作 谷口陸男訳 

日－4381 赤 952 自然論 エマスン著 片上伸譯 

日－4382 赤 1344-1345 ねぢの廻轉  女家庭教師の手記 ヘンリ・ヂェイムズ作 富田彬譯 

日－4383 赤 1606 限りなきいのち オニール作 井上宗次, 石田英二譯 

 

 

岩波文庫 赤 ドイツ文学 36冊 出版者 東京   岩波書店 

番号   書    名 著者・出版社等 

日－4384 赤404-2 77-78 賢者ナータン レッシング作 大庭米治郎訳 

日－4385 赤405-2 122-125 
126-128 

ヰ゛ルヘルム・マイスター 上巻 
ヰ゛ルヘルム・マイスター 下巻 

ゲーテ作 林久男譯 
 

日－4386 赤405-5 838 ヘルマンとドロテア ゲーテ作 佐藤通次訳 

日－4387 赤411-1 1379-1380 ヒュペーリオン  希臘の世捨人 ヘルデルリーン作 渡辺格司訳 

日－4388 赤413-1 32-413-1 グリム童話集   完訳 グリム [著] 金田鬼一訳 

日－4389 赤413-1 465-466 改訳グリム童話集 １ 金田鬼一訳 

日－4390 赤414-1 1050 黄金寶壷   近世童話 ホフマン作 石川道雄譯 

日－4391 赤416-1 2736 ミヒャエル・コールハースの運命 クライスト作 吉田次郎譯 

日－4392 赤417-1 1372 影を失くした男 
 ペーター・シュレミール奇譚 

シャミッソー作  井汲越次訳 
 

日－4393 赤423-1 1428-1429 海の波戀の波 グリルパルツァー作 番匠谷英一譯 

日－4394 赤423-2 1064 維納の辻音樂師 グリルパルツェル作 石川錬次譯 

日－4395 赤425-5 1048 村のロメオとユリア ケラー作 草間平作譯 

日－4396 赤425-7 1646 狂へる花 (ウルズラー) ケラー作 国松孝二訳 

日－4397 赤427-1 1137 アルト ハイデルベルク 
 

マイアーフェルスター著  
番匠谷英一訳 

日－4398 赤428-3 501-502 日の出前 ハウプトマン作 橋本忠夫譯 

日－4399 赤432-4 2718-2719 ロダン リルケ著 高安国世訳 

日－4400 赤433-1 1466-1467 ブッデンブロオク一家 1 トオマス・マン著 成瀬無極譯 

日－4401 赤433-1 1468-1469 ブッデンブロオク一家 2 トオマス・マン著 成瀬無極譯 

日－4402 赤435-2 32-434-2 車輪の下 ヘルマン・ヘッセ作 実吉捷郎訳 

日－4403 赤435-4 1603 漂泊の魂   クヌルプ ヘルマン・ヘッセ作 相良守峯譯 

日－4404 赤435-5 2096-2097 デミアン ヘルマン・ヘッセ作 高橋健二譯 

日－4405 赤442-1 32-442-1 ほらふき男爵の冒険 ビュルガー編 新井皓士訳 

日－4406 赤446-1 1691-1693 憂愁夫人 ズーデルマン作 相良守峯訳 

日－4407 赤449-1 1190 悪童物語 
 

ルウドウィヒ・トオマ著  
実吉捷郎訳 

日－4408 赤459-2 3340-3341 
3399-3340 

インド紀行（上） 
インド紀行（下）   

ボンゼルス著 實吉捷郎譯 
 

日－4409 赤466-1 1205 ジャクリーヌと日本人 ヤーコプ作 相良守峯譯 

日－4410 緑006-4 1306 戀愛三昧 シュニッツレル作 森鴎外譯 



番号   書    名 著者・出版社等 

日－4411 赤 79 改訳 春の目ざめ ヴェデキント作 野上豊一郎譯 

日－4412 赤 1378 緑の鸚鵡   一幕の猟奇劇 他1篇 シュニッツレル作 茅野蕭々訳 

日－4413 赤 524 祖妣 グリルパルツェル作 岡本修助訳 

日－4414 赤 546 希臘(ギリシャ)の春(ハル) ハウプトマン作 城田皓一訳 

日－4415 赤 1320 僧の婚禮 マイエル作 伊藤武雄訳 

日－4416 赤 2262-2263 隊商   童話集 ハウフ作 高橋健二訳 

日－4417 赤 2685 マリーア・マグダレーナ ヘッベル作 鼓常良譯 

 

 

岩波文庫 赤 フランス文学 2７冊  出版者 東京   岩波書店 

番号   書    名 著者・出版社等 

日－4418 赤521-1 1743-1744 アタラ ルネ シャトーブリアン作 畠中敏郎譯 

日－4419 赤525-1 1152 アドルフ コンスタン作 大塚幸男訳 

日－4420 赤526-7 1291 カストロの尼   他2篇 スタンダール作 桑原武夫訳 

日－4421 赤528-1 2820-2821 軍隊の服従と偉大 ヴィニー作 三木治譯 

日－4422 赤530-7 996 海邊の悲劇     他3篇 バルザック作 水野亮譯 

日－4423 赤541-1 1783-1784 
1785-1787 

未来のイヴ 上巻 
未来のイヴ 下巻 

ヴィリエ・ド・リラダン著  
渡邊一夫譯 

日－4424 赤542-3 1265-1266 月曜物語 ドーデー著 桜田佐訳 

日－4425 赤542-5 895 
 

陽氣なタルタラン 
タルタラン・ド・タラスコン 

ドーデー作 小川泰一譯 
 

日－4426 赤543-3 1533-1535 神々は渇く 
成夫譯 

アナトール・フランス作 水野 
 

日－4427 赤550-1 1657 脂肪の塊 モーパッサン作 水野亮訳 

日－4428 赤550-2 963-964 女の一生 モーパッサン作 杉捷夫譯 

日－4429 赤556-2 1842-1843 ベートーヴェンの生涯 ロマン・ロラン著 片山敏彦訳 

日－4430 赤556-4 2110-2111 ミレー ロマン・ロラン著 蛯原徳夫訳 

日－4431 赤558-1 1366-1367 背徳者 アンドレ・ジイド作 川口篤訳 

日－4432 赤558-8 1768-1769 コンゴ紀行 アンドレ・ジイド著 河盛好藏譯 

日－4433 赤559 1222 バリュウド アンドレ・ジイド作 小林秀雄訳 

日－4434 赤559-1 1946 モンテーニュ論 アンドレ・ジイド著 渡邊一夫譯 

日－4435 赤559-2 1559-1560 ソヴェト旅行記 ジイド〔著〕 小松清譯 

日－4436 赤569-1 1781-1782 十五少年 [ヴェルヌ著] 森田思軒訳 

日－4437 赤575-1 1498 夢と人生  或はオーレリア ネルヴァル作 佐藤正彰訳 

日－4438 赤576-1 1881-1883 
1886-1887 
1884-1885 

サン ファミーユ  家なき兒 上 
サン ファミーユ  家なき兒 下 
サン ファミーユ  家なき兒 中 

エクトル・マロ作 津田穣譯 
 
 

日－4439 赤599-1 1750 女生徒   他8篇 フラピエ作 桜田佐訳 

日－4440 赤 1204 母への手紙 フィリップ作 三好達治譯 

日－4441 赤 1211-1212 屋根裏の哲人 スウヴェストゥル作 木村太郎譯 
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岩波文庫 赤 ロシア文学 28冊 出版者 東京   岩波書店 

番号   書    名 著者・出版社等 

日－4442 赤604-2 1971 ベールキン物語  短篇5種 プーシキン作 神西清譯 

日－4443 赤605-7 1550-1551 ディカーニカ近郷夜話 ゴーゴリ作 平井肇訳 

日－4444 赤605-9 987 昔氣質の地主たち ゴーゴリ作 伊吹山次郎譯 

日－4445 赤607-1 315-316 現代のヒーロー レールモントフ作 中村白葉譯 

日－4446 赤608-0 1156-1157 春の水 トゥルゲーニェフ作 原久一郎譯 

日－4447 赤608-1 1873-1874 獵人日記 上 ツルゲーネフ作 中山省三郎譯 

日－4448 赤608-3 1217-1218 ルーディン トゥルゲーニェフ作 原久一郎譯 

日－4449 赤608-4 886 初恋 ツルゲーネフ作 米川正夫訳 

日－4450 赤613-1 733-734 新譯 貧しき人  々 ドストイェフスキイ作 原久一郎訳 

日－4451 赤617-8 841-842 幼年時代 トルストイ作 米川正夫譯 

日－4452 赤619-0 1181 懺悔 トルストイ著 原久一郎訳 

日－4453 赤619-9 850-851 人生論 トルストイ著 中村白葉訳 

日－4454 赤621-1 1565 紅い花   他4篇 ガルシン作 神西清譯 

日－4455 赤622-5 65 櫻の園   喜劇4幕 チェーホフ作 米川正夫訳 

日－4456 赤623-1 1302-1303 決鬪 妻 チェーホフ作 神西清譯 

日－4457 赤626-1 539-541 
542-543 

改訂版 サーニン（上） 
改訂版 サーニン（下） 

アルツイバーシェフ作 中村白葉譯 

日－4458 赤627-5 998-999 幼年時代 ゴーリキイ作 湯浅芳子訳 

日－4459 赤627-8 1751-1752 三人の追憶 ゴーリキィ作 湯浅芳子訳 

日－4460 赤638-1 914-915   自傳と追想  ソーニャ・コヴァレフスカヤ [著]
野上弥生子譯 

日－4461 赤641-1 1519 かくれんぼ・白い母   ソログープ作 中山省三郎譯 

日－4462 赤 896 接吻・可愛い女  他2篇 チェーホフ著 原久一郎訳 

日－4463 赤 1318-1319 處女地 後編 ツルゲーネフ作 湯浅芳子訳 

日－4464 赤 1316-1317 處女地 前編 ツルゲーネフ作 湯浅芳子訳 

日－4465 赤 1497 チェルカッシ  他1篇 ゴーリキイ作 上田進訳 

日－4466 赤 1608-1609 
1610-1611 

死の家の記録 第1部 
死の家の記録 第2部 

ドストエーフスキイ作 中村白葉譯 
 

日－4467 赤 1650 零落者の群   ゴーリキイ作 上田進譯 

 

 

岩波文庫 赤 南北ヨーロッパ文学その他 14冊 出版者 東京   岩波書店 

番号   書    名 著者・出版社等 

日－4468 

  

赤701-1 

 

4668-4670 
4810-4812 
4813-4815a 

神曲 上 
神曲 中 
神曲 下 

ダンテ著 山川丙三郎譯 
  

日－4469 赤727-1 225-226 恐(オソ)ろしき媒(ナカダチ)   ホセ・エチェガライ作 永田寛定譯 

日－4470 赤738-1 3785-3786 ルバイヤート オマル・ハイヤーム作 小川亮作訳 

日－4471 赤740-1 1820-1821 アンデルセン童話集 3 H C アンデルセン著 大畑末吉訳 

日－4472 赤741-3 1052 繪なき繪本  アンデルセン作 大畑末吉訳 

日－4473 赤756-3 3073-3076 エルサレム 第1部  ラーゲルレーヴ作 石賀修譯 

日－4474 

  

赤760-1 

 

1094-1095 
1120-1103 
1104-1105 

アミエルの日記 1 
アミエルの日記 5 
アミエルの日記  6 

アミエル著 河野與一訳アミエル著
河野與一譯 
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番号   書    名 著者・出版社等 

日－4475 赤780-1 2374-2375 千一夜物語 1 豐島與志雄, 佐藤正彰, 渡邊一夫譯 

日－4476 赤 214 稲妻 ストリントベルク作 小宮豊隆訳 

日－4477 赤 228 子守唄 マルティーネス・シエルラ作  
永田寛定訳 

 

 

岩波文庫 別冊 １冊 出版者 東京   岩波書店 

番号   書    名 著者・出版社等 

日－4478 別冊004-4 35-004-1 ギリシア・ローマ古典文学案内 高津春繁, 斎藤忍随著 

 

 

潮文庫 １冊   出版者 東京   潮出版社 

番号  書    名 著者・出版社等 

日－4479 緑10B 人間革命（２） 池田大作 

 

 

改造文庫 21冊   出版者 東京   改造社 

番号  書    名 著者・出版社等 

日－4480 1-10 社会主義の発展  空想的から科学的へ フリードリッヒ・エンゲルス著 堺利彦訳

日－4481 1-11 マルキシズム認識論 ヨゼフ・ディツゲン著 石川準十郎訳 

日－4482 1-12 辯証法的唯物史観 ヨゼフ・ディーツゲン著 山川均訳 

日－4483 1-13 哲学の實果 ヨゼフ・デイッゲン著 山川均訳 

日－4484 1-14 神と国家 バクーニン著 本荘可宗訳 

日－4485 1-36 幸徳秋水集 幸徳秋水 

日－4486 1-40 三民主義 孫中山著 金井寛三訳 

日－4487 1-50 哲学概説   物と我 桑木厳翼著 

日－4488 1-70 社会意識學概論 アー・ボグダーノフ著 林房雄訳 

日－4489 1-76 倫理と唯物史観 カール・カウツキー著 堺利彦訳 

日－4490 1-77 社会進化と生物進化 アーサア・リュウィス著 荒畑寒村訳 

日－4491 1-82 社会主義への道 ブハーリン原著 大橋 積訳 

日－4492 1-106 マルクス経済學大綱 ボルハルト著 田中九一譯 

日－4493 1-181 老子の研究（上） 武内義雄 

日－4494 1-182 老子の研究（下） 武内義雄 

日－4495 2-35 北村透谷選集 北村透谷著 島崎藤村編 

日－4496 2-49 日輪 横光利一 

日－4497 2-58 松の芽   自選歌集 中村憲吉著 

日－4498 2-152 聖書物語（旧約の巻） ヴアン・ルーン著 神近市子譯 

日－4499 2-153 聖書物語（新約の巻） ヴアン・ルーン著 神近市子譯 

日－4500 2-489 西園寺公望 田中貢太郎 
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角川文庫 １５冊    出版者 東京   角川書店 

番号   書    名 著者・出版社等 

日－4501 緑497-17 5693 結婚案内ミステリー風  赤川次郎 

日－4502 黄25-1 2217 醒睡笑（上）  安楽庵策伝著 鈴木棠三校注 

日－4503 黄25-2 2218 醒睡笑（下）  安楽庵策伝著 鈴木棠三校注 

日－4504 い7-14 10500 蓮如物語  五木寛之 

日－4505 い7-7 9498 午後の自画像 五木寛之 

日－4506 お12-1 7984 太陽の法  新時代を照らす釈迦の啓示 大川隆法 

日－4507  379 若山牧水歌集 大橋松平編 

日－4508 緑116 402 帰郷 大仏次郎(オサラギジロウ)  

日－4509  954 我が精神の遍歴 亀井勝一郎 

日－4510 緑-141-2 1230 ドストエフスキイの生活 小林秀雄 

日－4511  1536 堕落論 坂口安吾 

日－4512 黄3 1061 日本霊異記 景戒[著] 板橋倫行校註 

日－4513 赤380 992 完訳珋齋志異（１） 蒲松齢作 柴田天馬訳 

日－4514 赤381 993 完訳珋齋志異（２） 蒲松齢作 柴田天馬訳 

日－4515 2375 Zの悲劇 エラリイ・クイーン著 田村隆一訳 

 

カラーブックス ２冊    出版者 大阪   保育社 

番号  書    名 著者・出版社等 

日－4516 249 国東と臼杵   仏教文化のふるさと   梅原治夫,三重野元共 

日－4517 370 大阪歴史散策 大谷晃一 

 

 

幻冬舎文庫 １冊    出版者 東京   幻冬舎 

番号  書    名 著者・出版社等 

日－4518 い５－４ 大河の一滴 五木寛之 

 

 

現代教養文庫 ３冊 出版者 東京   社会思想研究会出版部（注 社会思想研究会出版部→社会思想社） 

番号  書    名 著者・出版社等 

日－4519 261 キリスト     美術に見る生涯  柳宗玄 

日－4520 683 西国巡礼    三十三所観音めぐり 西国札所会編 佐和隆謙 

日－4521 1213 竹べらとペン   考古学と随想 森浩一 

 

国民文庫 1冊  出版者 東京   大月書店 

番号  書    名 著者・出版社等 

日－4522 306 新民主主義論 中国革命と中国共産党  他1篇 毛澤東著 毛澤東選集刊行会訳 
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講談社文庫 ３冊   出版者 東京   講談社 

番号  書    名 著者・出版社等 

日－4523 Ｃ133 湯川秀樹対談集 3   人間の発見 湯川秀樹  

日－4524 ち1-1 阿片戦争（上） 陳舜臣 

日－4525 せ4-1 従軍慰安婦 千田夏光 

 

 

講談社学術文庫 ２冊    出版者 東京   講談社 

番号  書    名 著者・出版社等 

日－4526 1394 荀子 内山俊彦 

日－4527 1058 海の神話 大林太良 

 

講談社山岡荘八歴史文庫 １冊   出版者 東京   講談社 

番号  書    名 著者・出版社等 

日－4528 59 山田長政   他 山岡荘八 

 

 

講談社漫画文庫 ２冊     出版者 東京   講談社 

番号  書    名 著者・出版社等 

日－4529 な2-6 ダンテ神曲（上） 永井豪 

日－4530 な2-7 ダンテ神曲（下） 永井豪 

 

集英社文庫 ３冊    出版者 東京   集英社 

番号  書    名 著者・出版社等 

日－4531 や3-2 目撃者ご一報下さい 山村美紗 

日－4532 つ10-1 人物中国の歴史１  大黄河の夜明け 常石茂編 

日－4533 つ10-2 人物中国の歴史2  諸子百家の時代 常石茂編 

 

小学館ライブラリー １冊    出版者 東京   小学館 

番号  書    名 著者・出版社等 

日－4534  ＳＬ139 埋もれた港 千田稔 

 

新潮文庫 23冊   出版者 東京   新潮社  

番号   書    名 著者・出版社等 

日－4535 草191A 2362 百人一首 安東次男 

日－4536 い16-28 3603 味と映画の歳時記 池波正太郎 

日－4537 い15-30 5611 日本幻論 五木寛之 

日－4538 草226-1 2590 新約聖書物語（上） 犬養道子 

日－4539 草226-2 2591 新約聖書物語（下） 犬養道子 
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番号   書    名 著者・出版社等 

日－4540 い7-11 1613 天平の甍 井上靖 

日－4541 草1-16 1833 古都 川端康成 

日－4542 に6-6 4859 本居宣長（上） 小林秀雄 

日－4543 に6-7 4860 本居宣長（下） 小林秀雄 

日－4544 せ2-17 3018 比叡 瀬戸内晴美（瀬戸内寂聴） 

日－4545 草144C 2212 いずこより 瀬戸内晴美（瀬戸内寂聴） 

日－4546 た-1-3 150 春琴抄 谷崎潤一郎 

日－4547 8A 473 土と兵隊 火野葦平 

日－4548  106 仮面の告白 三島由紀夫 

日－4549 草60C 167 女の一生（上） 山本有三 

日－4550 草60D 168 女の一生（下） 山本有三 

日－4551 青-4-C 1169 陶淵明傳 吉川幸次郎 

日－4552 3114B 709 シジフォスの神話 アルベエル・カミュ[著] 矢内原伊作訳 

日－4553 赤95A 1827 ティファニーで朝食を カポーティ，Ａ著、龍口直太郎訳 

日－4554 赤118A 832 悲しみよこんにちは F サガン [著] 朝吹登水子訳 

日－4555 赤10 2018 ガラス玉演戯（下） ヘッセ著 高橋健二訳 

日－4556 3047A 303 裸者と死者（上） ノーマン・メイラー〔著〕  山西英一訳 

日－4557 ロ1-9 5665 完訳チャタレイ夫人の恋人 ロレンス,Ｄ Ｈ著、伊藤整訳、伊藤礼補訳

 

 

新日本文庫 １冊    出版者 東京   新日本出版社 

番号  書    名 著者・出版社等 

日－4558 3 党生活者 小林多喜二著 

 

 

聖教文庫 １冊    出版者 東京   聖教新聞社 

番号  書    名 著者・出版社等 

日－4559 18 私の人生観 池田大作 

 

 

全国歴史散歩シリーズ ２冊   出版者 東京   山川出版社 

番号  書    名 著者・出版社等 

日－4560 40 福岡県の歴史散歩 福岡県高等学校社会科研究会歴史部会 

日－4561 44 大分県の歴史散歩 大分県高等学校教育研究会社会部会 

 

 

知的生きかた文庫 １冊                  

番号  書    名 著者・出版社等 

日－4562 と5-1 武田信玄・機と智の人間学 土橋治重 
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中公文庫 17冊    出版者 東京   中央公論社 （注 中央公論社→中央公論新社） 

番号  書    名 著者・出版社等 

日－4563 Ｍ7-2 女が外に出るとき 犬養道子 

日－4564 お57-1 葬制の起源 大林太良 

日－4565 Ｓ1-13 日本の古代 13   心のなかの宇宙 大林太良編 

日－4566 お41-1 死者の書 折口信夫 

日－4567 Ａ40 昼と夜の巡礼 黒岩重吾 

日－4568 こ20-1 大観伝 近藤啓太郎 

日－4569 し6-22 古代日本と朝鮮   座談会  司馬遼太郎[ほか]編 

日－4670 し6-24 朝鮮と古代日本文化   座談会 司馬遼太郎[ほか]編 

日－4571 し6-27 韃靼疾風録（上） 司馬遼太郎 

日－4572 し6-28 韃靼疾風録（下） 司馬遼太郎 

日－4573 Ｍ366 馮道   乱世の宰相 砺波護 

日－4574 と7-2 唐の行政機構と官僚 礪波護 

日－4575 と7-3 隋唐の仏教と国家 礪波護 

日－4576 Ｄ６ 維摩経 長尾雅人訳注 

日－4577 Ａ138-2 大河内傳次郎 富士正晴 

日－4578 ほ7-1 南島の神歌   おもろさうし 外間守善 

日－4579 Ｍ208 占星術の世界 山内雅夫 

 

 

同時代ライブラリー ５冊   出版者 東京   岩波書店 

番号  書    名 著者・出版社等 

日－4580 143 大正時代の先行者たち 松尾尊兌 

日－4581 243 西田幾多郎   人間の生涯ということ 上田閑照 

日－4582 310 漢詩百景（上） 山口直樹 

日－4583 311 漢詩百景（下） 山口直樹 

日－4584 324 埋もれた巨像   国家論の試み 上山春平 

 

 

博文館文庫 ３冊    出版者 東京   博文館 

番号  書    名 著者・出版社等 

日－4585 〔2510〕 春秋左氏伝（1） 博文館編輯局編 

日－4586 2512 春秋左氏伝（2） 博文館編輯局編 

日－4587 2511 春秋左氏伝（3） 博文館編輯局編 

 

 

文春文庫 １０冊   出版者 東京   文藝春秋 

番号  書    名 著者・出版社等 

日－4588 い1-2 蒼ざめた馬を見よ 五木寛之 

日－4589 107-4 歴史について 小林秀雄対談集 小林秀雄 
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番号  書    名 著者・出版社等 

日－4590 た47-1 斜陽 人間失格 桜桃 走れメロス  外7篇 太宰治 

日－4591 な24-1 父・夏目漱石  夏目伸六 

日－4592 ま1-76 西海道談綺  新装版（１） 松本清張 

日－4593 ま1-77 西街道談綺  新装版（２） 松本清張 

日－4594 ま1-78 西街道談綺  新装版（３） 松本清張 

日－4595 ま1-79 西街道談綺  新装版（４） 松本清張 

日－4596 編6-12 私たちが生きた２０世紀（上） 文藝春秋編 

日－4597 編6-13 私たちが生きた２１世紀（下） 文藝春秋編 
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逐次刊行物 （190種） 

番号 書名・著者・出版社・版年・規格 
日－4598 京都大学人文科学研究所調査報告 13冊 京都大学人文科学研究所  26 

 第19号 
第20号 

第21号 
第22号 
第23号 
第24号 
第26号 
第27号 
第28号 

第29号 
第33号 
第35号 

信濃國小縣郡辰ノ口村の場合  清水盛光, 前田正治編 1961年 
近世後進地域の農村構造   續 備前國津高郡加茂郷の場合  清水盛光, 前田正治編  
1963年 
近世先進地域の農業構造 和泉国南郡春木村の場合  中村哲著 1965年 
現代女性の結婚観・離婚観 大阪と松江の場合  太田武男, 加藤秀俊編 1968年 
イギリス地域社会における面接調査記録  加藤秀俊編 1968年 
バスク関係文献資料集  梅棹忠夫, 竹内成明編 1968年 
トレギエでの対話 京都大学ヨーロッパ学術調査報告  桑原武夫著 1970年   
山村における家族の生活 大田武男・井上忠司 1971年 
イタリア中部山村の調査報告 京都大学ヨーロッパ学術調査報告  谷泰, 梅棹忠夫著  
1971年 
都市における家族の生活 堺市九間町東地区の場合  太田武男他編 1973年 
北東アフガニスタンにおけるドゥラニ系パシュトゥン族調査報告  松井健著    1980年
京都市内およびその近辺の中世城郭 復原図と関連資料  山下正男著 1986年 

日－4599 東方学報（京都） 
第1冊 
第4冊 
第9冊 

昭和6年3月 
昭和8年12月 
昭和13年10月 

第2冊  同 11月     第3冊  昭和7年12月 
第5冊-第7冊 欠          第8冊  昭和12年10月 
 

 

第10冊 

第12冊 

第14冊 

 

第1分冊 昭和14年5月 
第2分冊 昭和14年7月 
第3分冊 昭和14年10月 
第4分冊 昭和15年1月 
第1分冊 昭和16年6月 
第2分冊 昭和16年9月 
第3分冊 昭和16年12月 
第4分冊 昭和17年3月 
第1分冊 昭和18年12月 
第2分冊 （欠） 
第3分冊 昭和19年6月 
第4分冊 昭和年10月 

第11冊 

第13冊 

第15冊 

 

第1分冊 昭和15年4月 
第2分冊 昭和15年7月 
第3分冊 昭和15年10月 
第4分冊 昭和16年１月 
第1分冊 昭和17年6月 
第2分冊 昭和18年１月 
第3分冊 昭和18年6月 
第4分冊 昭和18年9月 
第1分冊 昭和20年1月 
第2分冊－第3分冊 欠 
第4分冊 昭和22年6月 
 

日－4600 東方学報（京都大学人文科学研究所） 
 第16冊 欠 

第19冊 欠 
第22冊 昭和28年2月 
第25冊 欠 
第28冊 昭和33年3月 
第31冊 昭和36年3月 
第34冊 昭和39年3月 
第37冊 昭和41年3月 
第40冊 昭和44年3月 
第43冊 昭和47年3月 
第46冊 昭和49年3月 
第49冊 昭和52年2月 
第52冊 1980年3月 
第55冊 1983年3月 
第58冊 欠 
第61冊 1989年3月 
第64冊 1992年3月 
第67冊 1995年3月 
第70冊 1998年3月 
第73冊 2001年3月  

第17冊 昭和24年11月 
第20冊 昭和26年3月 
第23冊 昭和28年3月 
第26冊 昭和31年3月 
第29冊 昭和34年3月 
第32冊 欠 
第35冊 昭和39年3月 
第38冊 昭和42年3月 
第41冊 昭和45年3月 
第44冊 昭和48年2月 
第47冊 昭和49年11月 
第50冊 昭和53年2月 
第53冊 1981年3月 
第56冊 1984年3月 
第59冊 1987年3月 
第62冊 1990年3月 
第65冊 1993年3月 
第68冊 1996年3月 
第71冊 1999年3月 
 

第18冊 昭和25年2月 
第21冊 昭和27年3月 
第24冊 昭和29年2月 
第27冊 昭和32年3月 
第30冊 昭和34年12月 
第33冊 昭和38年3月 
第36冊 昭和39年10月 
第39冊 昭和43年3月 
第42冊 昭和46年3月 
第45冊 昭和48年9月 
第48冊 昭和50年12月 
第51冊 昭和54年3月 
第54冊 1982年3月 
第57冊 欠 
第60冊 1988年3月 
第63冊 1991年3月 
第66冊 欠 
第69冊 1997年3月 
第72冊 2000年3月 
 



番号 書名・著者・出版社・版年・規格 
日－4601 東洋史研究文獻類目（東方文化学院京都研究所）27冊 

昭和9年度―昭和35年度（揃） 
日－4602 東洋學文獻類目（京都大学人文科学研究所付属東洋学文献センター ） 

昭和36年度－昭和37年度（1962） 
1962年度―1999年度（1998年度版は欠冊） 
但し「1990年度東洋學文獻目録補遺版」「1995年度東洋學文獻類目補遺版」を含む。 

日－4603 中国文学報 （京都大学中国語中国文学研究室） 
第1~37冊 

日－4604 東洋文化研究所紀要（東京大学東洋文化研究所） 
第5冊、第18冊-第64冊、第77冊-第87冊 

日－4605 中国哲学（北海道中国哲学会） 
第4-号-第6号、第9号、第11号、第13号、第14号、第24号、第28号、第29号 

日－4606 中哲文学会報（東京大学中哲文学会） 
第1號、第3號-第7號 

日－4607 東方学（財団法人東方学会） 
第1~15輯、第52~71輯 

日－4608 人文学報（京都大学人文科学研究所） 
第16~35号、第47~49号、第51号、第54号、第56号~第70号、第72号、第86号 

日－4609 日本中国会報（日本中国学会） 
第１～第14、第16~第32、第35~第48 

日－4610 東洋史研究（東洋史研究会） 
第11巻(第4~6号)、第12巻第(第2、4号)、第20~44巻（各巻第１～４号） 
（第27巻のみ第3号欠） 
総目録(第１巻－第25巻 1967) 

日－4611 月刊天界航路（天界航路編集部 ゆりあぺむぺる発行） 
昭和50年（3月号（創刊号）、4月号、8月号、9月号）   

日－4612 資料館紀要（京都府立総合資料館） 
第9号 

日－4613 東方学論集（東京 東方学会） 
第1~3 

日－4614 東京支那学報（東京大学支那学会） 
第13號  第16號 

日－4615 支那学（弘文堂書房） 
第１巻(第12號)、第3巻(第12號)、第12巻(第3號、第4號) 

日－4616 中国哲学研究（東京大学） 
3、9、11、14、16 

日－4617 中哲文学会報（東京大学） 
2、4、8、9、10 

日－4618 東京大学人文科学科紀要（東京大学）  
67、71、74、85、91、94 

日－4619 東亜人文学報    （京都帝国大学人文科学研究所）  
1、2、3、4 

日－4620 インド学試論集  （京都大学印度・仏教学会） 
No.4-5、6-7  

日－4621 中国の文化と社会（京都大学中国哲学史研究室） 
第10輯 

日－4622 東洋の文化と社会（京都大学支那哲学史研究室） 
第3輯  

日－4623 中国思想史研究  （京都大学中国哲学史研究所） 
第1、2、4、7号  

日－4624 京都帝国大学人文科学 
第１巻１～４号、第２巻１～４号 
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番号 書名・著者・出版社・版年・規格 

日－4625 東南アジア研究（京都大学東南アジア研究センター） 
第3巻(第4、5号)、第4巻(第1~4号) 

日－4626 人文（京都大学人文科学研究所） 
第1~13、15、16、18~27、29~31、34、35、37~39、41~45号 

日－4627 以文（京都大学文学部） 
第28、32、33、36、40号 

日－4628 中国古典研究（早稲田大学中国古典研究会） 
第28号1983年12月 

日－4629 哲学研究（京都哲学会） 
第41巻第12冊（昭和37年8月） 

日－4630 学大国文（大阪学芸大学国語国文学研究室） 
第10号  

日－4631 研究報告（愛知大学） 
第9、第10輯  

日－4632 愛知大学院大学・文学部紀要（愛知大学院大学文学会） 
第1、3、4、10、13、14号  

日－4633 北九州大学外国語学部紀要（北九州大学） 
1987-1、3、11、12、1989-12  

日－4634 北九州大学大学院紀要（北九州大学）  
創刊号、２、３、４、５、６、７ 

日－4635 東洋史論集（九州大学文学部東洋史研究室） 
第5号、第6号  

日－4636 中国哲学論集（九州大学中国哲学研究会） 
第5号  

日－4637 国語の研究（大分大学国語国文学会） 
第10号  

日－4638 琉球の方言（琉球大学沖縄文化研究所所） 
第14号（1989年度）  

日－4639 国際日本文化研究センター紀要・日本研究（国際日本文化研究センター） 
第4~16集、第10集・資料編  

日－4640 国際日本文化研究センター・国際シンポジウム（国際日本文化研究センター） 
第3回、第8回  

日－4641 二松大学院紀要（二松学舎大学大学院文学研究科）  
第1巻、第3巻~15巻 

日－4642 二松学舎大学論集（二松学舎大学） 
昭和53年度  

日－4643 二松学舎大学夏期公開講座陽明学特輯（二松学舎大学陽明学研究所） 
昭和53年度 

日－4644 駒沢大学大学院・仏教学研究会年報（駒沢大学） 
第10号 

日－4645 宗教学論集（駒沢大学宗教学研究室） 
第10輯  

日－4646 仏教経済研究（駒沢大学仏教経済研究所） 
第6号  

日－4647 法政大学沖縄文化研究所所報（法政大学沖縄文化研究所所） 
第42号：琉球往復文書及関連史料（三）・沖縄研究資料19  

日－4648 佛教史学（佛教史学会） 
第5、23号  

日－4649 人文学（同志社大学人文学会） 
第89号  

 14 



番号 書名・著者・出版社・版年・規格 
日－4650 
 

関西大学中国文学会紀要（関西大学中国文学会） 
9、17、18、22 

日－4651 
 

関西大学一般教育等研究センター報（関西大学） 
第6~9号  

日－4652 
 

佛教文化（佐賀龍谷短期大学仏教文化研究所） 
創刊号  

日－4653 中国の社会と文化（早稲田大学社会科学研究所） 
研究シリーズ9  

日－4654 
 

仏教大学通信教育部論集（仏教大学通信教育部） 
第１号  

日－4655 
 

鷹陵史学（仏教大学歴史研究所） 
第1号、第3･4合併号  

日－4656 
 

大谷大学学生課 宗教シンポジウム（大谷大学学生部委員会編） 
第1、2、3、4、5回  

日－4657 
 

歴史評論（歴史科学協議会） 
1971年（2月号）、1976年（2月号）1983年（5月号） 

日－4658 
 

碑文（名墓顕彰会） 
創刊号 第2号~6号 

日－4659 
 

書学（日本書道教育学会） 
昭和34年(7)、昭和35年(4、7)、昭和37年(7、8)、昭和50年(7、8)、昭和55年(3、4、8、9、 
10、11)、1981年(1~12)、1982年(1、2、5、6、8~12)、1983年(1~12)、1984年(1~12)、1985年 
(1~12)、1986年(1、2、3)、1992年(12)、1993年(1~12)、1994年(1~12) 

日－4660 
 

世界（岩波書店） 
昭和21年(1~12)、昭和22年(1、2、7)、昭和32年(2)、1980年(3、12)、1981年(2)、1985年 
(8、9)1994年(7、8、12)、1995年(4、,5)、1996年(3)、1999年(4) 

日－4661 
 

思想（岩波書店） 
昭和13年(11)、昭和16年(2、3、4)、1947年(2、8、9)、1948年(1、2、3)、1965年(3、4、5、 
6、12)、1966年(1、9~12)、1967年(1)、1968年(1)、1975年(2)、1977年(6、7)、1978年(4)、 
1980年(9)、1982年(6)、1989年(1)、1992年(4) 

日－4662 
 
 

展望（筑摩書房）  
1967年(3)、1971年(10)、1972年(1~12)、1975年(1~12)、1976年(11)、1977年(1~12)、 
1978年(1~7) 

日－4663 
 

中央公論 （中央公論社） 
1956年（5月号）、1973年（1月号~4月号、6月号、7月号、9月号）、1974年（5月号）、 
1984年（5月号、11月号）、1985年（3月号、8月号）、1986年（1月号、2月号）、 
1993年（1月号） 

日－4664 
 

日本人（日本公論社・毎月30日発行） 
昭和42年2月（33号）、35、37、38、39-44、46-57、59-61、63、64、72、73、 

日－4665 
 

ペンの力（日本書道教育学会） 
1987年(9)、1988年(8)、1989年(5)、1991年(11)、1992年(11)、1994年(2、12) 

日－4666 不二 
1980年(4, 10, 11), 1981年(1, 2, 4~ 12), 1982年(1, 2, 8~ 10, 12), 1983年(2~ 12), 1984年(1~  

12), 1985年(1~ 12), 1986年(1~3, 5~7),  1988年(7~11), 1990年(3~ 12),  1992年(1~12),   
1994年(1~ 12) 

日－4667 
 

致知 
竹井出版；1987(1)  
致知出版；1993年(10)、1994年(7~11)、1995年(1~8、10~12)、1996年(1~3、5、6、8、10)、 
1997年(7)、1998年(5、11)、1999年(5、6)、2001年(4、11)、2002年(1、3、9、10)、2003年(4) 

日－4668 
 

個を見る（田畠登志子編・発行） 
第2、4、5、8、9、10、11、13、14号  
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番号 書名・著者・出版社・版年・規格 
日－4669 
 

懐徳（懐徳堂堂友会） 
第22~25，27~31，33~39  

日－4670 
 

斯文（斯文学会） 
第35号（漢文教育特集号）、第79号  

日－4671 
 

比較思想研究（比較思想研究学会） 
創刊号，第2~5，7号  

日－4672 
 

日本経絡学会誌（日本経絡学会） 
第16~18，25（1994） 

日－4673 
 

仏教美術研究上野記念財団助成研究会報告（仏教美術研究上野記念財団） 
第2、5~27冊  

日－4674 
 

教化研究（教学研究所） 
第58、59、68、117巻  

日－4675 
 

環境科学総合研究所年報（環境科学総合研究所） 
第5、6、7巻  

日－4676 
 

梅園学会報（梅園学会） 
第2、3、4、6号  

日－4677 
 

茶道文化研究（今日庵文庫） 
第1~4輯  

日－4678 
 

漢文学解釈與研究（漢文学解釈研究会） 
第1~3輯  

日－4679 
 

東洋哲学研究所紀要（東洋哲学研究所） 
第2、17号  

日－4680 
 

東洋文化（無窮会） 
第14号，復刊第2、4号  

日－4681 
 

道程（道程編輯部） 
1951年10月､1952年1月  

日－4682 
 

日本のなかの朝鮮文化（日本のなかの朝鮮文化社） 
第20、23、33、42号 

日－4683 
 

紀要・精神開発室  
‘69、’70 

日－4684 
 

精神開発叢書（富山県教育委員会編） 
5、13、26  

日－4685 
 

四天王寺（四天王寺発行） 
第478~482、484、485、487~489、492~495号  

日－4686 
 

日文研（国際日本文化研究センター） 
第6，10~18号  

日－4687 
 

東洋学術研究（東洋哲学研究所） 
第12巻(1､3号)、第13巻(2~6号)、第14巻(1~6号)、第15巻(1~6号)、第16巻(1~6号)、 
第17巻(1~6号)第18巻(1~4号)、第19巻(1､2号)、第20巻(1､2号)、第27巻別冊、 
第28巻(4号)、第29巻(１号)、第33巻(1､2号)第34巻(1､2号)、第35巻(１号)、第36巻(2号)、 
第40巻2号 

日－4688 
 

東洋学 
1~31 

日－4689 
 

東洋文化 
第13号、第30~34号、第41~第45号、第46･47合併号、第48･49合併号、第50･51合併号、 
第53号、第54号、第59号、第61号、第66号、第70号 

日－4690 東アジアの古代文化（大和書房） 
第40号,  第41号、第43号~第46号、第53号、第63号~第71号、第75号~第79号、 
第114号 
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番号 書名・著者・出版社・版年・規格 
日－4691 
 

東方宗教（日本道教学会） 
創刊号、2~94(86欠) 

日－4692 
 

月刊しにか（大修館） 
1992年(1~12)、1993年(1~12)、1997年(1~3) 

日－4693 
 

問題と研究（東京 問題と研究出版） 
1972(12月号)、1973(2月号、4月号、6月号、7月号、10月号~12月号)、1974年(2月号、 
4月号、5月号、8月号、10月号、11月号）1975年（1月号、3月号、4月号、6月号）、 
1977(11月号)、1978(2､3､7､11月号)、1979(3月号、4月号) 

日－4694 
 

禅研究所紀要（愛知大学禅研究所） 
1971年(第１号)、1972年(第2号)、1975年(第4･5合併号)、1976年(第6号、第7号) 
1980年(第9号)、1982年(第11号)、1984(第12号、第13号)、1985年(第14号) 

日－4695 
 

大法輪（仏教出版社） 
昭和57年(7~12)、昭和58年(1~12)、昭和60年(3)、平成2年(11) 

日－4696 
 

文明のクロスロード（博物館等建設推進会議編） 
第24号、第25号、第31号、第32号、第35号、第37号~第66号、第70号 

日－4697 
 

歴史九州（九州歴史大学講座事務局） 
1966年（1月号）、1997年（2月号~12月号）、1998年（1月号~12月号）、1999年 
（1月号~12月号） 
2000年（1月号4月号、6月号~12月号）、2001年（7月号） 

日－4698 無限大（日本アイ･ビー･エム） 
 昭和55年（47号、48号）、昭和56年（53号）、昭和57年（56号、57号）、昭和58年 

（61号）昭和59年（62号）、昭和60年（66号、67号）、昭和61年（71号、72号）、 
昭和62年（74号~76号）昭和63年（77号~79号）、1989年（80号~83号）、1990年 
（84号、86号）、1991年（87号、88号） 

日－4699 
 

しっぴんぐ（日本財団図書館{電子図書館}） 
1980年（秋号）、1981年（春号）、1983年（春号、初夏号、夏号、秋号、冬号）、1984年 
（春号、夏号、秋号）1985年（春号、初夏号、夏号、秋号）、1986年（新春号） 

日－4700 
 

週刊朝日百科 世界の地理（朝日新聞社） 
昭和60年(71~76) 

日－4701 
 

週刊朝日ゼミナール（朝日新聞社） 
45~74、76、78、80、84、86、88、90、92、94 

日－4702 
 

えとのす（新日本教育図書） 
昭和56年（第16号）、昭和57年（第17号） 

日－4703 
 

縁 
1986年（№10）、1991年(No. 38,  39,  40,  43),  1992年（No .45~49）、1993年 
（No.50）、1994年（No.56~58） 

日－4704 
 

漢文教室（大修館書店） 
昭和27年（第2号、第3号）、昭和28年（第8号）、昭和29年（第10号~第16号）、 
昭和43年（第84号）昭和53年（第124号、第125号）、昭和56年（第137号、 
第139号）、昭和57年（第141号、第143号）昭和58年（第146号、第147号） 
昭和59年（第148号）、昭和60年（第151号）、昭和63年（第160号）1990年 
（第165号）、1994年（第179号）、1995年（第180号） 

日－4705 
 

青淵（渋沢栄一記念財団） 
平成3年（7月号、10月号）、平成4年（1月号、4月号、7月号、10月号）、平成5年 
1月号､2月号、4月号、7月号10月号）、平成6年（1月号、4月号、5月号、7月号、 
10月号）、平成7年（1月号） 

日－4706 
 

エピステーメー（朝日出版社） 
1975年（11月号）、1976.年（1月号、4月号、7月号）、1977年（11月号）、1978年 
（2月号） 

日－4707 
 

中国（東大中国学会） 
第1号（1986年） 
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番号 書名・著者・出版社・版年・規格 
日－4708 
 

中国語（大修館書店） 
第4号、第6号、第11号、1966年（11月号）、1967年（2月号~12月号）、 
1968年（1月号、2月号）1973年（10月号~12月号）、1974年（3月号~5月号） 

日－4709 
 

第三文明（第三文明社） 
1973年（9月号~12月号）、1974年（1月号~6月号） 

日－4710 冊府（彙文堂書店） 
昭和乙未年（第2号）、昭和丙申年（第4号、第5号）、昭和32年（第6号、第7号）、 
昭和33年（第8号、第9号） 

日－4711 
 

世界経済（世界政治経済研究所） 
昭和49年（10月号、11月号） 

日－4712 
 

世界（岩波書店） 
1977年（3月号）、1980.年（5月号、7月号）、1982年（9月号） 

日－4713 
 

野草（中国文芸研究会） 
1970年（創刊号）、1971年（第2号~第5号） 

日－4714 
 

新潮（新潮社） 
昭和31年（第53巻・11月号）、昭和46年（第68巻・第2号） 

日－4715 
 

中外（中外文化事業有限公司） 
1979年（№282）、1980年（№284）、No.214~No.219 

日－4716 国華（国華社） 
昭和38年(第857号),  昭和40年(第876号),  昭和42年(第908号、第909号) 

日－4717 
 

すばる（集英社文芸季刊誌） 
1970年（Vol.2）、1971年（ Vol.3、4）、1972年（Vol.9、10）、1973年（Vol.11、12） 

日－4718 
 

ＮＨＫテレビ さわやかくらぶ（日本放送協会出版） 
平成2年（4月号-9月号、11、12月号）、平成3年（1月号~3月号） 

日－4719 日本人 
日－4720 
 

筑紫野（鶴福岡支部句会報） 
1976年（8、9、11、12）、1977年（2-７、10）、1978年（1-3） 

日－4721 心錬 
創刊号、第2号 

日－4722 
 

書論（書論研究会） 
第2号、第3号（1973年秋）、第4号、第5号（1974年秋）、第6号、第9号号 

日－4723 
 

書と書論 
第2-5号、8号 

日－4724 墨美 （墨美社） 
1968年3月号 
第97号（敦煌写経 1960年） 、第119号（北朝写経 1962年）、第120号（北魏写本華厳経
1962年） 第136号（夏目漱石 1964年）、第156号（誠実論 1966年）、第179号（墨美手 
鑑 1968年） 第194号（園田湖城 1969年）  

日－4725 
 

創造の世界 
1~11、17、24、25、27-31 

日－4726 茨城一元（書道一元会 永易渓文編輯） 
第3号~第5号、第27号 

日－4727 春秋 （春秋社） 
1982年（7月号-12月号）、1983年（1月号-12月号）、1984年（1月号-12月号）、1985年（1 
月号-11月号）1986年（1-3月号）、1989年（1月号~10月号、12月号）、1990年（1月号）、 
2000年4月号） 

日－4728 
 

精神開発室紀要（富山県教育委員会） 
昭和45年4月号 

日－4729 
 
 
 

仏教（宝蔵館） 
No.1、7、8、12、13 

 18 



番号 書名・著者・出版社・版年・規格 
日－4730 
 

アーガマ（阿含宗総本山出版） 
1984年(8、10、11)、1985年(3、8~12)、1986年(1~12)、1987年(1~12)、1988年(1~12)、 
1989年(1~3、8~12)1990年(9~12)、1991年(1~5)、1992年(春季、夏季、秋季、冬季)、 
1993年(春季、夏季、冬季) 

日－4731 観音講座たより 
第19-21、24-32号 

日－4732 清水 
69、72、73、74、75、76、78-86、88-94 

日－4733 
 

金光図書館報 土（金光図書館） 
117、119、120-125、いのちの今 

日－4734 
 

金光教学（金光教学研究所/編） 
23~26 

日－4735 
 

密教講座（平河出版社） 
第1巻第10号（昭和52年3月）  

日－4736 
 

宗教研究（日本宗教学会） 
第43巻第１輯（昭和44年12月） 

日－4737 
 

創価学会ニュース（創価学会広報室） 
1986年（8-12月）、1987年（1-3、5、7月）、1990年（5月）、1992年（5月）、 
1993年（4-9、11、12月）、1994（ 2-4月） 

日－4738 歴史と人物（中央公論社） 
昭和46年（4月号、6月号、9月号）、昭和48年（2月号）、昭和49年（1月号）、和50年 
（1月号、11月号）昭和58年（2月号、4月号、5月号、7月号）、昭和59年（2月号） 

日－4739 理想（理想社） 
1970年（11月号）、1977年（12月号）、1978年（8月号）、1984年（12月号） 

日－4740 流動 （流動出版） 
1979年（6月号）、1980年（5月号） 

日－4741 歴史公論 （雄山閣） 
1976年（10月号） 

日－4742 歴史読本 （新人物往来社） 
1976年（8月号）、1982年（3月号）、1987年（6月号）、1988年3月号、12月号）、 
1990年（4月号）、1991年（4月号）、1997年（10月号） 

日－4743 文藝春秋（文藝春秋社） 
1965年（8月号）、1969年（5月号）、1972年（2月号）、1983年（10月号）、1985年 
（2月号）、1997年（4月号）、2002年（4月号） 

日－4744 
 

学文 
昭和12年（5月号、10月号）、昭和14年（4月号）、昭和53年（6月号） 

日－4745 
 

画報千年史 （国際文化情報社） 
1958年（第1~10集） 

日－4746 
 
シルクロード学研究（シルクロード学研究センター）  
第4巻（中央アジア北部の仏教遺跡の研究、1977年9月） 

日－4747 
 

月刊文化財発掘情報（ジャパン通信社） 
1986年6月号、1986年11月号 

日－4748 
 

尚志（尚志会） 
第184号（昭和11年10月） 

日－4749 
 

大地（大地の会） 
量深別冊15（1982年6月）、別冊 IX（昭和51年6月） 

日－4750 
 

ＰＨＰ （ＰＨＰ研究所） 
平成４年（４月号、５月号、６月号） 

日－4751 
 

Ｃｈａｌａｚａ （くもん子ども研究所） 
1991年（春、秋）、1992年（春、夏、秋）、1993年（冬） 

日－4752 
 

ＣＥＬ （大阪ガスエネルギー文化研究所） 
1-12、14-28、51 
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番号 書名・著者・出版社・版年・規格 
日－4753 
 
 

ＦＵＪＩＴＵ 飛翔 （「富士通飛翔」編集室） 
1995年（No.20、21、22）、1996年（No.23、24、25）、1997年（No.27、29）、 
1998年（No.30-33）1999年（No.34、35） 

日－4754 
 

ＯＮ ＴＨＥ ＬＩＮＥ （国際通信文化協会） 
1990年（11月）、1992年（1月-12月）、1993年（1月-12月） 

日－4755 
 

ＭＵＳＥＵＭ（東京国立博物館美術誌） 
Ｎｏ．１７４（1965年9月）  Ｎｏ．２６７（1973年6月）   

日－4756 
 

Infordia 
1987年（4~7） 

日－4757 
 
韓（韓国研究院） 
第5巻第5･6合併号（1976年6月） 

日－4758 
 

淡江学報 （淡江文理学院出版） 
第6期、第7期 

日－4759 
 

歴史研究 （「歴史研究」編集委員会） 
1954年-2、1956年-3 

日－4760 
 

中国歴史博物館館刊（文物出版社） 
1986年（9）、1989年（13、14） 

日－4761 
 

文史（新建設編輯所 中華書局出版社） 
第1~11輯、第38~52輯（第46､47輯欠） 

日－4762 
 

文学評論（人民文学出版社） 
1962年（3月-6月）、1963年（1月、2月） 

日－4763 
 

中国道教 （中国道教会編輯出版） 
1987年（1期~3期） 

日－4764 
 

世界宗教研究 （中国社会科学出版社） 
1981年（第3集）、1982年（第3期）、1985年（第1、2、4期）、1986年（第1~4期）、 
1987年（第1~4期）1988年（第1~4期）、1989年（第1、2、4期）、1990年（第1~4期）、 
1991年（第1、2、3期）、1992年（第4期）、1993年（第1期） 

日－4765 
 

世界宗教資料 （中国社会科学出版社） 
1981年（第1~4期）、1985年（第4期）、1986年（第1~4期）、1987年（第1、2、4期）、 
1988年（第1~4期）1989年（第1、2、4期）、1990年（第1~4期）、1991年（第1、2、3 
期）、1992年（第1、4期） 

日－4766 文物（文物出版社） 
1980年（第3期）、1993年（第1期～第12期）、1994年（第4期）、1999年（第1期～ 
第12期）2000年（第1期～第12期）、2001年（第1期～第4期、第6期～第10期） 

日－4767 
 

文物資料叢刊（文物出版社） 
1~10 

日－4768 
 

漢学研究通訊（漢学研究服務中心） 
第1巻第（1期、第2期） 

日－4769 
 

考古（中国社会科学院考古研究所） 
総目索引（1955年第1期~1984年第5期）   
1994年（第4期）、1998年（第1期-第12期）、1999年（第1期-第3期） 

日－4770 
 

考古興文物 （「考古与文物」編輯部） 
1988年（5、6）、1989年（5） 

日－4771 
 

考古学和科技史（科学出版社） 
第14号 

日－4772 
 

考古学報 
1956年（第4期）士喪禮既夕禮中所記載的喪葬制度  

日－4773 
 

考古学 
1972年（第1号）満城漢墓発掘紀要 陳公柔  

日－4774 
 

農業考古 （農業出版社） 
1989年-1 
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番号 書名・著者・出版社・版年・規格 
日－4775 
 

故宮博物院院刊（故宮博物院院） 
1960年（第2期） 

日－4776 
 

雲南民族学院学報（雲南民族学院学報編輯部） 
1990年（1-4）、1991年（1） 

日－4777 湖南博物館（文集）（湖南省博物館） 
日－4778 
 

南京博物院（南京博物院編） 
1981年（2-4）集刊 

日－4779 
 

淅江省文物考古所（淅江省文物考古編集部） 
1989年-1 

日－4780 江西文物（江西文物編輯部） 
1989年-1 

日－4781 
 

東南文化（南京博物院） 
1988年-5 

日－4782 
 

登封石名勝文物志（河南省登封県地方志編纂委員会） 
1985年5月 

日－4783 西安半坡（文物出版社） 
日－4784 
 

掩城文博通調 （掩城博物館） 
1989年 

日－4785 
 

中国田野考古報告書（中国科学院考古研究所編著 科学出版社出版） 
長沙発掘報告書 1975年 
洛陽中洲路 1959年-1 
洛陽焼溝漢墓（上下冊） 1959年-12 
江蘇徐州漢書象石 1959年-8 
唐長安大明宮  1959年 
恐県鉄生溝  1962年 

日－4786 中国銅鼓研究会第２次学術討論会論文集（文物出版社） 
日－4787 
 

思想戦線（雲南大学学報編輯部） 
1991年（4-5） 

日－4788 
 

中国中日関係史研究会会刊 
1987年（1-3）  

日－4789 人民中国 
1961年（6月号）、1962年（7月号）、1963年（12月号）、1964年（1月号~9月号、 
11月号）、1965年（1月号~12月号）、1966年1月号~12月号）、1967年（1月号、 
2月号）、1971年（10月号）、1972年（9月号）、1973年（6月号）、1978.1年（6月号）、 
1979年（2月号）、1980年（2月号~5月号、8月号、9月号、11月号）、1981年4月号、 
7月号~12月号）、1982年（1月号、2月号）、1985年（9月号）、1992年1月号~12月号）、 
1993年（1月号~12月号）、1998年1月号、2月号） 

日－4790 
 

人民画報（人民画報社） 
1961年（第4期-第12期）、1962年（第1期、第3期―第8期） 

日－4791 
 

中国画報（極東書店） 
1961年（4、5、5・附録、7、10、12）、1962年（2、8-12）、1963年（1-12）、1966年 
（1-12）、1967年（1-12、11・附録）、1968年（1）、1972年（1-12、11・特集）、1973年 
（1-12、8・附録）1974（1、2、4-12）、1975年（12）、1976年（1-3、8-12）、1977年 
（1-12）、1978年（1-3）、1978年（4-6、8、9、11、12）、1979年（1-8）、1980年（5）、 
1982年（4-12）、1983年（1-12）、1984年（1-12）、1985年（1-12）、1997年（1-12）、 
1998年（1-12） 
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日－4792 北京周報（北京外文出版社） 
1963年：No.1~23 (No.5 欠)、1964年：No.1~52（No.4 欠）、1965年：No.1~52（揃）、 
1966年：No.1~52（揃）、1967年：No.1~52（揃）、1968年：No.1~52（揃）、1969年： 
No.1~52（No.9欠）、（1970年―1974年分欠）1975年：No.1~52（No.14-22欠）、 
1976年：No.1~52（No.1-36欠）、1977年：No.1~52 （揃）、1978年：No.1~52 
（No.40欠）、1979年：No.1~52（No.38 欠）、1980年: No.1~52 （No.5,25,36,39欠）  
1981年：No.1~52 （揃） 
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