
調布市武者小路実篤記念館 2020年11月28日作成
閲覧室・開架図書リスト

資料番号 分類 タイトル 著作者 日付 発行者

1715 図書 【資料名】ほくろの呼鈴父実篤回想 【著・作者】武者小路辰子
【発行年月日】昭和58年11月29日 【発行年月日】昭和58
年11月29日

【発行・制作所】筑摩書房 【発行・制作所住所】東京都千
代田区神田小川町二-八 【発行・制作者】布川角左衛門

5499 図書
【資料名】武者小路実篤画文集1，西洋の美術家たち 【シ
リーズ名】武者小路実篤画文集

【発行年月日】昭和60年11月15日
【発行・制作所】福武書店 【発行・制作所住所】東京都千
代田区九段南二-三-二八 【発行・制作者】福武哲彦

5500 図書
【資料名】武者小路実篤画文集2，東洋の美術家たち 【シ
リーズ名】武者小路実篤画文集

【発行年月日】昭和60年11月10日 【発行年月日】昭和60
年11月10日

【発行・制作所】福武書店 【発行・制作所住所】東京都千
代田区九段南二-三-二八 【発行・制作者】福武哲彦

5501 図書 【資料名】武者小路実篤画文集

5502 図書
【資料名】武者小路実篤画文集4，人間について 【シリー
ズ名】武者小路実篤画文集

【発行年月日】昭和61年1月10日 【発行年月日】昭和61年
1月10日

【発行・制作所】福武書店 【発行・制作所住所】東京都千
代田区九段南二-三-二八 【発行・制作者】福武哲彦

5503 図書
【資料名】武者小路実篤画文集5，自然について 【シリー
ズ名】武者小路実篤画文集

【発行年月日】昭和61年2月10日 【発行年月日】昭和61年
2月10日

【発行・制作所】福武書店 【発行・制作所住所】東京都千
代田区九段南二-三-二八 【発行・制作者】福武哲彦

5504 図書
【資料名】武者小路実篤画文集6，詩と人生 【シリーズ
名】武者小路実篤画文集

【発行年月日】昭和61年3月10日 【発行年月日】昭和61年
3月10日

【発行・制作所】福武書店 【発行・制作者】福武哲彦

16953 図書 【資料名】詩の花びら 【著・作者】武者小路実篤 【発行年月日】平成4年2月26日
【発行・制作所】新しき村東京支部木曜会 【発行・制作所
住所】東京都千代田区神田神保町二ー十一 【発行・制作
者】欠

16957 図書 【資料名】詩の花びら 第二集 【著・作者】武者小路実篤
【発行年月日】平成9年7月25日 【発行年月日】平成6年2月
26日

【発行・制作所】新しき村東京支部木曜会 【発行・制作所
住所】東京都千代田区神田神保町二ー十一 【発行・制作
者】欠

29618 図書 【資料名】龍となれ雲自ずと来る 【著・作者】武者小路実篤 【発行年月日】平成22年3月11日
【発行・制作所】清流出版 【発行・制作所住所】東京都千
代田区神田神保町3-7-1

30928 図書 【資料名】父・実篤の周辺で 【著・作者】武者小路 辰子
【発行・制作所】調布市武者小路実篤記念館〈友の会〉
【発行・制作所住所】東京都調布市葉町1-8-30

14704 図書
【資料名】Long Corridor「長い廊下」英訳武者小路実篤詩
集

【著・作者】エップ，ロバート 【発行年月日】1996- 【発行年月日】1996c
【発行・制作所】Yakusha 【発行・制作所住所】Post
Office Box #666、Stansood、WA 98292-0666

15002 図書 【資料名】武者小路実篤研究，実篤と新しき村 【著・作者】大津山国夫
【発行年月日】平成9年10月15日 【発行年月日】平成9年
10月15日

【発行・制作所】明治書院 【発行・制作所住所】東京都千
代田区神田錦町1-16 【発行・制作者】三樹譲

15358 図書 【資料名】友情（AMISTAD）：スペイン語版 【著・作者】武者小路実篤 【発行年月日】1998年6月25日
【発行・制作所】Luna Books** 【発行・制作所住所】鎌倉
市大町4ー8ー6

19 図書 【資料名】愛慾 【著・作者】武者小路実篤 【発行年月日】大正15年3月8日
【発行・制作所】改造社 【発行・制作所住所】東京市芝區
愛宕下町一丁目一番地 【発行・制作者】山本美

38 図書 【資料名】或る男と創物者 【著・作者】武者小路實篤
【発行年月日】昭和41年2月15日 【発行年月日】昭和41年
2月15日

【発行・制作所】角川書店 【発行・制作所住所】東京都千
代田区富士見町二ノ七 【発行・制作者】角川源義

39 図書 【資料名】或る青年の夢 【著・作者】武者小路實篤 【発行年月日】昭和21年9月20日
【発行・制作所】新珠書房 【発行・制作所住所】東京都世
田谷區世田谷四ノ七二〇 【発行・制作者】先生友恒

53 図書 【資料名】井原西鶴 【シリーズ名】日本小説文庫7 【著・作者】武者小路實篤 【発行年月日】昭和7年1月25日
【発行・制作所】春陽堂 【発行・制作所住所】東京・日本
橋・通三丁目 【発行・制作者】和田利彦

67 図書 【資料名】思い出の人々 【シリーズ名】講談社現代新書 【著・作者】武者小路実篤
【発行年月日】昭和41年1月16日 【発行年月日】昭和41年
1月16日

【発行・制作所】講談社 【発行・制作所住所】東京都文京
区音羽町3の19 【発行・制作者】野間省一

79 図書 【資料名】希望と囘想 【著・作者】武者小路實篤
【発行年月日】昭和17年10月20日 【発行年月日】昭和17
年10月20日

【発行・制作所】河出書房 【発行・制作所住所】東京市日
本橋區通三丁目一番地 【発行・制作者】河出孝雄

85 図書 【資料名】空海 【著・作者】武者小路實篤 【発行年月日】昭和23年10月5日
【発行・制作所】山本書店 【発行・制作所住所】東京都千
代田區神田神保町二ノ十一 【発行・制作者】山本武夫



110 図書 【資料名】西郷隆盛 【著・作者】武者小路實篤
【発行年月日】昭和16年2月18日 【発行年月日】昭和13年
10月20日

【発行・制作所】大日本雄辯会講談社 【発行・制作所住
所】東京市小石川區音羽町三丁目十九 【発行・制作者】高
木義賢

136 図書 【資料名】死に克つには 【著・作者】武者小路實篤 【発行年月日】大正15年7月18日
【発行・制作所】春秋社 【発行・制作所住所】東京市日本
橋區數寄屋町一番地 【発行・制作者】神田豊穂

191 図書 【資料名】新戀愛と結婚 【著・作者】武者小路實篤 【発行年月日】昭和23年3月25日
【発行・制作所】亨栄出版社 【発行・制作所住所】東京都
台東區車坂町四番地 【発行・制作者】中田秀夫

209 図書 【資料名】第三の隱者の運命 上 【著・作者】武者小路實篤 【発行年月日】昭和21年9月25日
【発行・制作所】細川書店 【発行・制作所住所】東京都神
田區松富町一番地 【発行・制作者】細川武夫

237 図書 【資料名】日蓮 【著・作者】武者小路實篤
【発行年月日】昭和18年12月25日 【発行年月日】昭和18
年12月25日

【発行・制作所】聖紀書房 【発行・制作所住所】東京都神
田區神保町一ノ二二 【発行・制作者】藤岡淳吉

265 図書 【資料名】初恋 【著・作者】武者小路実篤 【発行年月日】昭和21年6月1日
【発行・制作所】北信出版社 【発行・制作所住所】東京都
京橋區湊町二ノ十八 【発行・制作者】渡邊行夫

290 図書 【資料名】文学とは何か 文学を志す人に 【著・作者】武者小路實篤 【発行年月日】昭和32年6月12日
【発行・制作所】潮文社 【発行・制作所住所】東京都新宿
区市ケ谷田町三ノ二一第一銀行内 【発行・制作者】小島正

303 図書 【資料名】牧野元次郎 【著・作者】武者小路實篤 【発行年月日】昭和10年12月23日
【発行・制作所】学芸社 【発行・制作所住所】東京市京橋
區銀座西八丁目五 【発行・制作者】廣田義夫

318 図書 【資料名】無車詩集 【著・作者】武者小路實篤 【発行年月日】昭和16年4月3日
【発行・制作所】甲鳥書林 【発行・制作所住所】東京市神
田區鎌倉町七，京都市下鴨泉川町六 【発行・制作者】中市
弘

321 図書 【資料名】牟禮隨筆 【著・作者】武者小路實篤 【発行年月日】昭和14年3月19日
【発行・制作所】大日本雄弁会講談社 【発行・制作所住
所】東京市小石川區音羽町三丁目十九番地 【発行・制作
者】高木義賢

322 図書 【資料名】目出たし 【著・作者】武者小路實篤 【発行年月日】昭和31年3月24日
【発行・制作所】新世書房 【発行・制作所住所】東京都千
代田区神田三崎町二ノ一 【発行・制作者】鳥居武二

325 図書 【資料名】望月軍四郎 【著・作者】武者小路實篤 【発行年月日】昭和17年2月1日
【発行・制作所】誠徳会 【発行・制作所住所】東京市麹町
區大手町二丁目二番地丸ノ内野村ビル三二五號 【発行・制
作者】望月稲次郎

331 図書 【資料名】耶蘇 【著・作者】武者小路實篤 【発行年月日】大正15年5月25日
【発行・制作所】新潮社 【発行・制作所住所】東京市牛込
區矢來町三番地 【発行・制作者】佐藤義亮

596 図書 【資料名】息子の結婚 【著・作者】武者小路實篤 【発行年月日】昭和17年4月20日
【発行・制作所】桜井書店 【発行・制作所住所】東京市小
石川區大塚町三三番地 【発行・制作者】櫻井均

601 図書 【資料名】我が人生と文学，文学に志す人に 【著・作者】武者小路實篤 【発行年月日】昭和29年12月10日
【発行・制作所】要書房 【発行・制作所住所】東京都文京
区駒込曙町十一 【発行・制作者】前田善子

719 図書 【資料名】人生論（中国語） 【著・作者】武者小路実篤 【発行・制作所】浙江人民出版社

918 図書 【資料名】幸福な家族 【著・作者】武者小路実篤 【発行年月日】昭和15年10月20日
【発行・制作所】中央公論社 【発行・制作所住所】東京市
麹町區丸ノ内二丁目丸ノ内ビルデイング五八八區 【発行・
制作者】木田開

978 図書 【資料名】お目出度き人 【著・作者】武者小路實篤 【発行年月日】昭和21年5月10日
【発行・制作所】壮文社 【発行・制作所住所】東京都神田
區西神田二ノ二三 【発行・制作者】入野喜一

980 図書 【資料名】彼が三十の時 【著・作者】武者小路實篤 【発行年月日】大正4年2月23日
【発行・制作所】洛陽堂 【発行・制作所住所】東京市麹町
區平河町五丁目三六 【発行・制作者】河本龜之助

994 図書 【資料名】人生を斯く考える 【著・作者】武者小路實篤 【発行年月日】大正14年7月10日
【発行・制作所】新潮社 【発行・制作所住所】東京市牛込
區矢來町三番地 【発行・制作者】佐藤義亮

995 図書 【資料名】生命に役立つ爲に 【著・作者】武者小路実篤
【発行年月日】大正15年10月15日 【発行年月日】大正14
年10月1日

【発行・制作所】春秋社 【発行・制作所住所】東京市日本
橋區數寄屋町一番地 【発行・制作者】神田豐穗

1587 図書
【資料名】私の履歴書，文化人1 【シリーズ名】私の履歴
書

【著・作者】武者小路実篤
【発行年月日】昭和58年10月5日 【発行年月日】昭和58年
10月5日

【発行・制作所】日本経済新聞社 【発行・制作所住所】東
京都千代田区大手町一ノ九ノ五 【発行・制作者】前田哲司



1655 図書 【資料名】武者小路実篤論「新しき村」まで 【著・作者】大津山国夫 【発行年月日】昭和49年2月25日
【発行・制作所】東京大学出版会 【発行・制作所住所】東
京都文京区本郷東大構内 【発行・制作者】福武直

1736 図書 【資料名】武者小路実篤，日本の超越主義者 【著・作者】米山禎一 【発行年月日】昭和50年3月1日
【発行・制作所】大新書局 【発行・制作所住所】台北市仁
愛路三段24巷一弄5-1號 【発行・制作者】米山禎一

2877 図書 【資料名】一本の枝 【著・作者】武者小路實篤 【発行年月日】大正9年4月10日
【発行・制作所】新潮社 【発行・制作所住所】東京市牛込
區矢來町中の丸 【発行・制作者】佐藤義亮

2878 図書 【資料名】蝸牛獨語 【著・作者】武者小路實篤 【発行年月日】昭和15年3月7日
【発行・制作所】中央公論社 【発行・制作所住所】東京市
麹町區丸の内二丁目丸の内ビルデイング五八八區 【発行・
制作者】木田開

2892 図書 【資料名】牧谿と梁楷 【著・作者】武者小路實篤 【発行年月日】昭和21年10月15日
【発行・制作所】座右宝刊行会 【発行・制作所住所】東京
都淀橋區下落合一ノ四七三 【発行・制作者】後藤眞太郎

4399 図書 【資料名】愛情の書 【著・作者】武者小路實篤
【発行年月日】昭和33年5月12日 【発行年月日】昭和33年
5月12日

【発行・制作所】再建社 【発行・制作所住所】東京都文京
区真砂町30番地 【発行・制作者】野口七之輔

4405 図書 【資料名】愛と死 【シリーズ名】アイドル・ブックス12 【著・作者】武者小路実篤 【発行年月日】昭和40年11月5日
【発行・制作所】ポプラ社 【発行・制作所住所】東京都新
宿区須賀町5 【発行・制作者】久保田忠夫

4418 図書 【資料名】愛と死 【シリーズ名】小山文庫28 【著・作者】武者小路實篤 【発行年月日】昭和25年1月30日
【発行・制作所】小山書店 【発行・制作所住所】東京都千
代田區富士見町二ノ一二 【発行・制作者】小山久二郎

4461 図書 【資料名】暁 【著・作者】武者小路實篤 【発行年月日】昭和21年7月20日
【発行・制作所】前田出版社 【発行・制作所住所】東京都
神田區神保町一ノ五三 【発行・制作者】前田豊秀

4498 図書 【資料名】ある男の雑感 【著・作者】武者小路実篤 【発行年月日】昭和36年1月1日
【発行・制作所】実業之世界社 【発行・制作所住所】東京
都港区芝公園五ノ十 【発行・制作者】野依秀市

4517 図書 【資料名】井原西鶴 【著・作者】武者小路實篤 【発行年月日】昭和14年10月30日
【発行・制作所】甲鳥書林 【発行・制作所住所】東京市世
田谷區太子堂町一七一，京都市左京區下鴨泉川町六番地
【発行・制作者】中市弘

4529 図書 【資料名】畫をかく喜び 【著・作者】武者小路實篤 【発行年月日】昭和32年3月1日
【発行・制作所】創元社 【発行・制作所住所】大阪市北区
樋上町四五番地 【発行・制作者】矢部良策

4558 図書 【資料名】武者小路實篤詩集 歡喜 【著・作者】武者小路實篤 【発行年月日】昭和22年8月25日
【発行・制作所】双山社 【発行・制作所住所】東京都中央
區銀座八ノ二出雲ビル 【発行・制作者】和田謙三

4560 図書 【資料名】考え方思い方 【著・作者】武者小路実篤 【発行年月日】昭和42年3月30日
【発行・制作所】実業之世界社 【発行・制作所住所】東京
都港区芝公園5号地10 【発行・制作者】野依秀市

4567 図書 【資料名】君の情熱と僕の真実 【シリーズ名】心の対話 【著・作者】武者小路実篤
【発行年月日】昭和43年11月25日 【発行年月日】昭和43
年11月25日

【発行・制作所】日本ソノサービスセンター 【発行・制作
所住所】東京都中央区日本橋小舟町一ノ二 【発行・制作
者】大池文雄

4571 図書 【資料名】空想先生 【著・作者】武者小路實篤
【発行年月日】昭和28年11月5日 【発行年月日】昭和28年
11月5日

【発行・制作所】河出書房 【発行・制作所住所】東京都千
代田區神田小川町三ノ八 【発行・制作者】河出孝雄

4586 図書 【資料名】藝に生きる人々 【著・作者】武者小路實篤 【発行年月日】昭和23年2月25日
【発行・制作所】座右宝刊行会 【発行・制作所住所】東京
都新宿區下落合四ノ一九九五 【発行・制作者】後藤眞太郎

4595 図書 【資料名】孔子 【著・作者】武者小路實篤 【発行年月日】昭和16年1月21日
【発行・制作所】大日本雄弁会講談社 【発行・制作所住
所】東京市小石川區音羽町二丁目十九 【発行・制作者】高
木義賢

4609 図書 【資料名】幸福者 【著・作者】武者小路實篤 【発行年月日】昭和21年9月20日
【発行・制作所】自在書房 【発行・制作所住所】東京都品
川區大井町庚塚四九五一番地 【発行・制作者】播本脩三

4626 図書 【資料名】弧獨の魂 【著・作者】武者小路實篤 【発行年月日】大正15年9月20日
【発行・制作所】改造社 【発行・制作所住所】東京市芝區
愛宕下町一丁目一番地 【発行・制作者】山本美

4634 図書 【資料名】湖畔の畫商 【著・作者】武者小路實篤
【発行年月日】昭和15年6月5日 【発行年月日】昭和15年6
月5日

【発行・制作所】甲鳥書林 【発行・制作所住所】東京市京
橋區銀座三ノ四，京都市佐原區下鴨泉川町六 【発行・制作
者】中市弘



4648 図書 【資料名】三笑 【シリーズ名】文學新輯1 【著・作者】武者小路實篤
【発行年月日】昭和19年12月8日 【発行年月日】昭和19年
11月15日

【発行・制作所】小山書店 【発行・制作所住所】東京都麹
町區飯田町二丁目十一番地 【発行・制作者】小山久二郎

4653 図書 【資料名】詩集 【著・作者】武者小路實篤 【発行年月日】昭和5年4月1日
【発行・制作所】日向堂 【発行・制作所住所】東京市神田
區表猿樂町二番地 【発行・制作者】坂井忍

4699 図書 【資料名】我が人生觀 【著・作者】武者小路實篤 【発行年月日】昭和27年10月30日
【発行・制作所】要書房 【発行・制作所住所】東京都文京
區駒込曙町十一 【発行・制作者】前田善子

4708 図書 【資料名】我が讀書論 【著・作者】武者小路實篤 【発行年月日】昭和28年3月30日
【発行・制作所】要書房 【発行・制作所住所】東京都文京
區駒込曙町十一 【発行・制作者】前田善子

4715 図書 【資料名】Two fables of Japan 【著・作者】Saneatsu Mushakoji 【発行年月日】昭和32年4月25日
【発行・制作所】北星堂書店 【発行・制作所住所】東京都
千代田区神田錦町3ノ12番地 【発行・制作者】中土順平

4718 図書 【資料名】Friendship 【著・作者】武者小路実篤 【発行年月日】昭和33年8月30日
【発行・制作所】北星堂書店 【発行・制作所住所】東京都
千代田区神田錦町3丁目12番地 【発行・制作者】中土順平

4740 図書 【資料名】詩と劇 【著・作者】武者小路實篤 【発行年月日】昭和20年10月15日
【発行・制作所】筑摩書房 【発行・制作所住所】東京都本
郷區元町一ノ一三 【発行・制作者】古田晁

4751 図書 【資料名】釋迦 【著・作者】武者小路實篤 【発行年月日】昭和27年5月31日
【発行・制作所】大日本雄弁会講談社 【発行・制作所住
所】東京都（小石川局區内）文京區音羽町三ノ一九 【発
行・制作者】野間省一

4754 図書 【資料名】釋迦と其弟子 【シリーズ名】歴史物傑作選集4 【著・作者】武者小路實篤 【発行年月日】大正13年12月15日
【発行・制作所】而立社 【発行・制作所住所】東京青山南
町三ノ五五 【発行・制作者】面家莊佶

4768 図書 【資料名】人生随想 【著・作者】武者小路實篤 【発行年月日】昭和35年10月1日
【発行・制作所】雪華社 【発行・制作所住所】東京都中央
区京橋一ノ七 【発行・制作者】栗林茂

4776 図書 【資料名】人生と藝術 【著・作者】武者小路實篤
【発行年月日】昭和16年11月20日 【発行年月日】昭和16
年11月10日

【発行・制作所】河出書房 【発行・制作所住所】東京市日
本橋區通三丁目一番地 【発行・制作者】河出孝雄

4785 図書 【資料名】詩集 人生の特急車の上で一人の老人 【著・作者】武者小路実篤
【発行年月日】昭和44年3月27日 【発行年月日】昭和44年
3月27日

【発行・制作所】皆美社 【発行・制作所住所】東京都千代
田区神田神保町二丁目二十一番地 【発行・制作者】関口弥
重吉

4799 図書 【資料名】人生問答 【著・作者】武者小路實篤 【発行年月日】昭和29年11月10日
【発行・制作所】池田書店 【発行・制作所住所】東京都千
代田區神田三崎町貳の貳拾四番地 【発行・制作者】池田敏
子

4827 図書 【資料名】人生論 【著・作者】武者小路實篤 【発行年月日】昭和29年12月20日
【発行・制作所】池田書店 【発行・制作所住所】東京都千
代田區神田三崎町貳の貳拾四番地 【発行・制作者】池田敏
子

4865 図書 【資料名】續人生論 【著・作者】武者小路實篤 【発行年月日】昭和30年6月10日
【発行・制作所】池田書店 【発行・制作所住所】東京都千
代田區神田三崎町貳の貳拾四番地 【発行・制作者】池田敏
子

4881 図書 【資料名】第三の隱者の運命 下 【著・作者】武者小路實篤 【発行年月日】昭和21年11月20日
【発行・制作所】細川書店 【発行・制作所住所】東京都神
田區松富町一番地 【発行・制作者】細川武夫

4895 図書 【資料名】徒然草私感 【シリーズ名】一時間文庫 【著・作者】武者小路實篤 【発行年月日】昭和29年8月31日
【発行・制作所】新潮社 【発行・制作所住所】東京都新宿
區矢來町71 【発行・制作者】佐藤亮一

4913 図書 【資料名】虹 【著・作者】武者小路實篤 【発行年月日】昭和21年8月25日
【発行・制作所】政経春秋社 【発行・制作所住所】東京都
麹町區丸ノ内三ノ十二 【発行・制作者】永井國雄

4918 図書 【資料名】二宮翁夜話私感 【著・作者】武者小路實篤 【発行年月日】昭和31年7月30日
【発行・制作所】増田兄弟 【発行・制作所住所】発行者住
所横濱市中區本町四丁目三九 【発行・制作者】増田兄弟

4923 図書 【資料名】日本太郎 【シリーズ名】あかね文庫3 【著・作者】武者小路実篤
【発行年月日】昭和34年6月30日 【発行年月日】昭和34年
6月30日

【発行・制作所】あかね書房 【発行・制作所住所】東京都
千代田区西神田二の一九 【発行・制作者】岡本陸人

4937 図書 【資料名】のんきな男とのんきな造物者 【著・作者】武者小路實篤 【発行年月日】昭和40年5月12日

4946 図書 【資料名】のんきな人達 【著・作者】武者小路實篤
【発行年月日】昭和28年12月15日 【発行年月日】昭和28
年12月15日

【発行・制作所】雲井書店 【発行・制作所住所】東京都千
代田区西神田2-25 【発行・制作者】雲井武子



4950 図書 【資料名】馬鹿一 【著・作者】武者小路實篤
【発行年月日】昭和28年1月10日 【発行年月日】昭和28年
1月10日

【発行・制作所】河出書房 【発行・制作所住所】東京都千
代田區神田小川町三ノ八 【発行・制作者】河出孝雄

4959 図書 【資料名】馬鹿一の一生 【著・作者】武者小路實篤 【発行年月日】昭和39年5月12日
【発行・制作所】警醒社書店 【発行・制作所住所】東京都
千代田区九段一ノ一 【発行・制作者】福永重勝

4964 図書 【資料名】白雲先生 【著・作者】武者小路實篤
【発行年月日】昭和34年4月10日 【発行年月日】昭和34年
4月10日

【発行・制作所】角川書店 【発行・制作所住所】東京都千
代田区富士見町二ノ七 【発行・制作者】角川源義

4970 図書
【資料名】はなさかじいさん 【シリーズ名】講談社の絵
本・ポケット版8

【著・作者】武者小路実篤
【発行年月日】昭和52年2月10日 【発行年月日】昭和52年
2月10日

【発行・制作所】講談社 【発行・制作所住所】東京都文京
区音羽2-12-21 【発行・制作者】野間省一

4972 図書 【資料名】花は満開 【著・作者】武者小路實篤
【発行年月日】昭和29年5月10日 【発行年月日】昭和29年
5月10日

【発行・制作所】角川書店 【発行・制作所住所】東京都千
代田區富士見町二の七 【発行・制作者】角川源義

4979 図書 【資料名】母と子 【著・作者】武者小路實篤 【発行年月日】昭和2年10月10日
【発行・制作所】改造社 【発行・制作所住所】東京市麹町
區内幸町一丁目三番地 【発行・制作者】山本美

4986 図書 【資料名】美術を語る 【著・作者】武者小路實篤 【発行年月日】昭和17年12月30日
【発行・制作所】文芸春秋社 【発行・制作所住所】東京市
麹町區内幸町二ノ一 【発行・制作者】菊池武憲

4994 図書 【資料名】一人の男 上巻 【著・作者】武者小路実篤 【発行年月日】昭和46年8月30日
【発行・制作所】新潮社 【発行・制作所住所】東京都新宿
区矢来町七一 【発行・制作者】佐藤亮一

4997 図書 【資料名】一人の男 下巻 【著・作者】武者小路実篤 【発行年月日】昭和46年9月10日
【発行・制作所】新潮社 【発行・制作所住所】東京都新宿
区矢来町七一 【発行・制作者】佐藤亮一

5005 図書 【資料名】二人の彼 【シリーズ名】中篇小説叢書6 【著・作者】武者小路實篤 【発行年月日】大正11年8月10日
【発行・制作所】新潮社 【発行・制作所住所】東京市牛込
區矢來町三番地 【発行・制作者】佐藤義亮

5010 図書 【資料名】二人放談 【著・作者】武者小路実篤 【発行年月日】昭和39年12月20日
【発行・制作所】芝園書房 【発行・制作所住所】東京都港
区芝公園五の十 【発行・制作者】越川貞一

5036 図書 【資料名】木龍忠臣藏 【著・作者】武者小路實篤 【発行年月日】昭和16年11月15日
【発行・制作所】坂上書院 【発行・制作所住所】東京市牛
込區揚場町八番地 【発行・制作者】坂上夏美

5107 図書 【資料名】友情 【シリーズ名】アイドル・ブックス19 【著・作者】武者小路実篤 【発行年月日】昭和40年12月10日
【発行・制作所】ポプラ社 【発行・制作所住所】東京都新
宿区須賀町5 【発行・制作者】久保田忠夫

5249 図書 【資料名】齡 【著・作者】武者小路實篤 【発行年月日】昭和16年11月7日
【発行・制作所】実業之日本社 【発行・制作所住所】東京
市京橋區銀座西一ノ三 【発行・制作者】増田義彦

5265 図書 【資料名】六人の現代画家 【著・作者】武者小路実篤 【発行年月日】昭和38年5月30日
【発行・制作所】真珠社 【発行・制作所住所】東京都港区
麻布霞町12 【発行・制作者】三輪鄰

5269 図書 【資料名】論語私感 【シリーズ名】三笠文庫 【著・作者】武者小路實篤
【発行年月日】昭和26年12月10日 【発行年月日】昭和26
年12月10日

【発行・制作所】三笠書房 【発行・制作所住所】東京都千
代田區神田神保町二丁目 【発行・制作者】竹内富子

5273 図書 【資料名】若き人々 【著・作者】武者小路實篤 【発行年月日】昭和2年1月10日
【発行・制作所】叢文閣 【発行・制作所住所】東京市牛込
區神樂町二丁目十一番地 【発行・制作者】足助素一

5283 図書 【資料名】若き日の思ひ出 【著・作者】武者小路實篤 【発行年月日】昭和21年4月5日
【発行・制作所】座右宝刊行会 【発行・制作所住所】東京
都淀橋區下落合一ノ四七三 【発行・制作者】後藤眞太郎

5362 図書
【資料名】武者小路實篤著作集5，眞理先生 【シリーズ
名】武者小路實篤著作集

【著・作者】武者小路實篤
【発行年月日】昭和26年4月12日 【発行年月日】昭和26年
4月12日

【発行・制作所】調和社 【発行・制作所住所】東京都千代
田區神田神保町二ノ十一 【発行・制作者】中川孝

5728 図書 【資料名】或る男 【著・作者】武者小路實篤 【発行年月日】大正12年11月28日
【発行・制作所】新潮社 【発行・制作所住所】東京市牛込
區矢来町三番地 【発行・制作者】佐藤義亮

5738 図書 【資料名】愚者の夢 【著・作者】武者小路實篤 【発行年月日】昭和21年5月5日
【発行・制作所】河出書房 【発行・制作所住所】東京都神
田區小川町三丁目八番地 【発行・制作者】河出孝雄

5740 図書 【資料名】楠木正成 【著・作者】武者小路實篤 【発行年月日】昭和17年2月21日
【発行・制作所】坂上書院 【発行・制作所住所】東京市牛
込區揚場町八番地 【発行・制作者】坂上夏美

5746 図書 【資料名】七福神＊ 【著・作者】武者小路實篤 【発行年月日】昭和17年9月30日
【発行・制作所】建設社 【発行・制作所住所】東京市牛込
區揚場町八番地 【発行・制作者】坂上眞一郎

5763 図書 【資料名】馬鹿一萬歳，河出新書 【シリーズ名】河出新書 【著・作者】武者小路實篤
【発行年月日】昭和30年1月31日 【発行年月日】昭和30年
1月31日

【発行・制作所】河出書房 【発行・制作所住所】東京都千
代田區神田小川町3-8 【発行・制作者】河出孝雄



5769 図書
【資料名】未能力者の仲間，現代脚本叢書第一編 【シリー
ズ名】現代脚本叢書

【著・作者】武者小路實篤 【発行年月日】大正10年6月8日
【発行・制作所】新潮社 【発行・制作所住所】東京市牛込
區矢來町三番地 【発行・制作者】佐藤義亮

5771 図書
【資料名】維摩經，佛教聖典を語る叢書第六卷 【シリーズ
名】佛教聖典を語る叢書

【著・作者】武者小路實篤 【発行年月日】昭和9年7月25日
【発行・制作所】大東出版社 【発行・制作所住所】東京市
芝公園七號地十番 【発行・制作者】岩野眞雄

5779 図書 【資料名】私の美術遍歴 【---】ワタシノビジュツヘンレキ 【著・作者】武者小路実篤 【---】ムシャコウジ,サネアツ 【発行年月日】昭和49年8月15日 【---】昭和49年8月15日
【発行・制作所】読売新聞社 【---】東京都千代田区大手町
一ノ七ノ一，大阪市北区野崎町七七，北九州市小倉北区明
和町一ノ一一 【---】松田延夫

6314 図書 【資料名】武者小路実篤対談鼎談集 【著・作者】耕治人
【発行・制作所】芳賀書店 【発行・制作所住所】東京都千
代田区神田神保町2の7 【発行・制作者】芳賀章

7008 図書 【資料名】新日本の建設 【著・作者】武者小路實篤
【発行・制作所】建設社 【発行・制作所住所】東京都神田
區神保町二丁目四番地 【発行・制作者】坂上眞一郎

7022 図書
【資料名】女の人のために，家庭文庫 【シリーズ名】家庭
文庫

【著・作者】武者小路実篤
【発行・制作所】東洋経済新報社 【発行・制作所住所】東
京都中央区日本橋本石町3の2 【発行・制作者】宮川三郎

29052 図書 【資料名】武者小路実篤、新しき村の誕生 【著・作者】大津山国夫 【発行年月日】平成20年10月14日
【発行・制作所】武蔵野書房 【発行・制作所住所】八王子
市並木町14-11

33667 図書 【資料名】AMISTAD （スペイン語版 友情） 【著・作者】武者小路実篤 【発行年月日】2015年11月
【発行・制作所】Contrasena,S.C. 【発行・制作所住所】
Apartado de correos 7004ー50080 Zaragoza

2375 逐次刊行物 【資料名】新潮，第七十三巻第六号，六月号 【著・作者】谷田昌平 【発行年月日】昭和51年6月1日
【発行・制作所】新潮社 【発行・制作所住所】東京都新宿
区矢来町七一 【発行・制作者】谷田昌平

2702 逐次刊行物
【資料名】文藝，第十二卷第十二號，臨時増刊號，現代文
豪讀本 6，武者小路實篤讀本

【著・作者】巖谷大四 【発行年月日】昭和30年8月25日
【発行・制作所】河出書房 【発行・制作所住所】東京都千
代田區神田小川町三ノ八 【発行・制作者】河出孝雄

7163 逐次刊行物
【資料名】心，第二十九巻第七號，七月號，武者小路實篤
追悼號

【著・作者】天野貞祐 【発行年月日】昭和51年7月1日
【発行・制作所】生成会 【発行・制作所住所】東京都三鷹
市井の頭三丁目二四番一六号 【発行・制作者】天野貞祐

16461 逐次刊行物 【資料名】国文学 解釈と鑑賞 第64卷第2号  2月号 【発行年月日】平成11年2月1日
【発行・制作所】至文堂 【発行・制作所住所】東京都新宿
区西五軒町4ー2

34798 図書 【資料名】民藝の日本 柳宗悦と『手仕事の日本』を旅する 【発行年月日】2017年9月10日
【発行・制作所】筑摩書房 【発行・制作所住所】東京都台
東区蔵前二ー五ー三

34800 図書
【資料名】熊倉功夫著作集 第6巻 民芸と近代 【シリーズ
名】熊倉功夫著作集

【著・作者】熊倉功夫 【発行年月日】2017年7月25日
【発行・制作所】思文閣出版 【発行・制作所住所】京都市
東山区元町355

34802 図書 【資料名】奈良・大和を愛したあなたへ 【著・作者】千田稔 【発行年月日】2018年1月11日
【発行・制作所】東方出版 【発行・制作所住所】大阪市天
王寺区逢阪2ー3ー2

34845 図書 【資料名】文豪の朗読 【シリーズ名】朝日選書 【発行年月日】2018年2月25日
【発行・制作所】朝日新聞出版 【発行・制作所住所】東京
都中央区築地5ー3ー2

34874 図書 【資料名】新文章讀本 【シリーズ名】タチバナ教養文庫 【著・作者】川端康成 【発行年月日】平成19年12月16日
【発行・制作所】たちばな出版 【発行・制作所住所】東京
都杉並区西荻南2ー20ー9 たちばな出版ビル

34879 図書
【資料名】柳宗悦と民藝の哲学ー「美の思想家」の軌跡ー
【シリーズ名】人と文化の探究 15

【著・作者】大沢啓徳 【発行年月日】2018年2月20日
【発行・制作所】ミネルヴァ書房 【発行・制作所住所】京
都市山科区日ノ岡堤谷町1

34900 図書 【資料名】日本近代思想エッセンス  ちくま近代評論選 【発行年月日】2017年10月25日
【発行・制作所】筑摩書房 【発行・制作所住所】東京都台
東区蔵前2ー5ー3

34902 図書 【資料名】久保栄・「新劇」の思想 【著・作者】祖父江昭二 【発行年月日】2018年3月1日
【発行・制作所】エール出版社 学術部 【発行・制作所住
所】東京都千代田区神田小川町2ー12 信愛ビル402

34948 図書 【資料名】日本近現代文學作品解析 【著・作者】張利利 【発行年月日】2018年3月20日
【発行・制作所】翰林書房 【発行・制作所住所】東京都渋
谷区本町１ー４－１６

34953 図書
【資料名】『生れ出づる悩み』を読む 有島武郎と木田金次
郎のクロスロード

【発行年月日】2018年7月21日
【発行・制作所】北海道新聞社 【発行・制作所住所】札幌
市中央区大通西3丁目6

35085 図書
【資料名】Shirakaba and Japanese Modernism Art
Magazines Artistic Collectives and the Early Avantー
garde 【シリーズ名】Japanese Visual Culture

【著・作者】ERIN SCHONEVELD 【発行年月日】2019年
【発行・制作所】BRILL 【発行・制作所住所】
Plantijnstraat 2 2321 JC Leiden The Netherlands



35177 図書 【資料名】柳宗悦と京都 民藝のルーツを訪ねる
【著・作者】杉山享司 【著・作者】土田眞紀 【著・作者】
鷺 珠江 【著・作者】四釜尚人

【発行年月日】2018年8月8日
【発行・制作所】光村推古書院 【発行・制作所住所】京都
府中京区橋浦町二一七ー二

35218 図書 【資料名】小説を深く読む ぼくの読書遍歴 【著・作者】三田誠広 【発行年月日】2018年11月27日
【発行・制作所】海竜社 【発行・制作所住所】東京都中央
区明石町十一の十五

35240 図書 【資料名】幻の戦時下文学 『月刊毎日』傑作選 【発行年月日】2019年2月15日
【発行・制作所】青土社 【発行・制作所住所】東京都千代
田区神田神保町一－二九

35242 図書
【資料名】すごい言い訳 ！ 二股疑惑をかけられた龍之介、
税を誤魔化そうとした漱石

【著・作者】中川越
【発行年月日】2019年6月5日 【発行年月日】2019年3月15
日

【発行・制作所】新潮社 【発行・制作所住所】東京都新宿
区矢来町71

35244 図書 【資料名】桃源の水脈 【著・作者】芳賀徹 【発行年月日】2019年5月20日
【発行・制作所】名古屋大学出版会 【発行・制作所住所】
名古屋市千種区不老町1 名古屋大学構内

35246 図書
【資料名】九州大学人文学叢書14 日本の近代美術とドイツ
ー『スバル』『白樺』『月映』をめぐってー 【シリーズ
名】九州大学人文学叢書

【著・作者】野村優子 【発行年月日】2019年3月20日
【発行・制作所】九州大学出版会 【発行・制作所住所】福
岡市早良区百道浜3ー8ー34 九州大学産学官連携イノベー
ションプラザ 305

35250 図書 【資料名】民藝の機微 美の生まれるところ 【著・作者】松井健 【発行年月日】平成31年2月21日
【発行・制作所】里文出版 【発行・制作所住所】東京都新
宿区新宿3ー32ー10

35252 図書 【資料名】柳宗悦 美の菩薩 【シリーズ名】ちくま学芸文庫 【著・作者】阿満利麿 【発行年月日】2019年6月10日
【発行・制作所】筑摩書房 【発行・制作所】東京都台東区
蔵前二ー五ー三

35254 図書 【資料名】岸田劉生ー実在の神秘、その謎を追う 【発行年月日】2018年7月31日
【発行・制作所】水声社 【発行・制作所住所】東京都文京
区小石川2ー7ー5

35445 図書 【資料名】140字の文豪たち 【著・作者】川島幸希 【発行年月日】2020年7月20日
【発行・制作所】秀明大学出版会 【発行・制作所住所】欠
（不明）

35456 図書 【資料名】有島武郎をめぐる物語  ヨーロッパに架けた虹 【著・作者】杉淵洋一 【発行年月日】2020年3月26日
【発行・制作所】青弓社 【発行・制作所住所】東京都新宿
区山吹町337

35468 図書 【資料名】秘蔵カラー写真で味わう60年前の東京・日本 【著・作者】J・ウォーリー・ヒギンズ
【発行年月日】2018年12月30日 【発行年月日】2018年10
月30日

【発行・制作所】光文社 【発行・制作所住所】東京都文京
区音羽1ー16ー6

35248 図書 【資料名】文人たちのまち番町麹町 【著・作者】新井巖 【発行年月日】2019年1月31日
【発行・制作所】言視舎 【発行・制作所住所】東京都千代
田区富士見2ー2ー2

35469 図書
【資料名】続・秘蔵カラー写真で味わう60年前の東京・日
本

【著・作者】J・ウォーリー・ヒギンズ
【発行年月日】2020年1月20日 【発行年月日】2019年12月
30日

【発行・制作所】光文社 【発行・制作所住所】東京都文京
区音羽1ー16ー6

35486 図書
【資料名】恋愛学で読みとく文豪の恋 【シリーズ名】光文
社新書

【著・作者】森川友義 【発行年月日】2020年9月30日
【発行・制作所】光文社 【発行・制作所住所】東京都文京
区音羽1ー16ー6

35501 図書
【資料名】有島武郎ー地人論の最果てへ 【シリーズ名】岩
波新書（新赤版）

【著・作者】荒木優太 【発行年月日】2020年9月18日
【発行・制作所】岩波書店 【発行・制作所住所】東京都千
代田区一ツ橋2ー5ー5

35165 印刷物 【資料名】The EY Exhibition Van Gogh and Britain 【発行年月日】2019年
【発行・制作所】TATE BRITAIN 【発行・制作所住所】
MILLBANK 、LONDON SW1P 4RG

12810 図書
【資料名】映画の昭和雑貨店，Shotor Library 【シリーズ
名】Shotor Library,ショトルライブラリー

【著・作者】川本三郎
【発行年月日】1994年4月1日 【発行年月日】平成6年4月1
日

【発行・制作所】小学館 【発行・制作所住所】東京都千代
田区一ツ橋2-3-1 【発行・制作者】中村滋

12811 図書
【資料名】映画の昭和雑貨店，続，Shotor Library 【シ
リーズ名】Shotor Library,ショトルライブラリー

【著・作者】川本三郎
【発行年月日】1995年6月10日 【発行年月日】平成7年6月
10日

【発行・制作所】小学館 【発行・制作所住所】東京都千代
田区一ツ橋2-3-1 【発行・制作者】中村滋

12813 図書
【資料名】日本文学の歴史11，近代・現代篇2 【シリーズ
名】日本文学の歴史

【著・作者】徳岡孝夫
【発行年月日】1996年1月20日 【発行年月日】平成8年1月
20日

【発行・制作所】中央公論社 【発行・制作所住所】東京都
中央区京橋2-8-7 【発行・制作者】嶋中行雄

12814 図書
【資料名】幕末・明治の生活風景，外国人のみたニッポ
ン，図集

【著・作者】須藤功
【発行年月日】1995年12月15日 【発行年月日】平成7年3
月25日

【発行・制作所】東方総合研究所 【発行・制作所住所】東
京都渋谷区道玄坂1-20-2 【発行・制作者】井川正明

12816 図書
【資料名】昭和文学年表第1巻 大正15年 昭和10年 【シ
リーズ名】昭和文学年表

【著・作者】谷沢永一 【発行年月日】平成7年3月20日
【発行・制作所】明治書院 【発行・制作所住所】東京都千
代田区神田錦町1-16 【発行・制作者】三樹讓

12817 図書
【資料名】昭和文学年表第2巻 昭和11年 昭和20年 【シ
リーズ名】昭和文学年表

【著・作者】浦西和彦 【発行年月日】平成7年5月20日
【発行・制作所】明治書院 【発行・制作所住所】東京都千
代田区神田錦町1-16 【発行・制作者】三樹讓



12818 図書
【資料名】昭和文学年表第3巻 昭和21年 昭和30年 【シ
リーズ名】昭和文学年表

【著・作者】浦西和彦 【発行年月日】平成7年7月30日
【発行・制作所】明治書院 【発行・制作所住所】東京都千
代田区神田錦町1-16 【発行・制作者】三樹讓

12819 図書
【資料名】昭和文学年表第4巻 昭和31年 昭和40年 【シ
リーズ名】昭和文学年表

【著・作者】谷沢永一 【発行年月日】平成7年11月20日
【発行・制作所】明治書院 【発行・制作所住所】東京都千
代田区神田錦町1-16 【発行・制作者】三樹讓

12851 図書 【資料名】画道一筋，椿貞雄の生涯と芸術 【著・作者】東珠樹
【発行年月日】平成8年4月1日 【発行年月日】平成8年4月1
日

【発行・制作所】椿貞雄遺族会 【発行・制作所住所】東京
都狛江市駒井町二-九-一三 【発行・制作者】椿夏子

13285 図書 【資料名】『白樺』精神の系譜 【著・作者】米山禎一
【発行年月日】1996年4月20日 【発行年月日】平成8年4月
20日

【発行・制作所】武蔵野書房 【発行・制作所住所】国分寺
市本多二-九-八 【発行・制作者】福田信夫

31938 図書
【資料名】日本美術全集第17巻 明治時代後期～大正時代
前衛とモダン 【シリーズ名】日本美術全集

【発行年月日】二〇一四年六月三〇日
【発行・制作所】小学館 【発行・制作所住所】東京都千代
田区一ツ橋二-三-一

13723 図書
【資料名】昭和文学年表第5巻，昭和41年第昭和50年 【シ
リーズ名】昭和文学年表

【著・作者】谷沢永一
【発行年月日】平成8年4月20日 【発行年月日】平成8年4月
20日

【発行・制作所】明治書院 【発行・制作所住所】東京都千
代田区神田錦町1-16 【発行・制作者】三樹讓

13732 図書
【資料名】明治・大正・昭和，同時代ライブラリー258
【シリーズ名】同時代ライブラリー

【著・作者】中村光夫
【発行年月日】1996年3月15日 【発行年月日】平成8年3月
15日

【発行・制作所】岩波書店 【発行・制作所住所】東京都千
代田区一ツ橋2-5-5 【発行・制作者】安江良介

13740 図書 【資料名】幸福な人生，心の道しるべ 【著・作者】武者小路実篤
【発行年月日】1996年11月15日 【発行年月日】平成8年11
月15日

【発行・制作所】翠書房 【発行・制作所住所】埼玉県草加
市中央二-三-五六-五 【発行・制作者】村尾泉

13873 図書
【資料名】昭和文学年表第6巻，昭和51年第昭和63年 【シ
リーズ名】昭和文学年表

【著・作者】谷沢永一
【発行年月日】平成8年9月20日 【発行年月日】平成8年9月
20日

【発行・制作所】明治書院 【発行・制作所住所】東京都千
代田区神田錦町1-16 【発行・制作者】三樹讓

13874 図書 【資料名】資料が語る明治の東京100話 【著・作者】日本風俗史学会
【発行年月日】1996年3月31日 【発行年月日】平成8年3月
31日

【発行・制作所】つくばね舎 【発行・制作所住所】東京都
文京区湯島二丁目32番6号

13879 図書 【資料名】中川一政・いのち弾ける！ 【著・作者】中川一政
【発行年月日】1996年3月25日 【発行年月日】平成8年3月
25日

【発行・制作所】二玄社 【発行・制作所住所】東京都千代
田区神田神保町2-2 【発行・制作者】渡邊隆男

13881 図書 【資料名】岸田劉生随筆集 【著・作者】酒井忠康
【発行年月日】1996年8月20日 【発行年月日】平成8年8月
20日

【発行・制作所】岩波書店 【発行・制作所住所】東京都千
代田区一ツ橋2-5-5 【発行・制作者】安江良介

13883 図書 【資料名】有島武郎・虚構と実像 【著・作者】内田満
【発行年月日】1996年5月7日 【発行年月日】平成8年5月7
日

【発行・制作所】有精堂 【発行・制作所住所】東京都千代
田区神田神保町1-39 【発行・制作者】山崎誠

14061 図書
【資料名】有島武郎研究叢書第一集，有島武郎の作品
（上） 【シリーズ名】有島武郎研究叢書

【著・作者】有島武郎研究会*
【発行年月日】1995年5月20日 【発行年月日】平成7年5月
20日

【発行・制作所】右文書院 【発行・制作所住所】東京都千
代田区神田神保町一-三七 【発行・制作者】三武義彦

14063 図書
【資料名】有島武郎研究叢書第二集，有島武郎の作品
（中） 【シリーズ名】有島武郎研究叢書

【著・作者】有島武郎研究会*
【発行年月日】1995年5月30日 【発行年月日】平成7年5月
30日

【発行・制作所】右文書院 【発行・制作所住所】東京都千
代田区神田神保町一-三七 【発行・制作者】三武義彦

14065 図書
【資料名】有島武郎研究叢書第三集，有島武郎の作品
（下） 【シリーズ名】有島武郎研究叢書

【著・作者】有島武郎研究会*
【発行年月日】1995年8月10日 【発行年月日】平成7年8月
10日

【発行・制作所】右文書院 【発行・制作所住所】東京都千
代田区神田神保町一-三七 【発行・制作者】三武義彦

14067 図書
【資料名】有島武郎研究叢書第四集，有島武郎の評論 【シ
リーズ名】有島武郎研究叢書

【著・作者】有島武郎研究会*
【発行年月日】1996年6月20日 【発行年月日】平成8年6月
20日

【発行・制作所】右文書院 【発行・制作所住所】東京都千
代田区神田神保町一-三七 【発行・制作者】三武義彦

14069 図書
【資料名】有島武郎研究叢書第五集，有島武郎と社会 【シ
リーズ名】有島武郎研究叢書

【著・作者】有島武郎研究会*
【発行年月日】1995年5月20日 【発行年月日】平成7年5月
20日

【発行・制作所】右文書院 【発行・制作所住所】東京都千
代田区神田神保町一-三七 【発行・制作者】三武義彦

14071 図書
【資料名】有島武郎研究叢書第六集，有島武郎、愛／セク
シュアリティ 【シリーズ名】有島武郎研究叢書

【著・作者】有島武郎研究会*
【発行年月日】1995年5月30日 【発行年月日】平成7年5月
30日

【発行・制作所】右文書院 【発行・制作所住所】東京都千
代田区神田神保町一-三七 【発行・制作者】三武義彦

14073 図書
【資料名】有島武郎研究叢書第七集，有島武郎とキリスト
教 【シリーズ名】有島武郎研究叢書

【著・作者】有島武郎研究会*
【発行年月日】1995年8月10日 【発行年月日】平成7年8月
10日

【発行・制作所】右文書院 【発行・制作所住所】東京都千
代田区神田神保町一-三七 【発行・制作者】三武義彦

14075 図書
【資料名】有島武郎研究叢書第八集，有島武郎と作家たち
【シリーズ名】有島武郎研究叢書

【著・作者】有島武郎研究会*
【発行年月日】1995年8月20日 【発行年月日】平成8年6月
20日

【発行・制作所】右文書院 【発行・制作所住所】東京都千
代田区神田神保町一-三七 【発行・制作者】三武義彦

14077 図書
【資料名】有島武郎研究叢書第九集，有島武郎と西洋 【シ
リーズ名】有島武郎研究叢書

【著・作者】有島武郎研究会*
【発行年月日】1996年7月25日 【発行年月日】平成8年7月
25日

【発行・制作所】右文書院 【発行・制作所住所】東京都千
代田区神田神保町一-三七 【発行・制作者】三武義彦

14079 図書
【資料名】有島武郎研究叢書第十集，有島武郎と場所 【シ
リーズ名】有島武郎研究叢書

【著・作者】有島武郎研究会*
【発行年月日】1996年7月25日 【発行年月日】平成8年7月
25日

【発行・制作所】右文書院 【発行・制作所住所】東京都千
代田区神田神保町一-三七 【発行・制作者】三武義彦

14081 図書 【資料名】証言 里見トン，志賀直哉を語る 【著・作者】石原亨
【発行年月日】1995年7月10日 【発行年月日】平成7年7月
10日

【発行・制作所】武蔵野書院 【発行・制作所住所】東京都
千代田区神田錦町3-11 【発行・制作者】前田昭



14083 図書 【資料名】小田切進エッセー選2，年年歳歳 【著・作者】小田切進
【発行年月日】1993年5月28日 【発行年月日】平成5年5月
28日

【発行・制作所】博文館新社 【発行・制作所住所】東京都
文京区小石川2-14-6 【発行・制作者】大橋一弘

14085 図書 【資料名】岸田劉生と大正アヴァンギャルド 【著・作者】北澤憲昭
【発行年月日】1993年11月19日 【発行年月日】平成5年11
月19日

【発行・制作所】岩波書店 【発行・制作所住所】東京都千
代田区一ツ橋2-5-5 【発行・制作者】安江良介

14087 図書 【資料名】明治四十三年の転轍ー大逆と殉死のあいだ 【著・作者】河田宏
【発行年月日】1993年2月28日 【発行年月日】平成5年2月
19日

【発行・制作所】社会思想社 【発行・制作所住所】東京都
文京区本郷3-25-13 【発行・制作者】宮川安生

14089 図書 【資料名】歴史との出会いー追憶と随想ー 【著・作者】直木孝次郎
【発行年月日】1994年4月30日 【発行年月日】平成6年4月
30日

【発行・制作所】社会思想社 【発行・制作所住所】東京都
文京区本郷1-25-21 【発行・制作者】小森田一記

14091 図書 【資料名】山川登美子と与謝野晶子 【著・作者】直木孝次郎
【発行年月日】1996年9月17日 【発行年月日】平成8年9月
17日

【発行・制作所】塙書房 【発行・制作所住所】東京都文京
区本郷六丁目8-16 【発行・制作者】白石タイ

14093 図書 【資料名】新編わたしの法隆寺 【シリーズ名】塙新書 【著・作者】直木孝次郎
【発行年月日】1994年6月25日 【発行年月日】平成6年6月
25日

【発行・制作所】塙書房 【発行・制作所住所】東京都文京
区本郷六丁目8-16 【発行・制作者】白石タイ

14247 図書
【資料名】角鹿の蟹，現代日本のエッセイ 【シリーズ名】
講談社文芸文庫

【著・作者】稲垣達郎 【発行年月日】1996年8月10日 【発行年月日】c1996
【発行・制作所】講談社 【発行・制作所住所】東京都文京
区音羽2-12-21 【発行・制作者】野間佐和子

14251 図書 【資料名】日本文学の歴史16，近代・現代篇7 【著・作者】キーン，ドナルド
【発行年月日】1996年11月20日 【発行年月日】平成8年11
月20日

【発行・制作所】中央公論社 【発行・制作所住所】東京都
中央区京橋2-8-7 【発行・制作者】嶋中鵬二

14710 図書 【資料名】日本文学の歴史18，近代・現代篇9 【著・作者】キーン，ドナルド
【発行年月日】平成9年3月20日 【発行年月日】平成9年3月
20日

【発行・制作所】中央公論社 【発行・制作所住所】東京都
中央区京橋2-8-7 【発行・制作者】嶋中鵬二

14711 図書
【資料名】昭和文学年表第7巻，索引・作品篇1 【シリーズ
名】昭和文学年表

【著・作者】谷沢永一
【発行年月日】平成8年12月10日 【発行年月日】平成8年
12月10日

【発行・制作所】明治書院 【発行・制作所住所】東京都千
代田区神田錦町1-16 【発行・制作者】三樹讓

14712 図書
【資料名】昭和文学年表第8巻，索引・作品篇2 【シリーズ
名】昭和文学年表

【著・作者】谷沢永一
【発行年月日】平成8年12月10日 【発行年月日】平成8年
12月10日

【発行・制作所】明治書院 【発行・制作所住所】東京都千
代田区神田錦町1-16 【発行・制作者】三樹讓

14713 図書
【資料名】昭和文学年表第9巻，索引・人名篇2 【シリーズ
名】昭和文学年表

【著・作者】谷沢永一
【発行年月日】平成8年12月10日 【発行年月日】平成8年
12月10日

【発行・制作所】明治書院 【発行・制作所住所】東京都千
代田区神田錦町1-16 【発行・制作者】三樹讓

14739 図書 【資料名】四季桜，太田乃芙子遺句集 【著・作者】太田乃芙子 【発行年月日】平成7年9月30日
【発行・制作所】太田富男 【発行・制作所住所】愛知県新
城市鰹渕四六番の二四 【発行・制作者】太田富男

14742 図書 【資料名】柿の彩，太田乃芙子思い出集 【発行年月日】平成7年9月30日
【発行・制作所】太田富男 【発行・制作所住所】愛知県新
城市鰹渕四六番の二四 【発行・制作者】太田富男

14820 図書 【資料名】武者小路實篤全集，小学館版，第十八巻 【著・作者】武者小路實篤
【発行年月日】平成2年6月20日 【発行年月日】平成3年4月
10日

【発行・制作所】小学館 【発行・制作所住所】東京都千代
田区一ツ橋二丁目三番一号 【発行・制作者】相賀徹夫

14988 図書 【資料名】書美求心，近代文化人の書 【著・作者】疋田寛吉
【発行年月日】平成2年11月20日 【発行年月日】平成2年
11月20日

【発行・制作所】平凡社 【発行・制作所住所】東京都千代
田区三番町五 【発行・制作者】下中弘

14996 図書
【資料名】惜みなく愛は奪う，岩波文庫 【シリーズ名】岩
波文庫

【著・作者】有島武郎
【発行年月日】平成9年7月16日 【発行年月日】昭和29年3
月5日

【発行・制作所】岩波書店 【発行・制作所住所】東京都千
代田区一ツ橋2-5-5 【発行・制作者】大塚信一

15000 図書
【資料名】日本文壇史，回想の文学，18，明治末期の文
壇，講談社文芸文庫 【シリーズ名】講談社文芸文庫，日本
文壇史

【著・作者】伊藤整
【発行年月日】平成9年10月10日 【発行年月日】平成9年
10月10日

【発行・制作所】講談社 【発行・制作所住所】東京都文京
区音羽2・12・21 【発行・制作者】野間佐和子

15006 図書 【資料名】父有島武郎と私 【著・作者】神尾行三
【発行年月日】平成9年9月10日 【発行年月日】平成9年9月
10日

【発行・制作所】右文書院 【発行・制作所住所】東京都千
代田区神田神保町一-三七 【発行・制作者】三武義彦

15010 図書 【資料名】鵠沼・東屋旅館物語 【著・作者】高三啓輔
【発行年月日】平成9年11月25日 【発行年月日】平成9年
11月25日

【発行・制作所】博文館新社 【発行・制作所住所】東京都
文京区小石川2-14-6 【発行・制作者】大橋一弘

15018 図書 【資料名】詩う作家たち，詩と小説の間 【著・作者】野山嘉正 【発行年月日】平成9年4月30日
【発行・制作所】至文堂 【発行・制作所住所】東京都新宿
区西五軒町4-2 【発行・制作者】黒河内平

15020 図書 【資料名】ジェンダーで読む『或る女』，総力討論 【著・作者】中山和子
【発行年月日】平成9年10月30日 【発行年月日】平成9年
10月30日

【発行・制作所】翰林書房 【発行・制作所住所】東京都千
代田区神田神保町一-四六 【発行・制作者】今井肇

15021 図書 【資料名】ちょっと古風な日本語辞典 【著・作者】東郷吉男
【発行年月日】平成9年9月30日 【発行年月日】平成9年9月
30日

【発行・制作所】東京堂出版 【発行・制作所住所】東京都
千代田区神田錦町三ノ七 【発行・制作者】大橋信夫



15062 図書 【資料名】宛字外来語辞典 【著・作者】宛字外来語辞典編集委員会
【発行年月日】平成9年6月20日 【発行年月日】昭和54年
11月21日

【発行・制作所】柏書房 【発行・制作所住所】東京都文京
区本駒込1-13-14 【発行・制作者】渡邊周一

15181 図書 【資料名】検証「新しき村」，武者小路実篤の理想主義 【著・作者】奥脇賢三
【発行年月日】平成10年5月31日 【発行年月日】平成10年
5月31日

【発行・制作所】農山漁村文化協会 【発行・制作所住所】
東京都港区赤坂7丁目6-1

15262 図書 【資料名】スタイルの文学史 【著・作者】大屋幸世／神田由美子／松村友視
【発行年月日】平成9年4月1日 【発行年月日】平成7年3月
20日

【発行・制作所】東京堂出版 【発行・制作所住所】東京都
千代田区神田錦町三ー七 【発行・制作者】大橋信夫

15264 図書 【資料名】近代日本の知識人と農民 【著・作者】持田恵三
【発行年月日】平成9年6月1日 【発行年月日】平成9年6月1
日

【発行・制作所】家の光協会 【発行・制作所住所】東京都
新宿区市谷船河原町十一 【発行・制作者】川口克郎

15266 図書 【資料名】久野収集，1，全五巻 【シリーズ名】久野収集 【著・作者】久野収
【発行年月日】平成10年5月25日 【発行年月日】平成10年
5月25日

【発行・制作所】岩波書店 【発行・制作所住所】東京都千
代田区一ツ橋二ー五ー五 【発行・制作者】大塚信一

15268 図書 【資料名】公職追放論 【著・作者】増田弘
【発行年月日】平成10年5月25日 【発行年月日】平成10年
5月25日

【発行・制作所】岩波書店 【発行・制作所住所】東京都千
代田区一ツ橋2ー5ー5 【発行・制作者】大塚信一

15270 図書 【資料名】再読日本近代文学 【著・作者】中村真一郎
【発行年月日】平成7年11月10日 【発行年月日】平成7年
11月10日

【発行・制作所】集英社 【発行・制作所住所】東京都千代
田区一ツ橋二ー五ー一〇 【発行・制作者】若菜正

15274 図書 【資料名】有島武郎論，関係にとって＜同情＞とはなにか 【著・作者】丹羽一彦
【発行年月日】平成7年11月1日 【発行年月日】昭和62年4
月1日

【発行・制作所】風琳堂 【発行・制作所住所】名古屋市東
区大松町一ー四 【発行・制作者】福住展人

15276 図書
【資料名】志賀直哉，作家の自伝，28 【シリーズ名】作家
の自伝

【著・作者】志賀直哉
【発行年月日】平成7年11月25日 【発行年月日】平成7年
11月25日

【発行・制作所】日本図書センター 【発行・制作所住所】
東京都文京区大塚3ー四ー一三 【発行・制作者】高野義夫

15278 図書 【資料名】志賀直哉の動物随想 【著・作者】志賀直哉
【発行年月日】平成10年1月30日 【発行年月日】平成10年
1月30日

【発行・制作所】新講社 【発行・制作所住所】東京都千代
田飯田橋四ー四ー九 【発行・制作者】大谷松雄

15280 図書 【資料名】有島武郎，「個性」から「社会」へ 【著・作者】外尾登志美 【発行年月日】平成9年4月10日
【発行・制作所】右文書院 【発行・制作所住所】東京都千
代田区神田神保町一ー三七 【発行・制作者】三武義彦

15284 図書
【資料名】『暗夜行路』を読む，世界文学としての志賀直
哉

【著・作者】平川祐弘／鶴田欣也
【発行年月日】平成8年8月30日 【発行年月日】平成8年8月
30日

【発行・制作所】新曜社 【発行・制作所住所】東京都千代
田区神田神保町2ー10多田ビル 【発行・制作者】堀江洪

15342 図書 【資料名】（瑞泉寺）豊道和尚絵詞 【著・作者】原田耕作
【発行年月日】平成10年10月13日 【発行年月日】平成10
年10月13日

【発行・制作所】青蛾書房 【発行・制作所住所】東京都千
代田区九段南三ー三ー十二 【発行・制作者】加清蘭

15344 図書
【資料名】志賀直哉全集，第一巻 【シリーズ名】志賀直哉
全集

【著・作者】志賀直哉 【発行年月日】1998年12月7日
【発行・制作所】岩波書店 【発行・制作所住所】東京都千
代田区一ツ橋2-5-5 【発行・制作者】大塚信一

15348 図書
【資料名】日本文壇史，19，白樺派の若人たち，回想の文
学 【シリーズ名】講談社文芸文庫

【著・作者】瀬沼茂樹 【発行年月日】1997年12月10日
【発行・制作所】講談社 【発行・制作所住所】東京都文京
区音羽2・12・21 【発行・制作者】野間佐和子

15350 図書
【資料名】日本文壇史，21，「新しき女」の群，回想の文
学 【シリーズ名】講談社文芸文庫

【著・作者】瀬沼茂樹 【発行年月日】1998年4月10日
【発行・制作所】講談社 【発行・制作所住所】東京都文京
区音羽2・12・21 【発行・制作者】野間佐和子

15351 図書
【資料名】日本文壇史，22，明治文壇の残照，回想の文学
【シリーズ名】講談社文芸文庫

【著・作者】瀬沼茂樹 【発行年月日】1998年6月10日
【発行・制作所】講談社 【発行・制作所住所】東京都文京
区音羽2・12・21 【発行・制作者】野間佐和子

15352 図書
【資料名】日本文壇史，23，大正文学の擡頭，回想の文学
【シリーズ名】講談社文芸文庫

【著・作者】瀬沼茂樹 【発行年月日】1998年8月10日
【発行・制作所】講談社 【発行・制作所住所】東京都文京
区音羽2・12・21 【発行・制作者】野間佐和子

15356 図書 【資料名】志賀直哉交友録 【シリーズ名】講談社文芸文庫 【著・作者】志賀直哉 【発行年月日】1998年8月10日
【発行・制作所】講談社 【発行・制作所住所】東京都文京
区音羽2・12・21 【発行・制作者】野間佐和子

15360 図書 【資料名】文学なんかこわくない 【著・作者】高橋源一郎 【発行年月日】1998年10月30日
【発行・制作所】朝日新聞社 【発行・制作所住所】東京都
中央区築地五ー三ー二 【発行・制作者】岡本行正

15362 図書
【資料名】亡命・有島武郎のアメリカ，＜どこでもない所
＞への旅

【著・作者】栗田廣美 【発行年月日】1998年3月31日
【発行・制作所】右文書院 【発行・制作所住所】東京都千
代田区神田神保町1ー37 【発行・制作者】三武義彦

15365 図書
【資料名】与謝野晶子と周辺の人びと，ジャーナリズムと
のかかわりを中心に

【著・作者】香内信子
【発行年月日】平成10年7月25日 【発行年月日】平成10年
7月25日

【発行・制作所】創樹社 【発行・制作所住所】東京都港区
西新橋2丁目35番5号 【発行・制作者】倉澤邦夫

15527 図書 【資料名】大正期の文芸叢書 【著・作者】紅野敏郎
【発行年月日】平成10年11月20日 【発行年月日】平成10
年11月22日

【発行・制作所】雄松堂出版 【発行・制作所住所】東京都
新宿区三栄町二九 【発行・制作者】新田満夫

15593 図書 【資料名】戦後値段史年表 【シリーズ名】朝日文庫 【著・作者】週刊朝日
【発行年月日】平成7年9月10日 【発行年月日】平成7年8月
1日

【発行・制作所】朝日新聞社 【発行・制作所住所】東京都
中央区築地5ー3ー2 【発行・制作者】川橋啓一



15594 図書 【資料名】岩波哲学・思想事典
【著・作者】廣松渉／子安宣邦／三島憲一／宮本久雄／
佐々木力／野家啓一／末木文美士

【発行年月日】平成10年3月18日 【発行年月日】平成10年
3月18日

【発行・制作所】岩波書店 【発行・制作所住所】東京都千
代田区一ツ橋2ー5ー5

15599 図書
【資料名】二つの日本・8月15日，［グラフィック・レポー
ト］

【著・作者】岩波書店編集部／岩波映画製作所
【発行年月日】昭和61年12月15日 【発行年月日】昭和61
年12月15日

【発行・制作所】岩波書店 【発行・制作所住所】東京都千
代田区一ツ橋2ー5ー5 【発行・制作者】緑川亨

15600 図書
【資料名】昭和30年東京ベルエポック，ビジュアルブック
江戸東京4 【シリーズ名】ビジュアルブック江戸東京

【著・作者】川本三郎／田沼武能（写真）
【発行年月日】平成5年4月30日 【発行年月日】平成4年12
月7日

【発行・制作所】岩波書店 【発行・制作所住所】東京都千
代田区一ツ橋2ー5ー5 【発行・制作者】安江良介

15612 図書 【資料名】昭和・平成家庭史年表 【著・作者】下川耿史*
【発行年月日】1997年12月15日 【発行年月日】1997-12-
15c

【発行・制作所】河出書房新社 【発行・制作所住所】東京
都渋谷区千駄ケ谷2ー32ー2 【発行・制作者】清水勝

15616 図書 【資料名】明治世相編年辞典 【著・作者】朝倉治彦／稲村徹元
【発行年月日】平成9年6月20日 【発行年月日】平成7年6月
30日

【発行・制作所】東京堂出版 【発行・制作所住所】東京都
千代田区神田錦町三ノ七 【発行・制作者】大橋信夫

15620 図書
【資料名】子供たちの大正時代，田舎町の生活誌 【シリー
ズ名】平凡社ライブラリー

【著・作者】古島敏雄
【発行年月日】平成9年5月15日 【発行年月日】平成9年5月
15日

【発行・制作所】平凡社 【発行・制作所住所】東京都目黒
区碑文谷5ー16ー19 【発行・制作者】下中弘

15627 図書 【資料名】有島武郎，＜作家＞の生成 【著・作者】山田俊治
【発行年月日】平成10年9月30日 【発行年月日】平成10年
9月30日

【発行・制作所】小沢書店 【発行・制作所住所】東京都豊
島区雑司谷2ー4ー1 【発行・制作者】長谷川郁夫

15629 図書 【資料名】日本文学の百年 【著・作者】小田切秀雄
【発行年月日】平成10年10月28日 【発行年月日】平成10
年10月28日

【発行・制作所】東京新聞出版局 【発行・制作所住所】東
京都港区港南2ー3ー13 【発行・制作者】秋山侃

15728 図書
【資料名】志賀直哉全集 第二巻 【シリーズ名】志賀直哉全
集

【著・作者】志賀直哉
【発行年月日】平成11年1月7日 【発行年月日】平成11年1
月7日

【発行・制作所】岩波書店 【発行・制作所住所】東京都千
代田区一ツ橋二ー五ー五 【発行・制作者】大塚信一

15729 図書
【資料名】志賀直哉全集 第三巻 【シリーズ名】志賀直哉全
集

【著・作者】志賀直哉
【発行年月日】平成11年2月8日 【発行年月日】平成11年2
月8日

【発行・制作所】岩波書店 【発行・制作所住所】東京都千
代田区一ツ橋二ー五ー五 【発行・制作者】大塚信一

15730 図書
【資料名】志賀直哉全集 第四巻 【シリーズ名】志賀直哉全
集

【著・作者】志賀直哉
【発行年月日】平成11年3月8日 【発行年月日】平成11年3
月8日

【発行・制作所】岩波書店 【発行・制作所住所】東京都千
代田区一ツ橋二ー五ー五 【発行・制作者】大塚信一

15731 図書
【資料名】志賀直哉全集 第五巻 【シリーズ名】志賀直哉全
集

【著・作者】志賀直哉
【発行年月日】平成11年4月7日 【発行年月日】平成11年4
月7日

【発行・制作所】岩波書店 【発行・制作所住所】東京都千
代田区一ツ橋二ー五ー五 【発行・制作者】大塚信一

15732 図書
【資料名】志賀直哉全集 第六巻 【シリーズ名】志賀直哉全
集

【著・作者】志賀直哉
【発行年月日】平成11年5月7日 【発行年月日】平成11年5
月7日

【発行・制作所】岩波書店 【発行・制作所住所】東京都千
代田区一ツ橋二ー五ー五 【発行・制作者】大塚信一

15733 図書
【資料名】志賀直哉全集 第七巻 【シリーズ名】志賀直哉全
集

【著・作者】志賀直哉
【発行年月日】平成11年6月7日 【発行年月日】平成11年6
月7日

【発行・制作所】岩波書店 【発行・制作所住所】東京都千
代田区一ツ橋二ー五ー五 【発行・制作者】大塚信一

15734 図書
【資料名】志賀直哉全集 第八巻 【シリーズ名】志賀直哉全
集

【著・作者】志賀直哉
【発行年月日】平成11年7月7日 【発行年月日】平成11年7
月7日

【発行・制作所】岩波書店 【発行・制作所住所】東京都千
代田区一ツ橋二ー五ー五 【発行・制作者】大塚信一

15736 図書
【資料名】日本人のふるさと　高度成長以前の原風景 【シ
リーズ名】グラフィック・レポート

【著・作者】竹内啓一
【発行年月日】平成7年2月24日 【発行年月日】平成7年2月
24日

【発行・制作所】岩波書店 【発行・制作所住所】東京都千
代田区一ツ橋2-5-5 【発行・制作者】安江良介

15740 図書
【資料名】ユートピア紀行　有島武郎　宮沢賢治　武者小
路実篤 【シリーズ名】講談社文芸文庫　現代日本のエッセ
イ

【著・作者】伊藤信吉
【発行年月日】平成9年5月10日 【発行年月日】平成9年5月
10日

【発行・制作所】講談社 【発行・制作所住所】東京都文京
区音羽2・12・21 【発行・制作者】野間佐和子

15761 図書 【資料名】新しき村の八十年 年表形式による 【著・作者】渡辺貫二 【発行年月日】平成11年9月17日
【発行・制作所】（財）新しき村 【発行・制作所住所】埼
玉県入間郡毛呂山町葛貫423 【発行・制作者】記載なし

15864 図書
【資料名】近代文学研究叢刊　15　近代文学における「運
命」の展開 【シリーズ名】近代文学研究叢刊　15

【著・作者】森田喜郎 【発行年月日】1998年3月10日
【発行・制作所】和泉書院 【発行・制作所住所】大阪市天
王寺区上汐五ー三ー八 【発行・制作者】廣橋研三

15869 図書 【資料名】名文 【シリーズ名】ちくま学芸文庫 【著・作者】中村明
【発行年月日】平成8年5月20日 【発行年月日】平成5年3月
5日

【発行・制作所】筑摩書房 【発行・制作所住所】東京都台
東区蔵前二ー五ー三 【発行・制作者】森本政彦

15872 図書 【資料名】武者小路実篤詩集 【シリーズ名】角川文庫 【著・作者】武者小路実篤
【発行年月日】平成11年1月25日 【発行年月日】平成11年
1月25日

【発行・制作所】角川書店 【発行・制作所住所】東京都千
代田区富士見町二ー十三ー三 【発行・制作者】角川歴彦

27 図書
【資料名】新しき村の生活 【シリーズ名】名著復刻全集近
代文学館

【著・作者】武者小路實篤 【発行年月日】大正7年8月10日
【発行・制作所】新潮社 【発行・制作所住所】東京市牛込
區矢來町三番地 【発行・制作者】佐藤義亮

32 図書
【資料名】或る男 【シリーズ名】精選名著複刻全集近代文
学館

【著・作者】武者小路實篤 【発行年月日】大正12年11月28日
【発行・制作所】新潮社 【発行・制作所住所】東京市牛込
區矢來町三番地 【発行・制作者】佐藤義亮



727 図書
【資料名】武者小路實篤全集第一巻 【シリーズ名】武者小
路實篤全集

【著・作者】武者小路實篤
【発行年月日】昭和62年12月10日 【発行年月日】昭和62
年12月10日

【発行・制作所】小学館 【発行・制作所住所】東京都千代
田区一ツ橋二丁目三番一号 【発行・制作者】相賀徹夫

728 図書
【資料名】武者小路實篤全集第二巻 【シリーズ名】武者小
路實篤全集

【著・作者】武者小路實篤
【発行年月日】昭和63年2月10日 【発行年月日】昭和63年
2月10日

【発行・制作所】小学館 【発行・制作所住所】東京都千代
田区一ツ橋二丁目三番一号 【発行・制作者】相賀徹夫

729 図書
【資料名】武者小路實篤全集第三巻 【シリーズ名】武者小
路實篤全集

【著・作者】武者小路實篤
【発行年月日】昭和63年4月10日 【発行年月日】昭和63年
4月10日

【発行・制作所】小学館 【発行・制作所住所】東京都千代
田区一ツ橋二丁目三番一号 【発行・制作者】相賀徹夫

730 図書
【資料名】武者小路實篤全集第四巻 【シリーズ名】武者小
路實篤全集

【著・作者】武者小路實篤
【発行年月日】昭和63年6月10日 【発行年月日】昭和63年
6月10日

【発行・制作所】小学館 【発行・制作所住所】東京都千代
田区一ツ橋二丁目三番一号 【発行・制作者】相賀徹夫

731 図書
【資料名】武者小路實篤全集第五巻 【シリーズ名】武者小
路實篤全集

【著・作者】武者小路實篤
【発行年月日】昭和63年8月20日 【発行年月日】昭和63年
8月20日

【発行・制作所】小学館 【発行・制作所住所】東京都千代
田区一ツ橋二丁目三番一号 【発行・制作者】相賀徹夫

732 図書
【資料名】武者小路實篤全集第六巻 【シリーズ名】武者小
路實篤全集

【著・作者】武者小路實篤
【発行年月日】昭和63年10月20日 【発行年月日】昭和63
年10月20日

【発行・制作所】小学館 【発行・制作所住所】東京都千代
田区一ツ橋二丁目三番一号 【発行・制作者】相賀徹夫

733 図書
【資料名】武者小路實篤全集第七巻 【シリーズ名】武者小
路實篤全集

【著・作者】武者小路實篤
【発行年月日】昭和63年12月20日 【発行年月日】昭和63
年12月20日

【発行・制作所】小学館 【発行・制作所住所】東京都千代
田区一ツ橋二丁目三番一号 【発行・制作者】相賀徹夫

734 図書
【資料名】武者小路實篤全集第八巻 【シリーズ名】武者小
路實篤全集

【著・作者】武者小路實篤
【発行年月日】平成1年2月20日 【発行年月日】平成1年2月
20日

【発行・制作所】小学館 【発行・制作所住所】東京都千代
田区一ツ橋二丁目三番一号 【発行・制作者】相賀徹夫

735 図書
【資料名】武者小路實篤全集第九巻 【シリーズ名】武者小
路實篤全集

【著・作者】武者小路實篤
【発行年月日】平成1年4月20日 【発行年月日】平成1年4月
20日

【発行・制作所】小学館 【発行・制作所住所】東京都千代
田区一ツ橋二丁目三番一号 【発行・制作者】相賀徹夫

736 図書
【資料名】武者小路實篤全集第十巻 【シリーズ名】武者小
路實篤全集

【著・作者】武者小路實篤
【発行年月日】平成1年6月20日 【発行年月日】平成1年6月
20日

【発行・制作所】小学館 【発行・制作所住所】東京都千代
田区一ツ橋二丁目三番一号 【発行・制作者】相賀徹夫

737 図書
【資料名】武者小路實篤全集第十一巻 【シリーズ名】武者
小路實篤全集

【著・作者】武者小路實篤
【発行年月日】平成1年8月20日 【発行年月日】平成1年8月
20日

【発行・制作所】小学館 【発行・制作所住所】東京都千代
田区一ツ橋二丁目三番一号 【発行・制作者】相賀徹夫

738 図書
【資料名】武者小路實篤全集第十二巻 【シリーズ名】武者
小路實篤全集

【著・作者】武者小路實篤
【発行年月日】平成1年10月20日 【発行年月日】平成1年
10月20日

【発行・制作所】小学館 【発行・制作所住所】東京都千代
田区一ツ橋二丁目三番一号 【発行・制作者】相賀徹夫

739 図書
【資料名】武者小路實篤全集第十三巻 【シリーズ名】武者
小路實篤全集

【著・作者】武者小路實篤
【発行年月日】平成1年12月20日 【発行年月日】平成1年
12月20日

【発行・制作所】小学館 【発行・制作所住所】東京都千代
田区一ツ橋二丁目三番一号 【発行・制作者】相賀徹夫

740 図書
【資料名】武者小路實篤全集第十四巻 【シリーズ名】武者
小路實篤全集

【著・作者】武者小路實篤
【発行年月日】平成2年2月20日 【発行年月日】平成2年2月
20日

【発行・制作所】小学館 【発行・制作所住所】東京都千代
田区一ツ橋二丁目三番一号 【発行・制作者】相賀徹夫

741 図書
【資料名】武者小路實篤全集第十五巻 【シリーズ名】武者
小路實篤全集

【著・作者】武者小路實篤
【発行年月日】平成2年8月20日 【発行年月日】平成2年8月
20日

【発行・制作所】小学館 【発行・制作所住所】東京都千代
田区一ツ橋二丁目三番一号 【発行・制作者】相賀徹夫

742 図書
【資料名】武者小路實篤全集第十六巻 【シリーズ名】武者
小路實篤全集

【著・作者】武者小路實篤
【発行年月日】平成2年4月20日 【発行年月日】平成2年4月
20日

【発行・制作所】小学館 【発行・制作所住所】東京都千代
田区一ツ橋二丁目三番一号 【発行・制作者】相賀徹夫

743 図書
【資料名】武者小路實篤全集第十七巻 【シリーズ名】武者
小路實篤全集

【著・作者】武者小路實篤
【発行年月日】平成2年6月20日 【発行年月日】平成2年6月
20日

【発行・制作所】小学館 【発行・制作所住所】東京都千代
田区一ツ橋二丁目三番一号 【発行・制作者】相賀徹夫

861 図書 【資料名】美愛眞 【シリーズ名】PHP文庫 【著・作者】武者小路実篤
【発行年月日】昭和61年12月15日 【発行年月日】昭和61
年12月15日

【発行・制作所】PHP研究所 【発行・制作所住所】千代田
区三番町3番地10，京都市南区西九条北ノ内町11 【発行・
制作者】江口克彦

874 図書 【資料名】友情・初恋 【シリーズ名】集英社文庫 【著・作者】武者小路実篤
【発行年月日】平成4年1月25日 【発行年月日】平成4年1月
25日

【発行・制作所】集英社 【発行・制作所住所】東京都千代
田区一ツ橋2-5-10 【発行・制作者】若菜正

891 図書
【資料名】明治文學全集76，初期白樺派文學集 【シリーズ
名】明治文學全集

【著・作者】武者小路實篤
【発行年月日】昭和58年10月1日 【発行年月日】昭和48年
12月20日

【発行・制作所】筑摩書房 【発行・制作所住所】東京都千
代田區神田小川町二ノ八 【発行・制作者】布川角左衞門

1006 図書 【資料名】岸田劉生 【著・作者】東珠樹 【発行年月日】昭和53年6月15日
【発行・制作所】中央公論美術出版 【発行・制作所住所】
東京都中央区京橋二丁目八番地 【発行・制作者】栗本和夫

1010 図書 【資料名】父の書斎 【シリーズ名】筑摩叢書 【著・作者】有島行光
【発行年月日】平成1年6月10日 【発行年月日】平成1年6月
10日

【発行・制作所】筑摩書房 【発行・制作所住所】東京都千
代田区神田小川町2の8 【発行・制作者】関根栄郷

1052 図書
【資料名】有島武郎全集第一卷 【シリーズ名】有島武郎全
集

【著・作者】有島武郎
【発行年月日】昭和60年8月10日 【発行年月日】昭和55年
8月30日

【発行・制作所】筑摩書房 【発行・制作所住所】東京都千
代田區神田小川町二ノ八 【発行・制作者】布川角左衞門



1053 図書
【資料名】有島武郎全集第二卷 【シリーズ名】有島武郎全
集

【著・作者】有島武郎
【発行年月日】昭和61年12月30日 【発行年月日】昭和55
年2月20日

【発行・制作所】筑摩書房 【発行・制作所住所】東京都千
代田區神田小川町二ノ八 【発行・制作者】布川角左衞門

1054 図書
【資料名】有島武郎全集第三卷 【シリーズ名】有島武郎全
集

【著・作者】有島武郎
【発行年月日】昭和61年3月1日 【発行年月日】昭和55年6
月30日

【発行・制作所】筑摩書房 【発行・制作所住所】東京都千
代田區神田小川町二ノ八 【発行・制作者】布川角左衞門

1055 図書
【資料名】有島武郎全集第四卷 【シリーズ名】有島武郎全
集

【著・作者】有島武郎
【発行年月日】昭和61年3月1日 【発行年月日】昭和54年
11月20日

【発行・制作所】筑摩書房 【発行・制作所住所】東京都千
代田區神田小川町二ノ八 【発行・制作者】布川角左衞門

1056 図書
【資料名】有島武郎全集第五卷 【シリーズ名】有島武郎全
集

【著・作者】有島武郎
【発行年月日】昭和60年8月10日 【発行年月日】昭和55年
12月20日

【発行・制作所】筑摩書房 【発行・制作所住所】東京都千
代田區神田小川町二ノ八 【発行・制作者】布川角左衞門

1057 図書
【資料名】有島武郎全集第六卷 【シリーズ名】有島武郎全
集

【著・作者】有島武郎
【発行年月日】昭和61年3月1日 【発行年月日】昭和56年2
月20日

【発行・制作所】筑摩書房 【発行・制作所住所】東京都千
代田區神田小川町二ノ八 【発行・制作者】布川角左衞門

1058 図書
【資料名】有島武郎全集第七卷 【シリーズ名】有島武郎全
集

【著・作者】有島武郎
【発行年月日】昭和55年4月20日 【発行年月日】昭和55年
4月20日

【発行・制作所】筑摩書房 【発行・制作所住所】東京都千
代田區神田小川町二ノ八 【発行・制作者】布川角左衞門

1059 図書
【資料名】有島武郎全集第八卷 【シリーズ名】有島武郎全
集

【著・作者】有島武郎
【発行年月日】昭和60年8月20日 【発行年月日】昭和55年
10月20日

【発行・制作所】筑摩書房 【発行・制作所住所】東京都千
代田區神田小川町二ノ八 【発行・制作者】布川角左衞門

1060 図書
【資料名】有島武郎全集第九卷 【シリーズ名】有島武郎全
集

【著・作者】有島武郎
【発行年月日】昭和61年3月15日 【発行年月日】昭和56年
4月30日

【発行・制作所】筑摩書房 【発行・制作所住所】東京都千
代田區神田小川町二ノ八 【発行・制作者】布川角左衞門

1061 図書
【資料名】有島武郎全集第十卷 【シリーズ名】有島武郎全
集

【著・作者】有島武郎
【発行年月日】昭和61年3月1日 【発行年月日】昭和56年
10月30日

【発行・制作所】筑摩書房 【発行・制作所住所】東京都千
代田區神田小川町二ノ八 【発行・制作者】布川角左衞門

1062 図書
【資料名】有島武郎全集第十一卷 【シリーズ名】有島武郎
全集

【著・作者】有島武郎
【発行年月日】昭和57年7月23日 【発行年月日】昭和57年
7月23日

【発行・制作所】筑摩書房 【発行・制作所住所】東京都千
代田區神田小川町二ノ八 【発行・制作者】布川角左衞門

1063 図書
【資料名】有島武郎全集第十二卷 【シリーズ名】有島武郎
全集

【著・作者】有島武郎
【発行年月日】昭和61年12月30日 【発行年月日】昭和57
年11月30日

【発行・制作所】筑摩書房 【発行・制作所住所】東京都千
代田區神田小川町二ノ八 【発行・制作者】布川角左衞門

1064 図書
【資料名】有島武郎全集第十三卷 【シリーズ名】有島武郎
全集

【著・作者】有島武郎
【発行年月日】昭和59年6月30日 【発行年月日】昭和59年
6月30日

【発行・制作所】筑摩書房 【発行・制作所住所】東京都千
代田區神田小川町二ノ八 【発行・制作者】布川角左衞門

1065 図書
【資料名】有島武郎全集第十四卷 【シリーズ名】有島武郎
全集

【著・作者】有島武郎
【発行年月日】昭和60年6月30日 【発行年月日】昭和60年
6月30日

【発行・制作所】筑摩書房 【発行・制作所住所】東京都千
代田區神田小川町二ノ八 【発行・制作者】布川角左衞門

1066 図書
【資料名】有島武郎全集第十五卷 【シリーズ名】有島武郎
全集

【著・作者】有島武郎
【発行年月日】昭和61年9月20日 【発行年月日】昭和61年
9月20日

【発行・制作所】筑摩書房 【発行・制作所住所】東京都千
代田區神田小川町二ノ八 【発行・制作者】布川角左衞門

1067 図書 【資料名】有島武郎全集別卷 【シリーズ名】有島武郎全集
【発行年月日】昭和63年6月30日 【発行年月日】昭和63年
6月30日

【発行・制作所】筑摩書房 【発行・制作所住所】東京都千
代田區神田小川町二ノ八 【発行・制作者】關根榮郷

1087 図書 【資料名】星の群 【著・作者】江馬嵩 【発行年月日】昭和28年11月14日
【発行・制作所】調和社 【発行・制作所住所】東京都千代
田区神田神保町二の十一 【発行・制作者】江馬

1098 図書 【資料名】日向の村の思ひ出 【著・作者】川島傳吉 【発行年月日】昭和34年7月10日
【発行・制作所】知性社 【発行・制作所住所】東京都千代
田區神田美土代町貳拾六番地 【発行・制作者】小石原昭

1102 図書 【資料名】劉生・一九二五年 【著・作者】岸田幸四郎 【発行年月日】昭和56年11月14日
【発行・制作所】皆美社 【発行・制作所住所】東京都千代
田区神田神保町二-十一 【発行・制作者】浅田好明

1232 図書
【資料名】里見トン全集第一卷 【シリーズ名】里見トン全
集

【著・作者】里見トン 【発行年月日】昭和52年10月20日
【発行・制作所】筑摩書房 【発行・制作所住所】東京都千
代田區神田小川町二ノ八 【発行・制作者】井上達三

1233 図書
【資料名】里見トン全集第二卷 【シリーズ名】里見トン全
集

【著・作者】里見トン 【発行年月日】昭和52年12月20日
【発行・制作所】筑摩書房 【発行・制作所住所】東京都千
代田區神田小川町二ノ八 【発行・制作者】岡山猛

1234 図書
【資料名】里見トン全集第三卷 【シリーズ名】里見?トン
全集

【著・作者】里見トン 【発行年月日】昭和52年8月16日
【発行・制作所】筑摩書房 【発行・制作所住所】東京都千
代田區神田小川町二ノ八 【発行・制作者】井上達三

1235 図書
【資料名】里見トン全集第四卷 【シリーズ名】里見トン全
集

【著・作者】里見トン 【発行年月日】昭和53年2月20日
【発行・制作所】筑摩書房 【発行・制作所住所】東京都千
代田區神田小川町二ノ八 【発行・制作者】岡山猛

1236 図書
【資料名】里見トン全集第五卷 【シリーズ名】里見トン全
集

【著・作者】里見トン 【発行年月日】昭和53年4月25日
【発行・制作所】筑摩書房 【発行・制作所住所】東京都千
代田區神田小川町二の八 【発行・制作者】岡山猛

1237 図書
【資料名】里見トン全集第六卷 【シリーズ名】里見トン全
集

【著・作者】里見トン 【発行年月日】昭和52年6月20日
【発行・制作所】筑摩書房 【発行・制作所住所】東京都千
代田區神田小川町二ノ八 【発行・制作者】井上達三



1238 図書
【資料名】里見トン全集第七卷 【シリーズ名】里見トン全
集

【著・作者】里見トン 【発行年月日】昭和53年6月30日
【発行・制作所】筑摩書房 【発行・制作所住所】東京都千
代田區神田小川町二の八 【発行・制作者】岡山猛

1239 図書
【資料名】里見トン全集第八卷 【シリーズ名】里見トン全
集

【著・作者】里見トン 【発行年月日】昭和53年10月25日
【発行・制作所】筑摩書房 【発行・制作所住所】東京都千
代田區神田小川町二の八 【発行・制作者】關根榮郷

1240 図書
【資料名】里見トン全集第九卷 【シリーズ名】里見トン全
集

【著・作者】里見トン 【発行年月日】昭和53年12月20日
【発行・制作所】筑摩書房 【発行・制作所住所】東京都千
代田區神田小川町二の八 【発行・制作者】關根榮郷

1241 図書
【資料名】里見トン全集第十卷 【シリーズ名】里見トン全
集

【著・作者】里見トン 【発行年月日】昭和54年4月10日
【発行・制作所】筑摩書房 【発行・制作所住所】東京都千
代田區神田小川町二の八 【発行・制作者】關根榮郷

1251 図書 【資料名】目をつむって 【著・作者】三宮操 【発行年月日】昭和61年2月2日
【発行・制作所】皆美社 【発行・制作所住所】東京都千代
田区神田神保町二-十一 【発行・制作者】浅田好明

1315 図書 【資料名】ポルトガルの鍬 【著・作者】関口弥重吉 【発行年月日】昭和50年10月31日
【発行・制作所】皆美社 【発行・制作所住所】東京都千代
田区九段北3ノ2ノ11 【発行・制作者】浅田好明

1322 図書 【資料名】自分は見た，詩集 【著・作者】千家元麿 【発行年月日】大正7年5月15日
【発行・制作所】玄文社 【発行・制作所住所】東京市芝公
園 【発行・制作者】長谷川巳之吉

1348 図書 【資料名】みとせのはるあき家信 【著・作者】直木由太郎 【発行年月日】昭和49年8月1日 【発行・制作者】直木とよ

1362 図書
【資料名】中川一政全文集第一巻 【シリーズ名】中川一政
全文集

【著・作者】中川一政 【発行年月日】昭和62年1月20日
【発行・制作所】中央公論社 【発行・制作所住所】東京都
中央区京橋二ノ八ノ七 【発行・制作者】嶋中鵬二

1363 図書
【資料名】中川一政全文集第二巻 【シリーズ名】中川一政
全文集

【著・作者】中川一政 【発行年月日】昭和62年2月20日
【発行・制作所】中央公論社 【発行・制作所住所】東京都
中央区京橋二ノ八ノ七 【発行・制作者】嶋中鵬二

1364 図書
【資料名】中川一政全文集第三巻 【シリーズ名】中川一政
全文集

【著・作者】中川一政 【発行年月日】昭和62年3月20日
【発行・制作所】中央公論社 【発行・制作所住所】東京都
中央区京橋二ノ八ノ七 【発行・制作者】嶋中鵬二

1365 図書
【資料名】中川一政全文集第四巻 【シリーズ名】中川一政
全文集

【著・作者】中川一政 【発行年月日】昭和62年4月20日
【発行・制作所】中央公論社 【発行・制作所住所】東京都
中央区京橋二ノ八ノ七 【発行・制作者】嶋中鵬二

1366 図書
【資料名】中川一政全文集第五巻 【シリーズ名】中川一政
全文集

【著・作者】中川一政 【発行年月日】昭和62年5月20日
【発行・制作所】中央公論社 【発行・制作所住所】東京都
中央区京橋二ノ八ノ七 【発行・制作者】嶋中鵬二

1367 図書
【資料名】中川一政全文集第六巻 【シリーズ名】中川一政
全文集

【著・作者】中川一政 【発行年月日】昭和62年6月20日
【発行・制作所】中央公論社 【発行・制作所住所】東京都
中央区京橋二ノ八ノ七 【発行・制作者】嶋中鵬二

1368 図書
【資料名】中川一政全文集第七巻 【シリーズ名】中川一政
全文集

【著・作者】中川一政 【発行年月日】昭和62年7月20日
【発行・制作所】中央公論社 【発行・制作所住所】東京都
中央区京橋二ノ八ノ七 【発行・制作者】嶋中鵬二

1369 図書
【資料名】中川一政全文集第八巻 【シリーズ名】中川一政
全文集

【著・作者】中川一政 【発行年月日】昭和61年11月20日
【発行・制作所】中央公論社 【発行・制作所住所】東京都
中央区京橋二ノ八ノ七 【発行・制作者】嶋中鵬二

1370 図書
【資料名】中川一政全文集第九巻 【シリーズ名】中川一政
全文集

【著・作者】中川一政 【発行年月日】昭和61年12月20日
【発行・制作所】中央公論社 【発行・制作所住所】東京都
中央区京橋二ノ八ノ七 【発行・制作者】嶋中鵬二

1371 図書
【資料名】中川一政全文集第十巻 【シリーズ名】中川一政
全文集

【著・作者】中川一政 【発行年月日】昭和62年8月20日
【発行・制作所】中央公論社 【発行・制作所住所】東京都
中央区京橋二ノ八ノ七 【発行・制作者】嶋中鵬二

1453 図書 【資料名】マロニエと梅の花平林英子随筆集 【著・作者】平林英子
【発行年月日】平成3年12月23日 【発行年月日】平成3年
11月23日

【発行・制作所】朝日書林 【発行・制作所住所】東京都千
代田区神田神保町一-一八-一 【発行・制作者】荒川義雄

1456 図書 【資料名】想出の人々揮麈憶往録 【著・作者】細川護貞
【発行年月日】昭和63年11月1日 【発行年月日】昭和63年
11月1日

【発行・制作所】文芸春秋 【発行・制作所住所】東京都千
代田区紀尾井町三ノ二十三 【発行・制作者】豊田健次

1457 図書 【資料名】「白樺」派の文學 【著・作者】本多秋五
【発行年月日】昭和29年7月30日 【発行年月日】昭和29年
7月30日

【発行・制作所】大日本雄辯会講談社 【発行・制作所住
所】東京都文京區音羽町三ノ一九 【発行・制作者】野間省
一

1458 図書 【資料名】椎茸と万年筆 【著・作者】前田伍作 【発行年月日】昭和53年11月14日
【発行・制作所】新しき村東京支部 【発行・制作所住所】
東京都千代田区神田神保町

1467 図書 【資料名】回想・新しき村 【著・作者】森谷とみ 【発行年月日】昭和55年9月20日
【発行・制作所】大きなタネの会 【発行・制作所住所】東
京都武蔵野市吉祥寺北町一-二三-三〇塚原方

1497 図書
【資料名】岸田劉生全集第一巻 【シリーズ名】岸田劉生全
集

【著・作者】岸田劉生 【発行年月日】昭和54年3月23日
【発行・制作所】岩波書店 【発行・制作所住所】東京都千
代田区一ツ橋二-五-五 【発行・制作者】緑川亨



1498 図書 【資料名】岸田劉生全集第二巻 【著・作者】岸田劉生 【発行年月日】昭和54年6月8日
【発行・制作所】岩波書店 【発行・制作所住所】東京都千
代田区一ツ橋二-五-五 【発行・制作者】緑川亨

1499 図書
【資料名】岸田劉生全集第三巻 【シリーズ名】岸田劉生全
集

【著・作者】岸田劉生 【発行年月日】昭和54年8月10日
【発行・制作所】岩波書店 【発行・制作所住所】東京都千
代田区一ツ橋二-五-五 【発行・制作者】緑川亨

1500 図書
【資料名】岸田劉生全集第四巻 【シリーズ名】岸田劉生全
集

【著・作者】岸田劉生 【発行年月日】昭和54年11月9日
【発行・制作所】岩波書店 【発行・制作所住所】東京都千
代田区一ツ橋二-五-五 【発行・制作者】緑川亨

1501 図書
【資料名】岸田劉生全集第五巻 【シリーズ名】岸田劉生全
集

【著・作者】岸田劉生 【発行年月日】昭和54年12月10日
【発行・制作所】岩波書店 【発行・制作所住所】東京都千
代田区一ツ橋二-五-五 【発行・制作者】緑川亨

1502 図書
【資料名】岸田劉生全集第六巻 【シリーズ名】岸田劉生全
集

【著・作者】岸田劉生 【発行年月日】昭和54年5月10日
【発行・制作所】岩波書店 【発行・制作所住所】東京都千
代田区一ツ橋二-五-五 【発行・制作者】緑川亨

1503 図書
【資料名】岸田劉生全集第七巻 【シリーズ名】岸田劉生全
集

【著・作者】岸田劉生 【発行年月日】昭和54年7月10日
【発行・制作所】岩波書店 【発行・制作所住所】東京都千
代田区一ツ橋二-五-五 【発行・制作者】緑川亨

1504 図書
【資料名】岸田劉生全集第八巻 【シリーズ名】岸田劉生全
集

【著・作者】岸田劉生 【発行年月日】昭和54年9月10日
【発行・制作所】岩波書店 【発行・制作所住所】東京都千
代田区一ツ橋二-五-五 【発行・制作者】緑川亨

1505 図書
【資料名】岸田劉生全集第九巻 【シリーズ名】岸田劉生全
集

【著・作者】岸田劉生 【発行年月日】昭和54年10月9日
【発行・制作所】岩波書店 【発行・制作所住所】東京都千
代田区一ツ橋二-五-五 【発行・制作者】緑川亨

1506 図書
【資料名】岸田劉生全集第十巻 【シリーズ名】岸田劉生全
集

【著・作者】岸田劉生 【発行年月日】昭和55年1月23日
【発行・制作所】岩波書店 【発行・制作所住所】東京都千
代田区一ツ橋二-五-五 【発行・制作者】緑川亨

1511 図書 【資料名】劉生日記五 【シリーズ名】劉生日記 【著・作者】岸田劉生
【発行年月日】昭和59年8月16日 【発行年月日】昭和59年
8月16日

【発行・制作所】岩波書店 【発行・制作所住所】東京都千
代田区一ツ橋二-五-五 【発行・制作者】緑川亨

1512 図書 【資料名】白樺派と近代美術 【著・作者】東珠樹
【発行年月日】昭和55年7月25日 【発行年月日】昭和55年
7月25日

【発行・制作所】東出版 【発行・制作所住所】東京都渋谷
区神南一-一〇-七 【発行・制作者】東環

1575 図書 【資料名】展望近代の評論 【発行年月日】S58.2.30
【発行・制作所】双文社出版 【発行・制作所住所】東京都
渋谷区渋谷2-4-3 【発行・制作者】橋本和夫

1582 図書 【資料名】あけくれ，二人歌集 【発行年月日】昭和50年5月12日
【発行・制作所】平和学院 【発行・制作所住所】東京都目
黒区目黒四-十四-三十三

1583 図書 【資料名】志賀直哉（上） 【シリーズ名】岩波新書 【著・作者】本多秋五
【発行年月日】平成2年4月26日 【発行年月日】平成2年1月
22日

【発行・制作所】岩波書店 【発行・制作所住所】東京都千
代田区一ツ橋2-5-5 【発行・制作者】緑川亨

1584 図書 【資料名】志賀直哉（下） 【シリーズ名】岩波新書 【著・作者】本多秋五
【発行年月日】平成2年2月20日 【発行年月日】平成2年2月
20日

【発行・制作所】岩波書店 【発行・制作所住所】東京都千
代田区一ツ橋2-5-5 【発行・制作者】緑川亨

1586 図書 【資料名】新しき村五十年 【発行年月日】昭和43年11月14日
【発行・制作所】新しき村 【発行・制作所住所】埼玉県入
間郡毛呂山町葛貫四二三番地

1610 図書 【資料名】岸田劉生画集 【著・作者】岸田劉生 【発行年月日】昭和59年5月31日
【発行・制作所】岩波書店 【発行・制作所住所】東京都千
代田区一ツ橋2-5-5 【発行・制作者】緑川亨

1615 図書 【資料名】岸田劉生I 【シリーズ名】近代画家研究資料 【著・作者】東珠樹 【発行年月日】昭和51年12月10日
【発行・制作所】東出版 【発行・制作所住所】東京都渋谷
区神南一-一〇-六第一岩下ビル 【発行・制作者】東環

1616 図書 【資料名】岸田劉生II 【シリーズ名】近代画家研究資料 【著・作者】東珠樹 【発行年月日】昭和52年6月1日
【発行・制作所】東出版 【発行・制作所住所】東京都渋谷
区神南一-一〇-六第一岩下ビル 【発行・制作者】東環

1617 図書 【資料名】岸田劉生III 【シリーズ名】近代画家研究資料 【著・作者】東珠樹 【発行年月日】昭和52年7月1日
【発行・制作所】東出版 【発行・制作所住所】東京都渋谷
区神南一-一〇-六第一岩下ビル 【発行・制作者】東環

1618 図書 【資料名】改造目次総覧，総目次
【発行年月日】昭和49年11月20日 【発行年月日】昭和41
年12月12日

【発行・制作所】新約書房 【発行・制作所住所】東京都世
田谷区上祖師谷3-20-17

1619 図書 【資料名】改造目次総覧，執筆者索引 【発行年月日】昭和47年6月15日
【発行・制作所】新約書房 【発行・制作所住所】東京都世
田谷区上祖師谷3-20-17

1622 図書 【資料名】大正自由人物語，望月桂とその周辺 【著・作者】小松隆二 【発行年月日】昭和63年8月24日
【発行・制作所】岩波書店 【発行・制作所住所】東京都千
代田区一ツ橋二-五-五 【発行・制作者】緑川亨

1624 図書 【資料名】「白樺」派の文学 【シリーズ名】新潮文庫 【著・作者】本田秋五
【発行年月日】昭和52年2月10日 【発行年月日】昭和35年
9月15日

【発行・制作所】新潮社 【発行・制作所住所】東京都新宿
区矢来町七一 【発行・制作者】佐藤亮一



1626 図書
【資料名】白樺派作家論，有精堂選書30 【シリーズ名】有
精堂選書

【著・作者】西垣勤
【発行年月日】昭和56年4月1日 【発行年月日】昭和56年4
月1日

【発行・制作所】有精堂出版 【発行・制作所住所】東京都
千代田区神田神保町一の三九 【発行・制作者】山崎誠

1671 図書 【資料名】白樺の本，文学史の森 【著・作者】紅野敏郎
【発行年月日】昭和57年5月19日 【発行年月日】昭和57年
5月19日

【発行・制作所】青英舎 【発行・制作者】堀健二郎

1695 図書 【資料名】この道を往く漂泊の教師赤羽王郎 【著・作者】今井信雄
【発行年月日】昭和63年4月15日 【発行年月日】昭和63年
4月15日

【発行・制作所】講談社 【発行・制作所住所】東京都文京
区音羽二-一二-二一 【発行・制作者】加藤勝久

1698 図書 【資料名】東京建築懐古録2 【発行年月日】平成3年3月15日

【発行・制作所】読売新聞社 【発行・制作所住所】東京都
千代田区大手町一-七-一，大阪市北区野崎町八-一〇，北九
州市小倉北区明和町一-一一，名古屋市中区栄一-一七-六
【発行・制作者】杉林昇

1701 図書 【資料名】この道を訪ねて 【著・作者】野島和利 【発行年月日】昭和60年3月21日
【発行・制作所】自然社 【発行・制作所住所】熊本県球磨
郡岡原村大字岡本二七一七 【発行・制作者】野島和利

1719 図書
【資料名】白樺派文学，有島武郎・武者小路実篤，日本文
学研究資料叢書 【シリーズ名】日本文学研究資料叢書

【発行年月日】昭和57年4月20日 【発行年月日】昭和49年
8月10日

【発行・制作所】有精堂出版 【発行・制作所住所】東京都
千代田区神田神保町1-39 【発行・制作者】有精堂出版

1726 図書 【資料名】岸田劉生 【著・作者】土方定一
【発行年月日】昭和46年11月30日 【発行年月日】昭和46
年9月20日

【発行・制作所】日動出版部 【発行・制作所住所】東京都
中央区銀座五丁目三番十六号 【発行・制作者】長谷川仁

1739 図書 【資料名】「白樺」派の作家と作品 【著・作者】本田秋五
【発行年月日】昭和46年9月30日 【発行年月日】昭和43年
9月15日

【発行・制作所】未来社 【発行・制作所住所】東京都文京
区小石川3の7の2 【発行・制作者】西谷能雄

1749 図書 【資料名】大正期の青春群像，ヒューマニズムの胎動 【著・作者】東珠樹
【発行年月日】昭和59年10月1日 【発行年月日】昭和59年
10月1日

【発行・制作所】美術公論社 【発行・制作所住所】東京都
品川区東五反田2-2-16 【発行・制作者】石坂敏夫

1750 図書
【資料名】大正の文学，近代文学史2 【シリーズ名】有斐
閣選書，近代文学史

【発行年月日】昭和60年8月30日 【発行年月日】昭和47年
9月15日

【発行・制作所】有斐閣 【発行・制作所住所】東京都千代
田区神田神保町2-17，京都支店，左京区田中門前町44 【発
行・制作者】江草忠敬

1751 図書 【資料名】郡虎彦その夢と生涯 【著・作者】杉山正樹
【発行年月日】昭和62年11月25日 【発行年月日】昭和62
年8月21日

【発行・制作所】岩波書店 【発行・制作所住所】東京都千
代田区一ツ橋二-五-五 【発行・制作者】緑川亨

1757 図書 【資料名】明治のことば辞典
【発行年月日】昭和61年12月15日 【発行年月日】昭和61
年12月15日

【発行・制作所】東京堂出版 【発行・制作所住所】東京都
千代田区神田錦町三-七 【発行・制作者】澄田讓

1785 図書 【資料名】「新小説」解説・総目次・索引
【発行年月日】昭和60年12月20日 【発行年月日】昭和60
年1月31日

【発行・制作所】不二出版 【発行・制作所住所】東京都文
京区本郷5-28-3 【発行・制作者】船橋治

1786 図書 【資料名】美術新報総目録別巻 【発行年月日】昭和60年1月31日
【発行・制作所】八木書店 【発行・制作所住所】東京都千
代田区神田小川町三-八 【発行・制作者】八木壮一

1787 図書 【資料名】解報総目次・執筆者索引 【著・作者】小田切進 【発行年月日】昭和57年8月15日
【発行・制作所】日本近代文学館 【発行・制作所住所】東
京都目黒区駒場4ー3ー55 【発行・制作者】小田切進

1788 図書 【資料名】文章世界総目次・執筆者索引 【著・作者】紅野敏郎 【発行年月日】昭和61年2月28日
【発行・制作所】日本近代文学館 【発行・制作所住所】東
京都目黒区駒場4ー3ー55 【発行・制作者】小田切進

1795 図書 【資料名】新小説総目次・執筆者索引 【著・作者】稲垣達郎／紅野敏郎 【発行年月日】平成1年11月30日
【発行・制作所】日本近代文学館 【発行・制作所住所】東
京都目黒区駒場4ー3ー55 【発行・制作者】小田切進

1799 図書 【資料名】日本文学作品名よみかた辞典
【発行年月日】昭和63年11月20日 【発行年月日】昭和63
年11月20日

【発行・制作所】日外アソシエーツ 【発行・制作所住所】
東京都大田区大森北1-23-8第3下川ビル 【発行・制作者】
大高利夫

1802 図書
【資料名】新潮総目次・執筆者索引 マイクロ版近代文学館
1「新潮」別冊

【著・作者】小田切進
【発行年月日】昭和61年9月20日 【発行年月日】昭和52年
10月1日

【発行・制作所】日本近代文学館 【発行・制作所住所】東
京都目黒区駒場4ー3ー55 【発行・制作者】小田切進

1857 図書 【資料名】近代日本総合年表，第二版
【発行年月日】昭和61年2月5日 【発行年月日】昭和43年
11月25日

【発行・制作所】岩波書店 【発行・制作所住所】東京都千
代田区一ツ橋2-5-5 【発行・制作者】緑川亨

2960 図書 【資料名】中川一政ブックワーク 【著・作者】中川一政 【発行年月日】昭和59年4月15日
【発行・制作所】形象社 【発行・制作所住所】東京都三鷹
市井の頭四・二六・五 【発行・制作者】古賀正夫

4364 図書
【資料名】志賀直哉全集別卷，志賀直哉宛書簡 【シリーズ
名】志賀直哉全集

【発行年月日】昭和49年12月10日
【発行・制作所】岩波書店 【発行・制作所住所】東京都千
代田區一ツ橋二丁目五番五號 【発行・制作者】岩波雄二郎



4509 図書
【資料名】一休さん 【シリーズ名】少年少女講談社文庫B-
14

【著・作者】武者小路実篤
【発行年月日】昭和49年6月28日 【発行年月日】昭和49年
6月28日

【発行・制作所】講談社 【発行・制作所住所】東京都文京
区音羽2-12-21 【発行・制作者】野間省一

4540 図書 【資料名】お目出たき人 【著・作者】武者小路實篤 【発行年月日】明治44年2月13日
【発行・制作所】洛陽堂 【発行・制作所住所】東京麹町二
の二 【発行・制作者】河本龜之助

4552 図書 【資料名】カチカチ山と花咲爺 【著・作者】武者小路實篤 【発行年月日】大正6年10月28日
【発行・制作所】阿蘭陀書房 【発行・制作所住所】東京市
麹町區有樂町壹丁目參番地 【発行・制作者】松崎常次

4631 図書 【資料名】この道五十年 【著・作者】武者小路実篤 【発行年月日】昭和43年11月14日
【発行・制作所】新村堂 【発行・制作所住所】東京都千代
田区神保町二の一一番地

5100 図書 【資料名】友情 【著・作者】武者小路實篤 【発行年月日】大正9年4月20日
【発行・制作所】以文社 【発行・制作所住所】東京市外南
千住町千百二十四番地 【発行・制作者】中澤養助

5565 図書 【資料名】焼跡の少年，エッセイ集 【著・作者】石川弘 【発行年月日】昭和55年6月2日
【発行・制作所】皆美社 【発行・制作所住所】東京都千代
田区九段北3ノ2ノ11 【発行・制作者】浅田好明

5566 図書 【資料名】形のないもの，連作短篇小説集 【著・作者】石川弘 【発行年月日】昭和49年5月12日
【発行・制作所】皆美社 【発行・制作所住所】東京都千代
田区九段北3ノ2ノ11 【発行・制作者】関口彌重吉

5567 図書 【資料名】莫寂詩集 【著・作者】石川弘 【発行年月日】昭和60年5月12日
【発行・制作所】皆美社 【発行・制作所住所】東京都千代
田区神田神保町二ノ十一 【発行・制作者】浅田好明

5568 図書 【資料名】落穂 【著・作者】上田慶之助 【発行年月日】昭和60年4月7日

5598 図書 【資料名】わが道の記 【著・作者】島村豊 【発行年月日】昭和58年3月18日
【発行・制作所】皆美社 【発行・制作所住所】東京都千代
田区神田神保町二ノ十一 【発行・制作者】浅田好明

5599 図書 【資料名】今は昔，創作四帖 【著・作者】関口弥重吉 【発行年月日】昭和56年4月25日
【発行・制作所】皆美社 【発行・制作所住所】東京都千代
田区神田神保町二-十一 【発行・制作者】浅田好明

5618 図書 【資料名】永見七郎詩集 【著・作者】永見七郎 【発行年月日】昭和41年8月7日
【発行・制作所】新しき村東京支部 【発行・制作所住所】
東京都千代田区神田神保町二の十一

5689 図書 【資料名】荒野創作集
【著・作者】浅田好明 【著・作者】石川弘 【著・作者】野
口達雄 【著・作者】松尾正光 【著・作者】久保義信

【発行年月日】昭和38年9月2日
【発行・制作所】荒野発行所 【発行・制作所住所】東京都
豊島区長崎五の五石川方 【発行・制作者】石川弘

5782 図書 【資料名】愛と死，新潮文庫423 【シリーズ名】新潮文庫 【著・作者】武者小路実篤
【発行年月日】平成5年1月10日 【発行年月日】昭和27年9
月30日

【発行・制作所】新潮社 【発行・制作所住所】東京都新宿
区矢来町七一 【発行・制作者】佐藤亮一

5784 図書
【資料名】空想先生，新潮文庫1087 【シリーズ名】新潮文
庫

【著・作者】武者小路実篤
【発行年月日】平成4年9月15日 【発行年月日】昭和32年
11月30日

【発行・制作所】新潮社 【発行・制作所住所】東京都新宿
区矢来町七一 【発行・制作者】佐藤亮一

5785 図書
【資料名】空想先生，新潮文庫1087 【シリーズ名】新潮文
庫

【著・作者】武者小路実篤
【発行年月日】平成4年9月15日 【発行年月日】昭和32年
11月30日

【発行・制作所】新潮社 【発行・制作所住所】東京都新宿
区矢来町七一 【発行・制作者】佐藤亮一

5786 図書 【資料名】幸福者，新潮文庫866 【シリーズ名】新潮文庫 【著・作者】武者小路実篤
【発行年月日】平成3年12月25日 【発行年月日】昭和31年
6月30日

【発行・制作所】新潮社 【発行・制作所住所】東京都新宿
区矢来町七一 【発行・制作者】佐藤亮一

5787 図書 【資料名】幸福者，新潮文庫866 【シリーズ名】新潮文庫 【著・作者】武者小路実篤
【発行年月日】平成3年12月25日 【発行年月日】昭和31年
6月30日

【発行・制作所】新潮社 【発行・制作所住所】東京都新宿
区矢来町七一 【発行・制作者】佐藤亮一

5788 図書
【資料名】幸福な家族，新潮文庫917 【シリーズ名】新潮
文庫

【著・作者】武者小路実篤
【発行年月日】平成4年7月20日 【発行年月日】昭和31年2
月10日

【発行・制作所】新潮社 【発行・制作所住所】東京都新宿
区矢来町七一 【発行・制作者】佐藤亮一

5789 図書
【資料名】幸福な家族，新潮文庫917 【シリーズ名】新潮
文庫

【著・作者】武者小路実篤
【発行年月日】平成4年7月20日 【発行年月日】昭和31年2
月10日

【発行・制作所】新潮社 【発行・制作所住所】東京都新宿
区矢来町七一 【発行・制作者】佐藤亮一

5790 図書 【資料名】人生論，岩波新書11 【シリーズ名】岩波新書 【著・作者】武者小路実篤
【発行年月日】平成5年2月5日 【発行年月日】昭和13年11
月20日

【発行・制作所】岩波書店 【発行・制作所住所】東京都千
代田区一ツ橋2-5-5 【発行・制作者】安江良介

5793 図書 【資料名】人生論，角川文庫1092 【シリーズ名】角川文庫 【著・作者】武者小路実篤
【発行年月日】平成2年6月30日 【発行年月日】昭和30年4
月10日

【発行・制作所】角川書店 【発行・制作所住所】東京都千
代田区富士見二-十三-三 【発行・制作者】角川春樹

5799 図書
【資料名】棘まで美し，新潮文庫1083 【シリーズ名】新潮
文庫

【著・作者】武者小路実篤
【発行年月日】平成4年8月15日 【発行年月日】昭和32年9
月20日

【発行・制作所】新潮社 【発行・制作所住所】東京都新宿
区矢来町七一 【発行・制作者】佐藤亮一

5800 図書
【資料名】棘まで美し，新潮文庫1083 【シリーズ名】新潮
文庫

【著・作者】武者小路実篤
【発行年月日】平成4年8月15日 【発行年月日】昭和32年9
月20日

【発行・制作所】新潮社 【発行・制作所住所】東京都新宿
区矢来町七一 【発行・制作者】佐藤亮一



5801 図書 【資料名】友情，新潮文庫12 【シリーズ名】新潮文庫 【著・作者】武者小路実篤
【発行年月日】平成4年5月30日 【発行年月日】昭和22年
12月25日

【発行・制作所】新潮社 【発行・制作所住所】東京都新宿
区矢来町七一 【発行・制作者】佐藤亮一

5805 図書
【資料名】友情，岩波文庫31-050-4 【シリーズ名】岩波文
庫

【著・作者】武者小路実篤
【発行年月日】平成4年12月15日 【発行年月日】昭和7年7
月5日

【発行・制作所】岩波書店 【発行・制作所住所】東京都千
代田区一ツ橋2-5-5 【発行・制作者】安江良介

5806 図書
【資料名】友情・愛と死，角川文庫104 【シリーズ名】角
川文庫

【著・作者】武者小路実篤
【発行年月日】平成2年6月20日 【発行年月日】昭和41年
11月20日

【発行・制作所】角川書店 【発行・制作所住所】東京都千
代田区富士見二-十三-三 【発行・制作者】角川春樹

5810 図書
【資料名】武者小路実詩集，新潮文庫482 【シリーズ名】
新潮文庫

【著・作者】武者小路実篤
【発行年月日】昭和63年3月5日 【発行年月日】昭和28年1
月10日

【発行・制作所】新潮社 【発行・制作所住所】東京都新宿
区矢来町七一 【発行・制作者】佐藤亮一

5818 図書 【資料名】近代彫刻・生命の造形，ロダニズムの青春 【著・作者】東珠樹
【発行年月日】昭和60年6月20日 【発行年月日】昭和60年
6月20日

【発行・制作所】美術公論社 【発行・制作所住所】東京都
品川区東五反田2-2-16 【発行・制作者】石坂敏夫

5845 図書 【資料名】文学の青春期 【著・作者】宇野浩二 【発行年月日】昭和61年12月1日
【発行・制作所】沖積舎 【発行・制作所住所】東京都千代
田区神田神保町一-五二 【発行・制作者】沖山隆久

5847 図書 【資料名】長與善郎，評伝・人と作品 【著・作者】岩淵兵七郎 【発行年月日】昭和63年7月31日

5850 図書 【資料名】近代日本の日記，続，明治から大正へ 【著・作者】小田切進
【発行年月日】平成1年10月20日 【発行年月日】昭和62年
7月3日

【発行・制作所】講談社 【発行・制作所住所】東京都文京
区音羽二-一二-二一 【発行・制作者】加藤勝久

5862 図書 【資料名】劉生日記一 【シリーズ名】劉生日記 【著・作者】岸田劉生
【発行年月日】昭和59年4月16日 【発行年月日】昭和59年
4月16日

【発行・制作所】岩波書店 【発行・制作所住所】東京都千
代田区一ツ橋二-五-五 【発行・制作者】緑川亨

5863 図書 【資料名】劉生日記二 【シリーズ名】劉生日記 【著・作者】岸田劉生
【発行年月日】昭和59年5月16日 【発行年月日】昭和59年
5月16日

【発行・制作所】岩波書店 【発行・制作所住所】東京都千
代田区一ツ橋二-五-五 【発行・制作者】緑川亨

5864 図書 【資料名】劉生日記三 【シリーズ名】劉生日記 【著・作者】岸田劉生
【発行年月日】昭和59年6月18日 【発行年月日】昭和59年
6月18日

【発行・制作所】岩波書店 【発行・制作所住所】東京都千
代田区一ツ橋二-五-五 【発行・制作者】緑川亨

5865 図書 【資料名】劉生日記四 【シリーズ名】劉生日記 【著・作者】岸田劉生
【発行年月日】昭和59年7月16日 【発行年月日】昭和59年
7月16日

【発行・制作所】岩波書店 【発行・制作所住所】東京都千
代田区一ツ橋二-五-五 【発行・制作者】緑川亨

5874 図書
【資料名】定本木下利玄全集，歌集篇 【シリーズ名】木下
利玄全集

【著・作者】木下利玄
【発行年月日】昭和52年9月10日 【発行年月日】昭和52年
9月10日

【発行・制作所】臨川書店 【発行・制作所住所】京都市左
京区今出川通川端東入 【発行・制作者】片岡英三

5875 図書
【資料名】定本木下利玄全集，散文篇 【シリーズ名】木下
利玄全集

【著・作者】木下利玄
【発行年月日】昭和52年9月10日 【発行年月日】昭和52年
9月10日

【発行・制作所】臨川書店 【発行・制作所住所】京都市左
京区今出川通川端東入 【発行・制作者】片岡英三

5876 図書 【資料名】魔の宴，前五十年文學生活の回想 【著・作者】木村艸太
【発行・制作所】朝日新聞社 【発行・制作所住所】東京都
丸の内，大阪市中之島，小倉市砂津 【発行・制作者】杉山
胤太郎

5881 図書 【資料名】農に生きる 【著・作者】木村莊太
【発行年月日】昭和9年4月5日 【発行年月日】昭和8年5月
18日

【発行・制作所】暁書院 【発行・制作所住所】東京市日本
橋區本町二丁目一番地 【発行・制作者】草深九万一

5890 図書 【資料名】貫く棒の如きもの，白樺・文学館・早稲田 【著・作者】紅野敏郎
【発行年月日】平成5年3月10日 【発行年月日】平成5年3月
10日

【発行・制作所】朝日書林 【発行・制作所住所】東京都千
代田区神田神保町1-26 【発行・制作者】荒川義雄

5893 図書 【資料名】郡虎彦全集，邦文篇 【シリーズ名】郡虎彦全集 【発行年月日】昭和11年6月25日
【発行・制作所】創元社 【発行・制作所住所】東京市芝區
二木榎西町二，大阪市西區靭上通一丁目 【発行・制作者】
矢部良策

5894 図書 【資料名】郡虎彦全集英文編 【シリーズ名】郡虎彦全集 【発行年月日】昭和11年6月25日
【発行・制作所】創元社 【発行・制作所住所】東京市芝區
二木榎西町二，大阪市西區靭上通一丁目 【発行・制作者】
矢部良策

5895 図書 【資料名】郡虎彦全集，別册 【シリーズ名】郡虎彦全集 【発行年月日】昭和11年6月25日
【発行・制作所】創元社 【発行・制作所住所】東京市芝區
二木榎西町二，大阪市西區靭上通一丁目 【発行・制作者】
矢部良策

5902 図書 【資料名】志賀直哉随聞記 【著・作者】桜井勝美
【発行年月日】平成1年8月30日 【発行年月日】平成1年8月
30日

【発行・制作所】宝文館出版 【発行・制作所住所】東京都
千代田区神田神保町三ノ一七 【発行・制作者】羽生和男

5920 図書 【資料名】鈴木一念全歌集 【著・作者】鈴木一念
【発行年月日】昭和63年11月30日 【発行年月日】昭和63
年6月15日

【発行・制作所】揺籃社 【発行・制作所住所】東京都八王
子市散田町4-4-9 【発行・制作者】清水英雄



5922 図書 【資料名】白樺派の文学とホイットマン 【著・作者】鈴木保昭 【発行年月日】昭和52年7月27日
【発行・制作所】東京精文館 【発行・制作所住所】東京都
千代田区飯田橋4-1-5 【発行・制作者】北村次郎

5927 図書 【資料名】五十人の作家，ミリオン・ブックス 【著・作者】十返肇
【発行年月日】昭和30年7月15日 【発行年月日】昭和30年
7月15日

【発行・制作所】大日本雄弁会講談社 【発行・制作所住
所】東京都文京区音羽町3-19 【発行・制作者】野間省一

5929 図書 【資料名】ひまわり，ヴァン・ゴッホに捧げる 【発行年月日】昭和61年11月20日 【発行・制作所】造型社 【発行・制作者】小林多恵子

5930 図書 【資料名】文学空間，風土と文化 【著・作者】竹内 清己
【発行年月日】平成3年3月10日 【発行年月日】平成1年4月
10日

【発行・制作所】桜楓社 【発行・制作所住所】東京都千代
田区猿楽町一-三-一 【発行・制作者】板倉良一

5961 図書 【資料名】漱石と白樺派 【著・作者】西垣勤
【発行年月日】平成2年6月10日 【発行年月日】平成2年6月
10日

【発行・制作所】有精堂出版 【発行・制作所住所】東京都
千代田区神田神保町1-39 【発行・制作者】山崎誠

5973 図書 【資料名】ことばと人生 【著・作者】村松定孝
【発行年月日】昭和53年6月5日 【発行年月日】昭和53年6
月5日

【発行・制作所】桜楓社 【発行・制作所住所】東京都千代
田区猿楽町2-8-13 【発行・制作者】及川篤二

5992 図書 【資料名】コミューンを生きる若者たち 【著・作者】今防人
【発行年月日】昭和62年7月25日 【発行年月日】昭和62年
7月25日

【発行・制作所】新曜社 【発行・制作所住所】東京都千代
田区神田神保町2-10多田ビル 【発行・制作者】堀江洪

5994 図書 【資料名】或る女，角川文庫708 【シリーズ名】角川文庫 【著・作者】有島武郎 【発行年月日】昭和59年6月10日
【発行・制作所】角川書店 【発行・制作所住所】東京都千
代田区富士見二-十三-三 【発行・制作者】角川春樹

5999 図書
【資料名】生まれ出づる悩み，角川文庫289 【シリーズ
名】角川文庫

【著・作者】有島武郎 【発行年月日】平成4年3月30日
【発行・制作所】角川書店 【発行・制作所住所】東京都千
代田区富士見二-十三-三 【発行・制作者】角川春樹

6001 図書
【資料名】惜しみなく愛は奪う，新潮文庫735 【シリーズ
名】新潮文庫

【著・作者】有島武郎
【発行年月日】平成5年4月10日 【発行年月日】昭和30年1
月25日

【発行・制作所】新潮社 【発行・制作所住所】東京都新宿
区矢来町七一 【発行・制作者】佐藤亮一

6003 図書
【資料名】カインの末裔，角川文庫700 【シリーズ名】角
川文庫

【著・作者】有島武郎 【発行年月日】平成5年1月30日
【発行・制作所】角川書店 【発行・制作所住所】東京都千
代田区富士見二-十三-三 【発行・制作者】角川春樹

6007 図書
【資料名】小さき者へ・生まれ出づる悩み，新潮文庫746
【シリーズ名】新潮文庫

【著・作者】有島武郎
【発行年月日】平成4年5月15日 【発行年月日】昭和30年1
月30日

【発行・制作所】新潮社 【発行・制作所住所】東京都新宿
区矢来町七一 【発行・制作者】佐藤亮一

6009 図書
【資料名】一房の葡萄，角川文庫288 【シリーズ名】角川
文庫

【著・作者】有島武郎
【発行年月日】平成5年1月30日 【発行年月日】昭和27年3
月10日

【発行・制作所】角川書店 【発行・制作所住所】東京都千
代田区富士見二-十三-三 【発行・制作者】角川春樹

6013 図書
【資料名】東京灰燼記，関東大震火災，中公文庫 【シリー
ズ名】中公文庫

【著・作者】大曲駒村 【発行年月日】昭和56年4月10日
【発行・制作所】中央公論社 【発行・制作所住所】東京都
中央区京橋二-八-七 【発行・制作者】高梨茂

6014 図書
【資料名】明治大正見聞史，中公文庫 【シリーズ名】中公
文庫

【著・作者】生方敏郎
【発行年月日】平成2年11月30日 【発行年月日】昭和53年
10月10日

【発行・制作所】中央公論社 【発行・制作所住所】東京都
中央区京橋二-八-七 【発行・制作者】嶋中鵬二

6016 図書
【資料名】美の本体，講談社学術文庫 【シリーズ名】講談
社学術文庫

【著・作者】岸田劉生
【発行年月日】平成4年8月20日 【発行年月日】昭和60年9
月10日

【発行・制作所】講談社 【発行・制作所住所】東京都文京
区音羽2-12-21 【発行・制作者】野間佐和子

6018 図書 【資料名】父岸田劉生，中公文庫 【シリーズ名】中公文庫 【著・作者】岸田麗子 【発行年月日】昭和62年10月10日
【発行・制作所】中央公論社 【発行・制作所住所】東京都
中央区京橋二-八-七 【発行・制作者】嶋中鵬二

6021 図書
【資料名】出家とその弟子，新潮文庫81 【シリーズ名】新
潮文庫

【著・作者】倉田百三
【発行年月日】平成5年3月15日 【発行年月日】昭和24年
11月1日

【発行・制作所】新潮社 【発行・制作所住所】東京都新宿
区矢来町七一 【発行・制作者】佐藤亮一

6022 図書 【資料名】文章の話，岩波文庫 【シリーズ名】岩波文庫 【著・作者】里見トン
【発行年月日】平成5年3月5日 【発行年月日】平成5年1月
18日

【発行・制作所】岩波書店 【発行・制作所住所】東京都千
代田区一ツ橋2-5-5 【発行・制作者】安江良介

6024 図書
【資料名】暗夜行路，前編，岩波文庫 【シリーズ名】岩波
文庫

【著・作者】志賀直哉
【発行年月日】平成5年2月5日 【発行年月日】昭和13年3月
15日

【発行・制作所】岩波書店 【発行・制作所住所】東京都千
代田区一ツ橋2-5-5 【発行・制作者】安江良介

6025 図書
【資料名】暗夜行路，後編，岩波文庫 【シリーズ名】岩波
文庫

【著・作者】志賀直哉
【発行年月日】平成4年11月15日 【発行年月日】昭和13年
6月15日

【発行・制作所】岩波書店 【発行・制作所住所】東京都千
代田区一ツ橋2-5-5 【発行・制作者】安江良介

6030 図書
【資料名】小僧の神様・城の崎にて，新潮文庫1802 【シ
リーズ名】新潮文庫

【著・作者】志賀直哉
【発行年月日】平成4年5月30日 【発行年月日】昭和43年7
月30日

【発行・制作所】新潮社 【発行・制作所住所】東京都新宿
区矢来町七一 【発行・制作者】佐藤亮一

6037 図書
【資料名】清兵衛と瓢箪・網走まで，新潮文庫1801 【シ
リーズ名】新潮文庫

【著・作者】志賀直哉
【発行年月日】平成3年5月10日 【発行年月日】昭和43年9
月15日

【発行・制作所】新潮社 【発行・制作所住所】東京都新宿
区矢来町七一 【発行・制作者】佐藤亮一

6038 図書
【資料名】灰色の月・万暦赤絵，新潮文庫1803 【シリーズ
名】新潮文庫

【著・作者】志賀直哉
【発行年月日】平成5年3月15日 【発行年月日】昭和23年9
月15日

【発行・制作所】新潮社 【発行・制作所住所】東京都新宿
区矢来町七一 【発行・制作者】佐藤亮一



6041 図書 【資料名】和解，角川文庫723 【シリーズ名】角川文庫 【著・作者】志賀直哉
【発行年月日】平成5年1月30日 【発行年月日】昭和29年5
月20日

【発行・制作所】角川書店 【発行・制作所住所】東京都千
代田区富士見二-十三-三 【発行・制作者】角川春樹

6049 図書 【資料名】腹の虫，中公文庫 【シリーズ名】中公文庫 【著・作者】中川一政 【発行年月日】平成4年5月30日
【発行・制作所】中央公論社 【発行・制作所住所】東京都
中央区京橋二-八-七 【発行・制作者】嶋中鵬二

6052 図書
【資料名】モンマルトルの空の月，中公文庫 【シリーズ
名】中公文庫

【著・作者】中川一政 【発行年月日】昭和63年1月10日
【発行・制作所】中央公論社 【発行・制作所住所】東京都
中央区京橋二-八-七 【発行・制作者】嶋中鵬二

6054 図書 【資料名】工藝文化，岩波文庫 【シリーズ名】岩波文庫 【著・作者】柳宗悦
【発行年月日】平成4年3月16日 【発行年月日】昭和60年7
月16日

【発行・制作所】岩波書店 【発行・制作所住所】東京都千
代田区一ツ橋2-5-5 【発行・制作者】安江良介

6057 図書 【資料名】蒐集物語，中公文庫 【シリーズ名】中公文庫 【著・作者】柳宗悦 【発行年月日】平成1年11月10日
【発行・制作所】中央公論社 【発行・制作所住所】東京都
中央区京橋二-八-七 【発行・制作者】嶋中鵬二

6058 図書
【資料名】手仕事の日本，岩波文庫 【シリーズ名】岩波文
庫

【著・作者】柳宗悦
【発行年月日】平成4年12月5日 【発行年月日】昭和60年5
月16日

【発行・制作所】岩波書店 【発行・制作所住所】東京都千
代田区一ツ橋2-5-5 【発行・制作者】安江良介

6060 図書
【資料名】南無阿弥陀仏，岩波文庫 【シリーズ名】岩波文
庫

【著・作者】柳宗悦
【発行年月日】平成5年1月20日 【発行年月日】昭和61年1
月16日

【発行・制作所】岩波書店 【発行・制作所住所】東京都千
代田区一ツ橋2-5-5 【発行・制作者】安江良介

6064 図書
【資料名】柳宗悦茶道論集，岩波文庫 【シリーズ名】岩波
文庫

【著・作者】柳宗悦
【発行年月日】平成4年9月5日 【発行年月日】昭和62年1月
16日

【発行・制作所】岩波書店 【発行・制作所住所】東京都千
代田区一ツ橋2-5-5 【発行・制作者】安江良介

6067 図書
【資料名】明治大正史，世相篇，上，講談社学術文庫 【シ
リーズ名】講談社学術文庫

【著・作者】柳田國男
【発行年月日】平成4年6月20日 【発行年月日】昭和51年6
月30日

【発行・制作所】講談社 【発行・制作所住所】東京都文京
区音羽2-12-21 【発行・制作者】野間佐和子

6068 図書
【資料名】明治大正史，世相篇，下，講談社学術文庫 【シ
リーズ名】講談社学術文庫

【著・作者】柳田國男
【発行年月日】平成4年12月21日 【発行年月日】昭和51年
6月30日

【発行・制作所】講談社 【発行・制作所住所】東京都文京
区音羽2-12-21 【発行・制作者】野間佐和子

6070 図書
【資料名】明治メディア考，中公文庫 【シリーズ名】中公
文庫

【発行年月日】昭和58年11月10日
【発行・制作所】中央公論社 【発行・制作所住所】東京都
中央区京橋二-八-七 【発行・制作者】高梨茂

6071 図書
【資料名】大正期の文藝評論，中公文庫 【シリーズ名】中
公文庫

【著・作者】谷沢永一 【発行年月日】平成2年1月10日
【発行・制作所】中央公論社 【発行・制作所住所】東京都
中央区京橋二-八-七 【発行・制作者】嶋中鵬二

6072 図書
【資料名】耳ぶくろ，’83年版ベスト・エッセイ集，文春文
庫 【シリーズ名】文春文庫

【発行年月日】平成4年10月25日 【発行年月日】昭和61年
10月10日

【発行・制作所】文芸春秋 【発行・制作所住所】東京都千
代田区紀尾井町3-23 【発行・制作者】新井信

6074 図書 【資料名】日本近代詩研究私説 【著・作者】安藤靖彦
【発行年月日】昭和51年9月25日 【発行年月日】昭和51年
9月25日

【発行・制作所】桜楓社 【発行・制作所住所】東京都千代
田区猿楽町2-8-13 【発行・制作者】及川篤二

6084 図書
【資料名】實方清著作集第九巻，文芸とキリスト教 【シ
リーズ名】實方清著作集

【著・作者】實方清
【発行年月日】昭和61年8月25日 【発行年月日】昭和61年
8月25日

【発行・制作所】桜楓社 【発行・制作所住所】東京都千代
田区猿楽町二ノ八ノ一三 【発行・制作者】及川篤二

6087 図書
【資料名】明治大正の新語・流行語，角川選書63 【シリー
ズ名】角川選書

【著・作者】槌田満文
【発行年月日】昭和58年6月30日 【発行年月日】昭和58年
6月30日

【発行・制作所】角川書店 【発行・制作所住所】東京都千
代田区富士見二-一三-三 【発行・制作者】角川春樹

6089 図書
【資料名】日本の近代小説，岩波新書177 【シリーズ名】
岩波新書

【著・作者】中村光夫
【発行年月日】平成4年12月5日 【発行年月日】昭和29年9
月20日

【発行・制作所】岩波書店 【発行・制作所住所】東京都千
代田区一ツ橋2-5-5 【発行・制作者】安江良介

6092 図書
【資料名】教養人の日本史5，大正時代から現代まで 【シ
リーズ名】現代教養文庫585

【著・作者】藤井松一
【発行年月日】平成2年9月15日 【発行年月日】昭和42年3
月31日

【発行・制作所】社会思想社 【発行・制作所住所】東京都
文京区本郷3の25の13 【発行・制作者】宮川安生

6094 図書 【資料名】『種蒔く人』研究，秋田の同人を中心として 【著・作者】北条常久 【発行年月日】平成4年1月30日
【発行・制作所】桜楓社 【発行・制作所住所】東京都千代
田区猿楽町一-三-一 【発行・制作者】飛鳥勝幸

6097 図書
【資料名】日本文学の近代と反近代，UP選書105 【シリー
ズ名】UP選書

【著・作者】三好行雄
【発行年月日】昭和61年6月20日 【発行年月日】昭和47年
9月30日

【発行・制作所】東京大学出版会 【発行・制作所住所】東
京都文京区本郷7-3-1東大構内 【発行・制作者】田中英夫

6103 図書
【資料名】近代文学思潮史，大正篇 【シリーズ名】近代文
学思潮史

【発行年月日】平成4年10月20日 【発行年月日】昭和51年
10月15日

【発行・制作所】桜楓社 【発行・制作所住所】東京都千代
田区猿楽町一-三-一 【発行・制作者】飛鳥勝幸

6109 図書
【資料名】大正の文学，日本文学研究資料叢書 【シリーズ
名】日本文学研究資料叢書

【発行年月日】昭和63年5月15日 【発行年月日】昭和56年
10月5日

【発行・制作所】有精堂出版 【発行・制作所住所】東京都
千代田区神田神保町1-39 【発行・制作者】山崎誠

6113 図書
【資料名】吉田精一著作集第十一巻近代文学の諸相 【シ
リーズ名】吉田精一著作集

【著・作者】吉田精一
【発行年月日】昭和56年5月12日 【発行年月日】昭和56年
5月12日

【発行・制作所】桜楓社 【発行・制作所住所】東京都千代
田区猿楽町一-八-一三 【発行・制作者】及川篤二

6114 図書
【資料名】吉田精一著作集第二十巻，明治大正文学史 【シ
リーズ名】吉田精一著作集

【著・作者】吉田精一
【発行年月日】昭和61年6月10日 【発行年月日】昭和55年
7月12日

【発行・制作所】桜楓社 【発行・制作所住所】東京都千代
田区猿楽町二-八-一三 【発行・制作者】及川篤二



6117 図書
【資料名】吉田精一著作集第二一巻，現代日本文学史 【シ
リーズ名】吉田精一著作集

【著・作者】吉田精一
【発行年月日】平成4年6月1日 【発行年月日】昭和55年3月
12日

【発行・制作所】桜楓社 【発行・制作所住所】東京都千代
田区猿楽町一-三-一 【発行・制作者】飛鳥勝幸

6122 図書 【資料名】大正文学史 【著・作者】瀬沼茂樹
【発行年月日】平成1年10月20日 【発行年月日】昭和60年
9月20日

【発行・制作所】講談社 【発行・制作所住所】東京都文京
区音羽二-一二-二一 【発行・制作者】加藤勝久

6124 図書 【資料名】明治文学史，下 【著・作者】猪野謙二
【発行年月日】平成4年4月30日 【発行年月日】昭和60年7
月20日

【発行・制作所】講談社 【発行・制作所住所】東京都文京
区音羽二-一二-二一 【発行・制作者】野間佐和子

6137 図書
【資料名】百年前の日本，モース・コレクション写真編
【シリーズ名】モース・コレクション

【発行年月日】昭和63年9月1日 【発行年月日】昭和58年
11月25日

【発行・制作所】小学館 【発行・制作所住所】東京都千代
田区一ツ橋2-3-1 【発行・制作者】相賀徹夫

6138 図書
【資料名】モースの見た日本モース・コレクション日本民
具編 【シリーズ名】モース・コレクション

【発行年月日】平成1年2月1日 【発行年月日】昭和63年5月
20日

【発行・制作所】小学館 【発行・制作所住所】東京都千代
田区一ツ橋2-3-1 【発行・制作者】相賀徹夫

6144 図書 【資料名】値段の明治大正昭和風俗史
【発行年月日】昭和56年3月30日 【発行年月日】昭和56年
1月30日

【発行・制作所】朝日新聞社 【発行・制作所住所】東京都
中央区築地五-三-二 【発行・制作者】初山有恒

6145 図書 【資料名】値段の明治大正昭和風俗史続
【発行年月日】昭和56年10月30日 【発行年月日】昭和56
年10月30日

【発行・制作所】朝日新聞社 【発行・制作所住所】東京都
中央区築地五-三-二 【発行・制作者】初山有恒

6146 図書 【資料名】値段の明治大正昭和風俗史続続
【発行年月日】昭和57年11月30日 【発行年月日】昭和57
年11月30日

【発行・制作所】朝日新聞社 【発行・制作所住所】東京都
中央区築地五-三-二 【発行・制作者】初山有恒

6147 図書 【資料名】値段の明治大正昭和風俗史完結
【発行年月日】昭和59年2月25日 【発行年月日】昭和59年
2月25日

【発行・制作所】朝日新聞社 【発行・制作所住所】東京都
中央区築地五-三-二 【発行・制作者】初山有恒

6149 図書 【資料名】値段史年表，明治・大正・昭和
【発行年月日】平成4年12月20日 【発行年月日】昭和63年
6月30日

【発行・制作所】朝日新聞社 【発行・制作所住所】東京都
中央区築地五-三-二 【発行・制作者】木下秀男

6151 図書 【資料名】作家研究大事典，明治・大正・昭和
【発行年月日】平成4年9月30日 【発行年月日】平成4年9月
20日

【発行・制作所】桜楓社 【発行・制作所住所】東京都千代
田区猿楽町一-三-一 【発行・制作者】飛鳥勝幸

6152 図書 【資料名】日本近大文学大事典
【発行年月日】平成4年2月28日 【発行年月日】昭和59年
10月24日

【発行・制作所】講談社 【発行・制作所住所】東京都文京
区音羽二-一二-二一 【発行・制作者】野間佐和子

6153 図書 【資料名】世界人名辞典，日本編，新版
【発行年月日】平成3年5月25日 【発行年月日】昭和48年
11月15日

【発行・制作所】東京堂出版 【発行・制作所住所】東京都
千代田区神田錦町3-7 【発行・制作者】大橋信夫

6154 図書 【資料名】世界人名辞典，東洋編，新版
【発行年月日】平成3年1月20日 【発行年月日】昭和48年6
月10日

【発行・制作所】東京堂出版 【発行・制作所住所】東京都
千代田区神田錦町3-7 【発行・制作者】大橋信夫

6155 図書 【資料名】世界人名辞典，西洋編，新版
【発行年月日】平成3年5月31日 【発行年月日】昭和46年
10月15日

【発行・制作所】東京堂出版 【発行・制作所住所】東京都
千代田区神田錦町3-7 【発行・制作者】大橋信夫

6156 図書 【資料名】新潮日本人名辞典 【発行年月日】平成3年3月5日
【発行・制作所】新潮社 【発行・制作所住所】東京都新宿
区矢来町七一 【発行・制作者】佐藤亮一

6165 図書
【資料名】現代日本文芸総覧 上巻，文学・芸術・思想関係
雑誌細目及び解題

【著・作者】小田切進 【発行年月日】昭和44年11月30日
【発行・制作所】明治文献 【発行・制作所住所】東京都豊
島区池袋2丁目1070番地 【発行・制作者】藤原正人

6166 図書
【資料名】現代日本文芸総覧 中巻，文学・芸術・思想関係
雑誌細目及び解題

【著・作者】小田切進 【発行年月日】昭和43年1月25日
【発行・制作所】明治文献 【発行・制作所住所】東京都豊
島区池袋2丁目1070-401号 【発行・制作者】藤原正人

6167 図書
【資料名】現代日本文芸総覧 下巻，文学・芸術・思想関係
雑誌細目及び解題

【著・作者】小田切進 【発行年月日】昭和47年4月25日
【発行・制作所】明治文献 【発行・制作所住所】東京都豊
島区池袋2-1070 【発行・制作者】藤原正人

6168 図書
【資料名】現代日本文芸総覧 補巻，文学・芸術・思想関係
雑誌細目及び解題

【著・作者】小田切進 【発行年月日】昭和48年8月25日
【発行・制作所】明治文献 【発行・制作所住所】東京都豊
島区池袋2-1070 【発行・制作者】藤原正人

6172 図書
【資料名】新潮日本文学アルバム 1，森鴎外 【シリーズ
名】新潮日本文学アルバム

【著・作者】竹盛天雄 【発行年月日】昭和60年2月20日
【発行・制作所】新潮社 【発行・制作所住所】東京都新宿
区矢来町七一 【発行・制作者】佐藤亮一

6173 図書
【資料名】新潮日本文学アルバム 2，夏目漱石 【シリーズ
名】新潮日本文学アルバム

【著・作者】小田切進 【発行年月日】昭和58年11月20日
【発行・制作所】新潮社 【発行・制作所住所】東京都新宿
区矢来町七一 【発行・制作者】佐藤亮一

6174 図書
【資料名】新潮日本文学アルバム 3，樋口一葉 【シリーズ
名】新潮日本文学アルバム

【著・作者】前田愛 【発行年月日】昭和60年5月20日
【発行・制作所】新潮社 【発行・制作所住所】東京都新宿
区矢来町七一 【発行・制作者】佐藤亮一

6175 図書
【資料名】新潮日本文学アルバム 4，島崎藤村 【シリーズ
名】新潮日本文学アルバム

【著・作者】三好行雄 【発行年月日】昭和59年8月20日
【発行・制作所】新潮社 【発行・制作所住所】東京都新宿
区矢来町七一 【発行・制作者】佐藤亮一



6176 図書
【資料名】新潮日本文学アルバム 5，柳田国男 【シリーズ
名】新潮日本文学アルバム

【著・作者】宮田登 【発行年月日】昭和59年10月20日
【発行・制作所】新潮社 【発行・制作所住所】東京都新宿
区矢来町七一 【発行・制作者】佐藤亮一

6177 図書
【資料名】新潮日本文学アルバム 6，石川啄木 【シリーズ
名】新潮日本文学アルバム

【著・作者】岩城之徳 【発行年月日】昭和59年2月20日
【発行・制作所】新潮社 【発行・制作所住所】東京都新宿
区矢来町七一 【発行・制作者】佐藤亮一

6178 図書
【資料名】新潮日本文学アルバム 7，谷崎潤一郎 【シリー
ズ名】新潮日本文学アルバム

【著・作者】笠原伸夫 【発行年月日】昭和60年1月20日
【発行・制作所】新潮社 【発行・制作所住所】東京都新宿
区矢来町七一 【発行・制作者】佐藤亮一

6179 図書
【資料名】新潮日本文学アルバム 8，高村光太郎 【シリー
ズ名】新潮日本文学アルバム

【著・作者】北川太一 【発行年月日】昭和59年6月20日
【発行・制作所】新潮社 【発行・制作所住所】東京都新宿
区矢来町七一 【発行・制作者】佐藤亮一

6180 図書
【資料名】新潮日本文学アルバム 9，有島武郎 【シリーズ
名】新潮日本文学アルバム

【著・作者】遠藤祐 【発行年月日】昭和59年9月20日
【発行・制作所】新潮社 【発行・制作所住所】東京都新宿
区矢来町七一 【発行・制作者】佐藤亮一

6181 図書
【資料名】新潮日本文学アルバム 10，武者小路実篤 【シ
リーズ名】新潮日本文学アルバム

【著・作者】今井信雄
【発行・制作所】新潮社 【発行・制作所住所】東京都新宿
区矢来町七一 【発行・制作者】佐藤亮一

6182 図書
【資料名】新潮日本文学アルバム 11，志賀直哉 【シリー
ズ名】新潮日本文学アルバム

【著・作者】紅野敏郎 【発行年月日】昭和59年11月20日
【発行・制作所】新潮社 【発行・制作所住所】東京都新宿
区矢来町七一 【発行・制作者】佐藤亮一

6183 図書
【資料名】新潮日本文学アルバム 12，宮沢賢治 【シリー
ズ名】新潮日本文学アルバム

【著・作者】天沢退二郎 【発行年月日】昭和59年1月20日
【発行・制作所】新潮社 【発行・制作所住所】東京都新宿
区矢来町七一 【発行・制作者】佐藤亮一

6184 図書
【資料名】新潮日本文学アルバム 13，芥川龍之介 【シ
リーズ名】新潮日本文学アルバム

【著・作者】関口安義 【発行年月日】昭和58年10月20日
【発行・制作所】新潮社 【発行・制作所住所】東京都新宿
区矢来町七一 【発行・制作者】佐藤亮一

6185 図書
【資料名】新潮日本文学アルバム 14，斎藤茂吉 【シリー
ズ名】新潮日本文学アルバム

【著・作者】谷沢永一 【発行年月日】昭和60年3月20日
【発行・制作所】新潮社 【発行・制作所住所】東京都新宿
区矢来町七一 【発行・制作者】佐藤亮一

6186 図書
【資料名】新潮日本文学アルバム 15，萩原朔太郎 【シ
リーズ名】新潮日本文学アルバム

【著・作者】久保忠夫 【発行年月日】昭和59年5月20日
【発行・制作所】新潮社 【発行・制作所住所】東京都新宿
区矢来町七一 【発行・制作者】佐藤亮一

6187 図書
【資料名】新潮日本文学アルバム 16，川端康成 【シリー
ズ名】新潮日本文学アルバム

【著・作者】保昌正夫 【発行年月日】昭和59年3月20日
【発行・制作所】新潮社 【発行・制作所住所】東京都新宿
区矢来町七一 【発行・制作者】佐藤亮一

6188 図書
【資料名】新潮日本文学アルバム 17，堀辰雄 【シリーズ
名】新潮日本文学アルバム

【著・作者】小久保実 【発行年月日】昭和59年12月20日
【発行・制作所】新潮社 【発行・制作所住所】東京都新宿
区矢来町七一 【発行・制作者】佐藤亮一

6189 図書
【資料名】新潮日本文学アルバム 18，山本周五郎 【シ
リーズ名】新潮日本文学アルバム

【著・作者】木村久邇典 【発行年月日】昭和59年7月20日
【発行・制作所】新潮社 【発行・制作所住所】東京都新宿
区矢来町七一 【発行・制作者】佐藤亮一

6190 図書
【資料名】新潮日本文学アルバム 19，太宰治 【シリーズ
名】新潮日本文学アルバム

【著・作者】相馬正一 【発行年月日】昭和58年9月20日
【発行・制作所】新潮社 【発行・制作所住所】東京都新宿
区矢来町七一 【発行・制作者】佐藤亮一

6191 図書
【資料名】新潮日本文学アルバム 20，三島由紀夫 【シ
リーズ名】新潮日本文学アルバム

【著・作者】磯田光一 【発行年月日】昭和58年12月20日
【発行・制作所】新潮社 【発行・制作所住所】東京都新宿
区矢来町七一 【発行・制作者】佐藤亮一

6192 図書
【資料名】新潮日本文学アルバム 21，正岡子規 【シリー
ズ名】新潮日本文学アルバム

【著・作者】和田茂樹 【発行年月日】昭和61年1月25日
【発行・制作所】新潮社 【発行・制作所住所】東京都新宿
区矢来町七一 【発行・制作者】佐藤亮一

6193 図書
【資料名】新潮日本文学アルバム 22，泉鏡花 【シリーズ
名】新潮日本文学アルバム

【著・作者】野口武彦 【発行年月日】昭和60年10月25日
【発行・制作所】新潮社 【発行・制作所住所】東京都新宿
区矢来町七一 【発行・制作者】佐藤亮一

6194 図書
【資料名】新潮日本文学アルバム 23，永井荷風 【シリー
ズ名】新潮日本文学アルバム

【著・作者】中島国彦 【発行年月日】昭和60年9月25日
【発行・制作所】新潮社 【発行・制作所住所】東京都新宿
区矢来町七一 【発行・制作者】佐藤亮一

6195 図書
【資料名】新潮日本文学アルバム 24，与謝野晶子 【シ
リーズ名】新潮日本文学アルバム

【著・作者】入江春行 【発行年月日】昭和60年11月25日
【発行・制作所】新潮社 【発行・制作所住所】東京都新宿
区矢来町七一 【発行・制作者】佐藤亮一

6196 図書
【資料名】新潮日本文学アルバム 25，北原白秋 【シリー
ズ名】新潮日本文学アルバム

【著・作者】山本太郎 【発行年月日】昭和61年3月25日
【発行・制作所】新潮社 【発行・制作所住所】東京都新宿
区矢来町七一 【発行・制作者】佐藤亮一

6197 図書
【資料名】新潮日本文学アルバム 26，折口信夫 【シリー
ズ名】新潮日本文学アルバム

【著・作者】岡野弘彦 【発行年月日】昭和60年12月25日
【発行・制作所】新潮社 【発行・制作所住所】東京都新宿
区矢来町七一 【発行・制作者】佐藤亮一

6198 図書
【資料名】新潮日本文学アルバム 27，梶井基次郎 【シ
リーズ名】新潮日本文学アルバム

【著・作者】鈴木貞美 【発行年月日】昭和60年7月25日
【発行・制作所】新潮社 【発行・制作所住所】東京都新宿
区矢来町七一 【発行・制作者】佐藤亮一

6199 図書
【資料名】新潮日本文学アルバム 28，小林多喜二 【シ
リーズ名】新潮日本文学アルバム

【著・作者】小笠原克 【発行年月日】昭和60年6月20日
【発行・制作所】新潮社 【発行・制作所住所】東京都新宿
区矢来町七一 【発行・制作者】佐藤亮一



6200 図書
【資料名】新潮日本文学アルバム 29，吉川英治 【シリー
ズ名】新潮日本文学アルバム

【著・作者】尾崎秀樹 【発行年月日】昭和60年8月25日
【発行・制作所】新潮社 【発行・制作所住所】東京都新宿
区矢来町七一 【発行・制作者】佐藤亮一

6201 図書
【資料名】新潮日本文学アルバム 30，中原中也 【シリー
ズ名】新潮日本文学アルバム

【著・作者】秋山駿 【発行年月日】昭和60年5月20日
【発行・制作所】新潮社 【発行・制作所住所】東京都新宿
区矢来町七一 【発行・制作者】佐藤亮一

6202 図書
【資料名】新潮日本文学アルバム 31，小林秀雄 【シリー
ズ名】新潮日本文学アルバム

【著・作者】吉田熈生 【発行年月日】昭和61年2月25日
【発行・制作所】新潮社 【発行・制作所住所】東京都新宿
区矢来町七一 【発行・制作者】佐藤亮一

6203 図書
【資料名】新潮日本文学アルバム 32，野上弥生子 【シ
リーズ名】新潮日本文学アルバム

【著・作者】助川徳是 【発行年月日】昭和61年5月25日
【発行・制作所】新潮社 【発行・制作所住所】東京都新宿
区矢来町七一 【発行・制作者】佐藤亮一

6204 図書
【資料名】新潮日本文学アルバム 33，山本有三 【シリー
ズ名】新潮日本文学アルバム

【著・作者】永野賢 【発行年月日】昭和61年7月25日
【発行・制作所】新潮社 【発行・制作所住所】東京都新宿
区矢来町七一 【発行・制作者】佐藤亮一

6205 図書
【資料名】新潮日本文学アルバム 34，林芙美子 【シリー
ズ名】新潮日本文学アルバム

【著・作者】磯貝英夫 【発行年月日】昭和61年8月25日
【発行・制作所】新潮社 【発行・制作所住所】東京都新宿
区矢来町七一 【発行・制作者】佐藤亮一

6206 図書
【資料名】新潮日本文学アルバム 35，坂口安吾 【シリー
ズ名】新潮日本文学アルバム

【著・作者】関井光男 【発行年月日】昭和61年6月25日
【発行・制作所】新潮社 【発行・制作所住所】東京都新宿
区矢来町七一 【発行・制作者】佐藤亮一

6207 図書
【資料名】新潮日本文学アルバム 36，檀一雄 【シリーズ
名】新潮日本文学アルバム

【著・作者】野原一夫 【発行年月日】昭和61年4月25日
【発行・制作所】新潮社 【発行・制作所住所】東京都新宿
区矢来町七一 【発行・制作者】佐藤亮一

6208 図書
【資料名】新潮日本文学アルバム 別巻1，明治文学アルバ
ム 【シリーズ名】新潮日本文学アルバム

【著・作者】竹盛天雄 【発行年月日】昭和61年10月25日
【発行・制作所】新潮社 【発行・制作所住所】東京都新宿
区矢来町七一 【発行・制作者】佐藤亮一

6209 図書
【資料名】新潮日本文学アルバム 別巻2，大正文学アルバ
ム 【シリーズ名】新潮日本文学アルバム

【著・作者】紅野敏郎 【発行年月日】昭和61年11月25日
【発行・制作所】新潮社 【発行・制作所住所】東京都新宿
区矢来町七一 【発行・制作者】佐藤亮一

6210 図書
【資料名】新潮日本文学アルバム 別巻3，昭和文学アルバ
ム1 【シリーズ名】新潮日本文学アルバム

【著・作者】磯田光一 【発行年月日】昭和61年12月25日
【発行・制作所】新潮社 【発行・制作所住所】東京都新宿
区矢来町七一 【発行・制作者】佐藤亮一

6211 図書
【資料名】新潮日本文学アルバム 別巻4，昭和文学アルバ
ム2 【シリーズ名】新潮日本文学アルバム

【著・作者】曽根博義 【発行年月日】昭和62年1月25日
【発行・制作所】新潮社 【発行・制作所住所】東京都新宿
区矢来町七一 【発行・制作者】佐藤亮一

6229 図書 【資料名】「白樺」の周辺，信州教育との交流について 【著・作者】今井信雄
【発行・制作所】信濃教育会出版部 【発行・制作所住所】
長野市旭町一〇九八

6234 図書 【資料名】武者小路実篤，写真集
【発行・制作所】皆美社 【発行・制作所住所】東京都千代
田区九段北3丁目2番11号 【発行・制作者】浅田好明

6240 図書 【資料名】作家の文体 【著・作者】中村明 【発行年月日】昭和52年12月10日
【発行・制作所】筑摩書房 【発行・制作所住所】東京都千
代田区神田小川町二ノ八 【発行・制作者】岡山猛

6262 図書 【資料名】中央公論総目次，創刊号より第一〇〇〇号まで 【著・作者】中央公論社
【発行・制作所】中央公論社 【発行・制作所住所】東京都
中央区京橋二-一

6263 図書 【資料名】日本美術史年表，原色図典 【発行年月日】昭和61年7月9日
【発行・制作所】集英社 【発行・制作所住所】東京都千代
田区一ツ橋二丁目五番十号 【発行・制作者】堀内末男

6299 図書 【資料名】新しき村の誕生と生長 【著・作者】武者小路実篤
【発行・制作所】新しき村 【発行・制作所住所】埼玉県入
間郡毛呂山町葛貫四二三

6360 図書
【資料名】岸田劉生，千人文庫 四篇 【シリーズ名】千人文
庫

【著・作者】瀧本貞二郎
【発行・制作所】建設社 【発行・制作所住所】東京都千代
田區神保町一ノ四六 【発行・制作者】坂上眞一郎

6564 図書
【資料名】柳宗悦全集 著作篇 第一卷 【シリーズ名】柳宗
悦全集 著作篇

【著・作者】柳宗悦 【発行年月日】昭和56年8月5日
【発行・制作所】筑摩書房 【発行・制作所住所】東京都千
代田區神田小川町二ノ八 【発行・制作者】布川角左衞門

6565 図書
【資料名】柳宗悦全集 著作篇 第二卷 【シリーズ名】柳宗
悦全集 著作篇

【著・作者】柳宗悦 【発行年月日】昭和56年3月5日
【発行・制作所】筑摩書房 【発行・制作所住所】東京都千
代田區神田小川町二ノ八 【発行・制作者】布川角左衞門

6566 図書
【資料名】新潮美術文庫 1，ジオット 【シリーズ名】新潮
美術文庫

【著・作者】日本アート・センター 【発行年月日】昭和51年4月25日
【発行・制作所】新潮社 【発行・制作所住所】東京都新宿
区矢来町七一 【発行・制作者】佐藤亮一

6567 図書
【資料名】柳宗悦全集 著作篇 第三卷 【シリーズ名】柳宗
悦全集 著作篇

【著・作者】柳宗悦 【発行年月日】昭和56年9月5日
【発行・制作所】筑摩書房 【発行・制作所住所】東京都千
代田區神田小川町二ノ八 【発行・制作者】布川角左衞門

6568 図書
【資料名】新潮美術文庫 2，ボッティチェルリ 【シリーズ
名】新潮美術文庫

【著・作者】日本アート・センター 【発行年月日】昭和50年6月25日
【発行・制作所】新潮社 【発行・制作所住所】東京都新宿
区矢来町七一 【発行・制作者】佐藤亮一



6569 図書
【資料名】新潮美術文庫 3，ラファエルロ 【シリーズ名】
新潮美術文庫

【著・作者】日本アート・センター 【発行年月日】昭和50年8月25日
【発行・制作所】新潮社 【発行・制作所住所】東京都新宿
区矢来町七一 【発行・制作者】佐藤亮一

6570 図書
【資料名】柳宗悦全集 著作篇 第四卷 【シリーズ名】柳宗
悦全集 著作篇

【著・作者】柳宗悦 【発行年月日】昭和56年6月5日
【発行・制作所】筑摩書房 【発行・制作所住所】東京都千
代田區神田小川町二ノ八 【発行・制作者】布川角左衞門

6571 図書
【資料名】新潮美術文庫 4，レオナルド・ダ・ヴィンチ
【シリーズ名】新潮美術文庫

【著・作者】日本アート・センター 【発行年月日】昭和49年5月25日
【発行・制作所】新潮社 【発行・制作所住所】東京都新宿
区矢来町七一 【発行・制作者】佐藤亮一

6572 図書
【資料名】柳宗悦全集 著作篇 第五卷 【シリーズ名】柳宗
悦全集 著作篇

【著・作者】柳宗悦 【発行年月日】昭和56年10月5日
【発行・制作所】筑摩書房 【発行・制作所住所】東京都千
代田區神田小川町二ノ八 【発行・制作者】布川角左衞門

6573 図書
【資料名】新潮美術文庫 5，ミケランジェロ 【シリーズ
名】新潮美術文庫

【著・作者】日本アート・センター 【発行年月日】昭和50年10月25日
【発行・制作所】新潮社 【発行・制作所住所】東京都新宿
区矢来町七一 【発行・制作者】佐藤亮一

6574 図書
【資料名】新潮美術文庫 6，デューラー 【シリーズ名】新
潮美術文庫

【著・作者】日本アート・センター 【発行年月日】昭和50年5月25日
【発行・制作所】新潮社 【発行・制作所住所】東京都新宿
区矢来町七一 【発行・制作者】佐藤亮一

6575 図書
【資料名】新潮美術文庫 7，ボス 【シリーズ名】新潮美術
文庫

【著・作者】日本アート・センター 【発行年月日】昭和50年6月25日
【発行・制作所】新潮社 【発行・制作所住所】東京都新宿
区矢来町七一 【発行・制作者】佐藤亮一

6576 図書
【資料名】柳宗悦全集 著作篇 第六卷 【シリーズ名】柳宗
悦全集 著作篇

【著・作者】柳宗悦 【発行年月日】昭和56年1月10日
【発行・制作所】筑摩書房 【発行・制作所住所】東京都千
代田區神田小川町二ノ八 【発行・制作者】布川角左衞門

6577 図書
【資料名】新潮美術文庫 8，ブリューゲル 【シリーズ名】
新潮美術文庫

【著・作者】日本アート・センター 【発行年月日】昭和50年3月25日
【発行・制作所】新潮社 【発行・制作所住所】東京都新宿
区矢来町七一 【発行・制作者】佐藤亮一

6578 図書
【資料名】新潮美術文庫 9，レンブラント 【シリーズ名】
新潮美術文庫

【著・作者】日本アート・センター 【発行年月日】昭和49年10月25日
【発行・制作所】新潮社 【発行・制作所住所】東京都新宿
区矢来町七一 【発行・制作者】佐藤亮一

6579 図書
【資料名】柳宗悦全集 著作篇 第七卷 【シリーズ名】柳宗
悦全集 著作篇

【著・作者】柳宗悦 【発行年月日】昭和56年2月5日
【発行・制作所】筑摩書房 【発行・制作所住所】東京都千
代田區神田小川町二ノ八 【発行・制作者】布川角左衞門

6580 図書
【資料名】新潮美術文庫 10，リューベンス 【シリーズ
名】新潮美術文庫

【著・作者】日本アート・センター 【発行年月日】昭和51年2月25日
【発行・制作所】新潮社 【発行・制作所住所】東京都新宿
区矢来町七一 【発行・制作者】佐藤亮一

6581 図書
【資料名】柳宗悦全集 著作篇 第八卷 【シリーズ名】柳宗
悦全集 著作篇

【著・作者】柳宗悦 【発行年月日】昭和55年11月5日
【発行・制作所】筑摩書房 【発行・制作所住所】東京都千
代田區神田小川町二ノ八 【発行・制作者】布川角左衞門

6582 図書
【資料名】柳宗悦全集 著作篇 第九卷 【シリーズ名】柳宗
悦全集 著作篇

【著・作者】柳宗悦 【発行年月日】昭和55年12月5日
【発行・制作所】筑摩書房 【発行・制作所住所】東京都千
代田區神田小川町二ノ八 【発行・制作者】布川角左衞門

6583 図書
【資料名】新潮美術文庫11，グレコ 【シリーズ名】新潮美
術文庫

【著・作者】日本アート・センター 【発行年月日】昭和50年2月25日
【発行・制作所】新潮社 【発行・制作所住所】東京都新宿
区矢来町七一 【発行・制作者】佐藤亮一

6584 図書
【資料名】新潮美術文庫 12，ベラスケス 【シリーズ名】
新潮美術文庫

【著・作者】日本アート・センター 【発行年月日】昭和49年8月25日
【発行・制作所】新潮社 【発行・制作所住所】東京都新宿
区矢来町七一 【発行・制作者】佐藤亮一

6585 図書
【資料名】新潮美術文庫 13，フェルメール 【シリーズ
名】新潮美術文庫

【著・作者】日本アート・センター 【発行年月日】昭和50年4月25日
【発行・制作所】新潮社 【発行・制作所住所】東京都新宿
区矢来町七一 【発行・制作者】佐藤亮一

6586 図書
【資料名】柳宗悦全集 著作篇 第十卷 【シリーズ名】柳宗
悦全集 著作篇

【著・作者】柳宗悦 【発行年月日】昭和57年8月5日
【発行・制作所】筑摩書房 【発行・制作所住所】東京都千
代田區神田小川町二ノ八 【発行・制作者】布川角左衞門

6587 図書
【資料名】新潮美術文庫 14，ヴァトー 【シリーズ名】新
潮美術文庫

【著・作者】日本アート・センター 【発行年月日】昭和49年11月25日
【発行・制作所】新潮社 【発行・制作所住所】東京都新宿
区矢来町七一 【発行・制作者】佐藤亮一

6588 図書
【資料名】新潮美術文庫 15，シャルダン 【シリーズ名】
新潮美術文庫

【著・作者】日本アート・センター 【発行年月日】昭和50年11月25日
【発行・制作所】新潮社 【発行・制作所住所】東京都新宿
区矢来町七一 【発行・制作者】佐藤亮一

6589 図書
【資料名】新潮美術文庫 16，ゴヤ 【シリーズ名】新潮美
術文庫

【著・作者】日本アート・センター 【発行年月日】昭和49年5月25日
【発行・制作所】新潮社 【発行・制作所住所】東京都新宿
区矢来町七一 【発行・制作者】佐藤亮一

6590 図書
【資料名】柳宗悦全集 著作篇 第十一卷 【シリーズ名】柳
宗悦全集 著作篇

【著・作者】柳宗悦 【発行年月日】昭和56年12月5日
【発行・制作所】筑摩書房 【発行・制作所住所】東京都千
代田區神田小川町二ノ八 【発行・制作者】布川角左衞門

6591 図書
【資料名】柳宗悦全集 著作篇 第十二卷 【シリーズ名】柳
宗悦全集 著作篇

【著・作者】柳宗悦 【発行年月日】昭和57年1月5日
【発行・制作所】筑摩書房 【発行・制作所住所】東京都千
代田區神田小川町二ノ八 【発行・制作者】布川角左衞門

6592 図書
【資料名】新潮美術文庫 17，ターナー 【シリーズ名】新
潮美術文庫

【著・作者】日本アート・センター 【発行年月日】昭和50年2月25日
【発行・制作所】新潮社 【発行・制作所住所】東京都新宿
区矢来町七一 【発行・制作者】佐藤亮一



6593 図書
【資料名】新潮美術文庫 18，アングル 【シリーズ名】新
潮美術文庫

【著・作者】日本アート・センター 【発行年月日】昭和49年9月25日
【発行・制作所】新潮社 【発行・制作所住所】東京都新宿
区矢来町七一 【発行・制作者】佐藤亮一

6594 図書
【資料名】新潮美術文庫 19，ダヴィッド 【シリーズ名】
新潮美術文庫

【著・作者】日本アート・センター 【発行年月日】昭和51年1月25日
【発行・制作所】新潮社 【発行・制作所住所】東京都新宿
区矢来町七一 【発行・制作者】佐藤亮一

6595 図書
【資料名】新潮美術文庫 20，ドラクロワ 【シリーズ名】
新潮美術文庫

【著・作者】日本アート・センター 【発行年月日】昭和50年1月25日
【発行・制作所】新潮社 【発行・制作所住所】東京都新宿
区矢来町七一 【発行・制作者】佐藤亮一

6596 図書
【資料名】柳宗悦全集 著作篇 第十三卷 【シリーズ名】柳
宗悦全集 著作篇

【著・作者】柳宗悦 【発行年月日】昭和57年2月5日
【発行・制作所】筑摩書房 【発行・制作所住所】東京都千
代田區神田小川町二ノ八 【発行・制作者】布川角左衞門

6597 図書
【資料名】新潮美術文庫 21，コロー 【シリーズ名】新潮
美術文庫

【著・作者】日本アート・センター 【発行年月日】昭和49年12月25日
【発行・制作所】新潮社 【発行・制作所住所】東京都新宿
区矢来町七一 【発行・制作者】佐藤亮一

6598 図書
【資料名】新潮美術文庫 22，ミレー 【シリーズ名】新潮
美術文庫

【著・作者】日本アート・センター 【発行年月日】昭和51年1月25日
【発行・制作所】新潮社 【発行・制作所住所】東京都新宿
区矢来町七一 【発行・制作者】佐藤亮一

6599 図書
【資料名】柳宗悦全集 著作篇 第十四卷 【シリーズ名】柳
宗悦全集 著作篇

【著・作者】柳宗悦 【発行年月日】昭和57年3月5日
【発行・制作所】筑摩書房 【発行・制作所住所】東京都千
代田區神田小川町二ノ八 【発行・制作者】布川角左衞門

6600 図書
【資料名】柳宗悦全集 著作篇 第十五卷 【シリーズ名】柳
宗悦全集 著作篇

【著・作者】柳宗悦 【発行年月日】昭和56年5月5日
【発行・制作所】筑摩書房 【発行・制作所住所】東京都千
代田区神田小川町二ノ八 【発行・制作者】布川角左衞門

6601 図書
【資料名】新潮美術文庫 23，クールベ 【シリーズ名】新
潮美術文庫

【著・作者】日本アート・センター 【発行年月日】昭和50年9月25日
【発行・制作所】新潮社 【発行・制作所住所】東京都新宿
区矢来町七一 【発行・制作者】佐藤亮一

6602 図書
【資料名】新潮美術文庫 24，マネ 【シリーズ名】新潮美
術文庫

【著・作者】日本アート・センター 【発行年月日】昭和49年12月25日
【発行・制作所】新潮社 【発行・制作所住所】東京都新宿
区矢来町七一 【発行・制作者】佐藤亮一

6603 図書
【資料名】柳宗悦全集 著作篇 第十六卷 【シリーズ名】柳
宗悦全集 著作篇

【著・作者】柳宗悦 【発行年月日】昭和56年4月5日
【発行・制作所】筑摩書房 【発行・制作所住所】東京都千
代田區神田小川町二ノ八 【発行・制作者】布川角左衞門

6604 図書
【資料名】新潮美術文庫 26，モネ 【シリーズ名】新潮美
術文庫

【著・作者】日本アート・センター 【発行年月日】昭和49年10月25日
【発行・制作所】新潮社 【発行・制作所住所】東京都新宿
区矢来町七一 【発行・制作者】佐藤亮一

6605 図書
【資料名】柳宗悦全集 著作篇 第十七卷 【シリーズ名】柳
宗悦全集 著作篇

【著・作者】柳宗悦 【発行年月日】昭和57年4月5日
【発行・制作所】筑摩書房 【発行・制作所住所】東京都千
代田區神田小川町二ノ八 【発行・制作者】布川角左衞門

6606 図書
【資料名】新潮美術文庫 25，ドガ 【シリーズ名】新潮美
術文庫

【著・作者】日本アート・センター 【発行年月日】昭和49年8月25日
【発行・制作所】新潮社 【発行・制作所住所】東京都新宿
区矢来町七一 【発行・制作者】佐藤亮一

6607 図書
【資料名】新潮美術文庫 27，ルノワール 【シリーズ名】
新潮美術文庫

【著・作者】日本アート・センター 【発行年月日】昭和49年5月25日
【発行・制作所】新潮社 【発行・制作所住所】東京都新宿
区矢来町七一 【発行・制作者】佐藤亮一

6608 図書
【資料名】新潮美術文庫 28，セザンヌ 【シリーズ名】新
潮美術文庫

【著・作者】日本アート・センター 【発行年月日】昭和49年5月25日
【発行・制作所】新潮社 【発行・制作所住所】東京都新宿
区矢来町七一 【発行・制作者】佐藤亮一

6609 図書
【資料名】柳宗悦全集 著作篇 第十八卷 【シリーズ名】柳
宗悦全集 著作篇

【著・作者】柳宗悦 【発行年月日】昭和57年5月5日
【発行・制作所】筑摩書房 【発行・制作所住所】東京都千
代田區神田小川町二ノ八 【発行・制作者】布川角左衞門

6610 図書
【資料名】新潮美術文庫 29，ゴッホ 【シリーズ名】新潮
美術文庫

【著・作者】日本アート・センター 【発行年月日】昭和49年6月25日
【発行・制作所】新潮社 【発行・制作所住所】東京都新宿
区矢来町七一 【発行・制作者】佐藤亮一

6611 図書
【資料名】柳宗悦全集 著作篇 第十九卷 【シリーズ名】柳
宗悦全集 著作篇

【著・作者】柳宗悦 【発行年月日】昭和57年7月5日
【発行・制作所】筑摩書房 【発行・制作所住所】東京都千
代田區神田小川町二ノ八 【発行・制作者】布川角左衞門

6612 図書
【資料名】新潮美術文庫 30，ゴーギャン 【シリーズ名】
新潮美術文庫

【著・作者】日本アート・センター 【発行年月日】昭和49年6月25日
【発行・制作所】新潮社 【発行・制作所住所】東京都新宿
区矢来町七一 【発行・制作者】佐藤亮一

6613 図書
【資料名】柳宗悦全集 著作篇 第二十卷 【シリーズ名】柳
宗悦全集 著作篇

【著・作者】柳宗悦 【発行年月日】昭和57年9月5日
【発行・制作所】筑摩書房 【発行・制作所住所】東京都千
代田區神田小川町二ノ八 【発行・制作者】布川角左衞門

6614 図書
【資料名】柳宗悦全集 著作篇 第二十一卷 上 【シリーズ
名】柳宗悦全集 著作篇

【著・作者】柳宗悦 【発行年月日】平成1年7月15日
【発行・制作所】筑摩書房 【発行・制作所住所】東京都薹
東區藏前二-六-四 【発行・制作者】關根榮郷

6615 図書
【資料名】柳宗悦全集 著作篇 第二十一卷 下 【シリーズ
名】柳宗悦全集 著作篇

【著・作者】柳宗悦 【発行年月日】平成1年11月30日
【発行・制作所】筑摩書房 【発行・制作所住所】東京都薹
東區藏前二-六-四 【発行・制作者】關根榮郷

6616 図書
【資料名】柳宗悦全集 著作篇 第二十一卷 中 【シリーズ
名】柳宗悦全集 著作篇

【著・作者】柳宗悦 【発行年月日】平成1年9月30日
【発行・制作所】筑摩書房 【発行・制作所住所】東京都薹
東區藏前二-六-四 【発行・制作者】關根榮郷



6617 図書
【資料名】柳宗悦全集 著作篇 第二十二卷 下 【シリーズ
名】柳宗悦全集 著作篇

【著・作者】柳宗悦 【発行年月日】平成4年5月15日
【発行・制作所】筑摩書房 【発行・制作所住所】東京都薹
東區藏前二-六-四 【発行・制作者】關根榮郷

6618 図書
【資料名】柳宗悦全集 著作篇 第二十二卷 上 【シリーズ
名】柳宗悦全集 著作篇

【著・作者】柳宗悦 【発行年月日】平成4年4月10日
【発行・制作所】筑摩書房 【発行・制作所住所】東京都薹
東區藏前二-六-四 【発行・制作者】關根榮郷

6619 図書
【資料名】新潮美術文庫 31，ロートレック 【シリーズ
名】新潮美術文庫

【著・作者】日本アート・センター 【発行年月日】昭和50年4月25日
【発行・制作所】新潮社 【発行・制作所住所】東京都新宿
区矢来町七一 【発行・制作者】佐藤亮一

6620 図書
【資料名】新潮美術文庫 32，スーラ 【シリーズ名】新潮
美術文庫

【著・作者】日本アート・センター 【発行年月日】昭和49年9月25日
【発行・制作所】新潮社 【発行・制作所住所】東京都新宿
区矢来町七一 【発行・制作者】佐藤亮一

6621 図書
【資料名】新潮美術文庫 33，ルソー 【シリーズ名】新潮
美術文庫

【著・作者】日本アート・センター 【発行年月日】昭和50年3月25日
【発行・制作所】新潮社 【発行・制作所住所】東京都新宿
区矢来町七一 【発行・制作者】佐藤亮一

6624 図書
【資料名】新潮美術文庫 34，ボナール 【シリーズ名】新
潮美術文庫

【著・作者】日本アート・センター 【発行年月日】昭和50年11月25日
【発行・制作所】新潮社 【発行・制作所住所】東京都新宿
区矢来町七一 【発行・制作者】佐藤亮一

6625 図書
【資料名】新潮美術文庫 35，モロー 【シリーズ名】新潮
美術文庫

【著・作者】日本アート・センター 【発行年月日】昭和50年5月25日
【発行・制作所】新潮社 【発行・制作所住所】東京都新宿
区矢来町七一 【発行・制作者】佐藤亮一

6626 図書
【資料名】新潮美術文庫 36，ルドン 【シリーズ名】新潮
美術文庫

【著・作者】日本アート・センター 【発行年月日】昭和50年9月25日
【発行・制作所】新潮社 【発行・制作所住所】東京都新宿
区矢来町七一 【発行・制作者】佐藤亮一

6627 図書
【資料名】新潮美術文庫 37，クリムト 【シリーズ名】新
潮美術文庫

【著・作者】日本アート・センター 【発行年月日】昭和50年12月25日
【発行・制作所】新潮社 【発行・制作所住所】東京都新宿
区矢来町七一 【発行・制作者】佐藤亮一

6628 図書
【資料名】新潮美術文庫 38，ムンク 【シリーズ名】新潮
美術文庫

【著・作者】日本アート・センター 【発行年月日】昭和49年7月25日
【発行・制作所】新潮社 【発行・制作所住所】東京都新宿
区矢来町七一 【発行・制作者】佐藤亮一

6629 図書
【資料名】新潮美術文庫 39，マティス 【シリーズ名】新
潮美術文庫

【著・作者】日本アート・センター 【発行年月日】昭和51年7月25日
【発行・制作所】新潮社 【発行・制作所住所】東京都新宿
区矢来町七一 【発行・制作者】佐藤亮一

6630 図書
【資料名】新潮美術文庫 40，ルオー 【シリーズ名】新潮
美術文庫

【著・作者】日本アート・センター 【発行年月日】昭和51年7月25日
【発行・制作所】新潮社 【発行・制作所住所】東京都新宿
区矢来町七一 【発行・制作者】佐藤亮一

6631 図書
【資料名】新潮美術文庫 41，デュフィ 【シリーズ名】新
潮美術文庫

【著・作者】日本アート・センター 【発行年月日】昭和50年12月25日
【発行・制作所】新潮社 【発行・制作所住所】東京都新宿
区矢来町七一 【発行・制作者】佐藤亮一

6632 図書
【資料名】新潮美術文庫 42，ピカソ 【シリーズ名】新潮
美術文庫

【著・作者】日本アート・センター 【発行年月日】昭和50年1月25日
【発行・制作所】新潮社 【発行・制作所住所】東京都新宿
区矢来町七一 【発行・制作者】佐藤亮一

6634 図書
【資料名】新潮美術文庫 43，ブラック 【シリーズ名】新
潮美術文庫

【著・作者】日本アート・センター 【発行年月日】昭和50年10月20日
【発行・制作所】新潮社 【発行・制作所住所】東京都新宿
区矢来町七一 【発行・制作者】佐藤亮一

6636 図書
【資料名】新潮美術文庫 44，レジェ 【シリーズ名】新潮
美術文庫

【著・作者】日本アート・センター 【発行年月日】昭和51年2月25日
【発行・制作所】新潮社 【発行・制作所住所】東京都新宿
区矢来町七一 【発行・制作者】佐藤亮一

6637 図書
【資料名】新潮美術文庫 45，モディリアーニ 【シリーズ
名】新潮美術文庫

【著・作者】日本アート・センター 【発行年月日】昭和49年5月25日
【発行・制作所】新潮社 【発行・制作所住所】東京都新宿
区矢来町七一 【発行・制作者】佐藤亮一

6638 図書
【資料名】新潮美術文庫 46，ユトリロ 【シリーズ名】新
潮美術文庫

【著・作者】日本アート・センター 【発行年月日】昭和49年7月25日
【発行・制作所】新潮社 【発行・制作所住所】東京都新宿
区矢来町七一 【発行・制作者】佐藤亮一

6640 図書
【資料名】新潮美術文庫 47，シャガール 【シリーズ名】
新潮美術文庫

【著・作者】日本アート・センター 【発行年月日】昭和50年8月25日
【発行・制作所】新潮社 【発行・制作所住所】東京都新宿
区矢来町七一 【発行・制作者】佐藤亮一

6642 図書
【資料名】新潮美術文庫 48，ミロ 【シリーズ名】新潮美
術文庫

【著・作者】日本アート・センター 【発行年月日】昭和49年11月25日
【発行・制作所】新潮社 【発行・制作所住所】東京都新宿
区矢来町七一 【発行・制作者】佐藤亮一

6644 図書
【資料名】新潮美術文庫 49，デュシャン 【シリーズ名】
新潮美術文庫

【著・作者】日本アート・センター 【発行年月日】昭和51年4月25日
【発行・制作所】新潮社 【発行・制作所住所】東京都新宿
区矢来町七一 【発行・制作者】佐藤亮一

6645 図書
【資料名】新潮美術文庫 50，クレー 【シリーズ名】新潮
美術文庫

【著・作者】日本アート・センター 【発行年月日】昭和51年5月25日
【発行・制作所】新潮社 【発行・制作所住所】東京都新宿
区矢来町七一 【発行・制作者】佐藤亮一

6651 図書 【資料名】日本現代演劇史，明治・大正篇 【著・作者】大笹吉雄 【発行年月日】昭和60年3月27日
【発行・制作所】白水社 【発行・制作所住所】東京都千代
田区神田小川町三の二四 【発行・制作者】高橋孝

6654 図書 【資料名】日本現代演劇史，大正・昭和初期篇 【著・作者】大笹吉雄 【発行年月日】昭和61年7月5日
【発行・制作所】白水社 【発行・制作所住所】東京都千代
田区神田小川町三の二四 【発行・制作者】藤原一晃



6655 図書 【資料名】日本現代演劇史，昭和戦前篇 【著・作者】大笹吉雄
【発行・制作所】白水社 【発行・制作所住所】東京都千代
田区神田小川町三の二四 【発行・制作者】高橋孝

6664 図書 【資料名】思想史としてのゴッホ，複製受容と想像力 【著・作者】木下長宏 【発行年月日】平成4年7月15日
【発行・制作所】学芸書林 【発行・制作所住所】東京都中
央区八丁堀二-三-五 【発行・制作者】和田員枝

6669 図書 【資料名】柳宗悦と初期民藝運動 【著・作者】岡村吉右衛門 【発行年月日】平成3年10月15日
【発行・制作所】玉川大学出版部 【発行・制作所住所】東
京都町田市玉川学園6-1-1 【発行・制作者】小原哲郎

6670 図書 【資料名】現代日本 朝日人物事典 【著・作者】小泉欽司 【発行年月日】平成2年12月10日
【発行・制作所】朝日新聞社 【発行・制作所住所】東京都
中央区築地5-3-2 【発行・制作者】野沢敬

6673 図書 【資料名】日本美術辞典 【著・作者】谷信一 【発行年月日】昭和27年3月20日
【発行・制作所】東京堂出版 【発行・制作所住所】東京都
千代田区神田錦町三ノ七 【発行・制作者】大橋信夫

6685 図書 【資料名】西洋美術辞典 【著・作者】今泉篤男 【発行年月日】昭和29年11月30日
【発行・制作所】東京堂出版 【発行・制作所住所】東京都
千代田区神田錦町三ノ七 【発行・制作者】大橋信夫

6688 図書 【資料名】消えた日本語辞典 【著・作者】奥山益朗 【発行年月日】平成5年5月30日
【発行・制作所】東京堂出版 【発行・制作所住所】東京都
千代田区神田錦町三ノ七 【発行・制作者】大橋信夫

6690 図書
【資料名】大正時代の先行者たち，同時代ライブラリー
143 【シリーズ名】同時代ライブラリー

【著・作者】松尾尊兌 【発行年月日】平成5年4月15日
【発行・制作所】岩波書店 【発行・制作所住所】東京都千
代田区一ツ橋2-5-5 【発行・制作者】安江良介

6692 図書
【資料名】文士の肖像，とんぼの本 【シリーズ名】とんぼ
の本

【著・作者】田沼武能 【発行年月日】平成3年9月20日
【発行・制作所】新潮社 【発行・制作所住所】東京市新宿
区矢来町七一 【発行・制作者】佐藤亮一

6703 図書
【資料名】社会文学・一九二〇年前後，平林初之輔と同時
代文学

【著・作者】大和田茂 【発行年月日】平成4年6月6日
【発行・制作所】不二出版 【発行・制作所住所】東京都文
京区向丘1-2-12 【発行・制作者】船橋治

6705 図書
【資料名】志賀直哉の領域，リテラワークス 3 【シリーズ
名】Litera  Works

【著・作者】池内輝雄
【発行・制作所】有精堂出版 【発行・制作所住所】東京都
千代田区神田神保町1-39 【発行・制作者】山崎誠

6707 図書
【資料名】思想の最前線で，文学は予兆する，思想の海へ
［解放と変革］ 12 【シリーズ名】思想の海へ ［解放と変
革］

【著・作者】黒古一夫 【発行年月日】平成2年5月15日
【発行・制作所】社会評論社 【発行・制作所住所】東京都
文京区本郷2-3-10

6729 図書
【資料名】近代作家研究叢書147 生ける武者小路実篤 【シ
リーズ名】近代作家研究叢書147

【著・作者】金子洋文
【発行年月日】平成5年6月25日 【発行年月日】平成5年6月
25日

【発行・制作所】日本図書センター 【発行・制作所住所】
東京都文京区大塚3ー4ー13 【発行・制作者】高野義夫

6737 図書
【資料名】君がラメーかね，児童文芸集，文芸広場叢書
【シリーズ名】文芸広場叢書

【著・作者】原田耕作 【発行年月日】平成4年6月20日
【発行・制作所】文芸広場社 【発行・制作所住所】東京都
港区南青山2-11-17第一法規出版社内

6740 図書
【資料名】花の咲く木，短篇集，文芸広場叢書 【シリーズ
名】文芸広場叢書

【著・作者】原田耕作 【発行年月日】昭和62年10月10日
【発行・制作所】文芸広場社 【発行・制作所住所】東京都
港区南青山2-11-17第一法規出版社内

6753 図書 【資料名】兒島喜久雄画集 【著・作者】兒島喜久雄 【発行年月日】昭和62年4月6日
【発行・制作所】用美社 【発行・制作所住所】東京都中野
区上高田1-1-20 【発行・制作者】岡田満

6763 図書
【資料名】現代日本美術全集 10，安井曾太郎・小出楢重
【シリーズ名】現代日本美術全集

【著・作者】座右宝刊行会 【発行年月日】昭和47年2月25日
【発行・制作所】集英社 【発行・制作所住所】東京都千代
田区一ツ橋2-5-10 【発行・制作者】陶山巌

6765 図書
【資料名】現代日本美術全集 11，坂本繁二郎 【シリーズ
名】現代日本美術全集

【著・作者】座右宝刊行会 【発行年月日】昭和47年6月25日
【発行・制作所】集英社 【発行・制作所住所】東京都千代
田区一ツ橋2-5-10 【発行・制作者】陶山巌

6768 図書
【資料名】現代日本美術全集 12，梅原龍三郎 【シリーズ
名】現代日本美術全集

【著・作者】座右宝刊行会 【発行年月日】昭和46年10月25日
【発行・制作所】集英社 【発行・制作所住所】東京都千代
田区一ツ橋2-5-10 【発行・制作者】陶山巌

6771 図書
【資料名】現代日本美術全集 6，福田平八郎 【シリーズ
名】現代日本美術全集

【著・作者】座右宝刊行会 【発行年月日】昭和48年4月25日
【発行・制作所】集英社 【発行・制作所住所】東京都千代
田区一ツ橋2-5-10 【発行・制作者】陶山巌

6774 図書
【資料名】現代日本美術全集 7，青木繁・藤島武二 【シ
リーズ名】現代日本美術全集

【著・作者】座右宝刊行会 【発行年月日】昭和47年10月25日
【発行・制作所】集英社 【発行・制作所住所】東京都千代
田区一ツ橋2-5-10 【発行・制作者】陶山巌

6775 図書
【資料名】現代日本美術全集 8，岸田劉生 【シリーズ名】
現代日本美術全集

【著・作者】座右宝刊行会 【発行年月日】昭和47年12月25日
【発行・制作所】集英社 【発行・制作所住所】東京都千代
田区一ツ橋2-5-10 【発行・制作者】陶山巌

6776 図書
【資料名】現代日本美術全集 9，佐伯祐三 【シリーズ名】
現代日本美術全集

【著・作者】座右宝刊行会 【発行年月日】昭和46年6月25日
【発行・制作所】集英社 【発行・制作所住所】東京都千代
田区一ツ橋2-5-10 【発行・制作者】陶山巌



6782 図書
【資料名】現代日本美術全集 18，萬鉄五郎・熊谷守一
【シリーズ名】現代日本美術全集

【著・作者】座右宝刊行会 【発行年月日】昭和49年5月25日
【発行・制作所】集英社 【発行・制作所住所】東京都千代
田区一ツ橋2-5-10 【発行・制作者】陶山巌

6784 図書
【資料名】現代日本美術全集 16，浅井忠・黒田清輝 【シ
リーズ名】現代日本美術全集

【著・作者】座右宝刊行会 【発行年月日】昭和48年12月25日
【発行・制作所】集英社 【発行・制作所住所】東京都千代
田区一ツ橋2-5-10 【発行・制作者】陶山巌

6787 図書
【資料名】現代日本美術全集 17，中村彝・須田国太郎
【シリーズ名】現代日本美術全集

【著・作者】座右宝刊行会 【発行年月日】昭和48年8月25日
【発行・制作所】集英社 【発行・制作所住所】東京都千代
田区一ツ橋2-5-10 【発行・制作者】陶山巌

6789 図書
【資料名】現代日本美術全集 13，竹内栖鳳・上村松園
【シリーズ名】現代日本美術全集

【著・作者】座右宝刊行会 【発行年月日】昭和48年6月25日
【発行・制作所】集英社 【発行・制作所住所】東京都千代
田区一ツ橋2-5-10 【発行・制作者】陶山巌

6790 図書
【資料名】現代日本美術全集 14，安田靫彦 【シリーズ
名】現代日本美術全集

【著・作者】座右宝刊行会 【発行年月日】昭和49年3月25日
【発行・制作所】集英社 【発行・制作所住所】東京都千代
田区一ツ橋2-5-10 【発行・制作者】陶山巌

6793 図書
【資料名】現代日本美術全集 1，富岡鉄斎 【シリーズ名】
現代日本美術全集

【著・作者】座右宝刊行会 【発行年月日】昭和48年2月25日
【発行・制作所】集英社 【発行・制作所住所】東京都千代
田区一ツ橋2-5-10 【発行・制作者】陶山巌

6795 図書
【資料名】現代日本美術全集 2，横山大観 【シリーズ名】
現代日本美術全集

【著・作者】座右宝刊行会 【発行年月日】昭和46年8月25日
【発行・制作所】集英社 【発行・制作所住所】東京都千代
田区一ツ橋2-5-10 【発行・制作者】陶山巌

6797 図書
【資料名】現代日本美術全集 3，菱田春草・今村紫紅 【シ
リーズ名】現代日本美術全集

【著・作者】座右宝刊行会 【発行年月日】昭和47年8月25日
【発行・制作所】集英社 【発行・制作所住所】東京都千代
田区一ツ橋2-5-10 【発行・制作者】陶山巌

6801 図書
【資料名】現代日本美術全集 15，前田青邨 【シリーズ
名】現代日本美術全集

【著・作者】座右宝刊行会 【発行年月日】昭和48年10月25日
【発行・制作所】集英社 【発行・制作所住所】東京都千代
田区一ツ橋2-5-10 【発行・制作者】陶山巌

6805 図書
【資料名】この道より，武者小路実篤詩歌集，小学館ライ
ブラリー801 【シリーズ名】小学館ライブラリー

【著・作者】阪田寛夫 【発行年月日】平成5年4月20日
【発行・制作所】小学館 【発行・制作所住所】東京都千代
田区一ツ橋2-3-1 【発行・制作者】二見康生

6808 図書 【資料名】ヴァイオリニスト誕生，石川静の足あと 【著・作者】石川清明
【発行・制作所】皆美社 【発行・制作所住所】東京都千代
田区神田神保町2ノ11 【発行・制作者】浅田好明

6819 図書 【資料名】往時在眼，随筆集 【著・作者】久保義信
【発行・制作所】皆美社 【発行・制作所住所】東京都千代
田区神田神保町二ノ十一 【発行・制作者】浅田好明

6825 図書 【資料名】新しき村に生きる，自他共生を求めて四十五年 【著・作者】渡辺貫二
【発行・制作所】新しき村 【発行・制作所住所】埼玉県入
間郡毛呂山町葛貫四二三

6835 図書 【資料名】私の雑記帳 【著・作者】福田桂次郎
【発行・制作所】都政出版社 【発行・制作所住所】東京都
中央区京橋2-7-4 【発行・制作者】古川章吾

6837 図書 【資料名】名著復刻全集 夜の光 近代文学館 【著・作者】志賀直哉 【発行・制作所】日本近代文学館 昭和44年4月？

6838 図書
【資料名】名著復刻 詩歌文学館＜連翹セット＞ 紅玉 【シ
リーズ名】名著復刻 詩歌文学館＜連翹セット＞

【著・作者】木下利玄 【発行年月日】昭和30年4月1日
【発行・制作所】日本近代文学館 【発行・制作所住所】東
京都目黒区駒場4ー3ー55 【発行・制作者】小田切進

6839 図書
【資料名】留女（落陽堂版）「祖母の為に」他九篇壹千九
百十二年版 特選名著復刻全集 近代文学館 【シリーズ名】
特選名著復刻全集 近代文学館

【著・作者】志賀直哉
【発行・制作所】日本近代文学館 【発行・制作所住所】東
京都目黒区駒場4ー3ー55 【発行・制作者】塩田良平

6840 図書
【資料名】暗夜行路 【シリーズ名】名著復刻全集 近代文学
館

【著・作者】志賀直哉 【発行・制作所】日本近代文学館

6841 図書 【資料名】千家元麿全集 上巻 【シリーズ名】千家元麿全集 【著・作者】千家元麿全集刊行会
【発行・制作所】弥生書房 【発行・制作所住所】東京都新
宿区市谷甲良町二九 【発行・制作者】津曲篤子

6842 図書 【資料名】千家元麿全集 下巻 【シリーズ名】千家元麿全集 【著・作者】千家元麿全集刊行会
【発行・制作所】弥生書房 【発行・制作所住所】東京都新
宿区牛込中町一五番地 【発行・制作者】津曲篤子

6844 図書
【資料名】ビジュアルブック 江戸東京 3，絵のなかの東京
【シリーズ名】ビジュアルブック江戸東京

【著・作者】芳賀徹 【発行年月日】平成5年9月29日
【発行・制作所】岩波書店 【発行・制作所住所】東京都千
代田区一ツ橋2-5-5 【発行・制作者】安江良介

6845 図書
【資料名】ビジュアルブック 江戸東京 別巻，震災復興大東
京絵はがき 【シリーズ名】ビジュアルブック 江戸東京

【著・作者】近藤信行 【発行年月日】平成5年10月28日
【発行・制作所】岩波書店 【発行・制作所住所】東京都千
代田区一ツ橋2-5-5 【発行・制作者】安江良介

6846 図書 【資料名】日本近代文学年表 【著・作者】小田切進 【発行年月日】平成5年12月20日
【発行・制作所】小学館 【発行・制作所住所】東京都千代
田区一ツ橋2-3-1 【発行・制作者】渡邊靜夫

6847 図書
【資料名】写真でみる 岩波書店80年，グラフィック・レ
ポート 別冊 【シリーズ名】グラフィック・レポート 別冊

【著・作者】岩波書店編集部 【発行年月日】平成5年11月24日
【発行・制作所】岩波書店 【発行・制作所住所】東京都千
代田区一ツ橋2-5-5 【発行・制作者】安江良介



6848 図書 【資料名】バーンズ・コレクション 印象派の宝庫 【著・作者】カシャン，フランソワーズ
【発行年月日】平成6年2月26日 【発行年月日】平成5年11
月10日

【発行・制作所】講談社 【発行・制作所住所】東京都文京
区音羽2ー12ー21 【発行・制作者】野間佐和子

6868 図書 【資料名】近代日本美術事典 【著・作者】河北倫明 【発行年月日】平成1年9月28日
【発行・制作所】講談社 【発行・制作所住所】東京都文京
区音羽二-一二-二一 【発行・制作者】加藤勝久

6869 図書 【資料名】日本文化総合年表 【著・作者】市古貞次 【発行年月日】平成2年3月8日
【発行・制作所】岩波書店 【発行・制作所住所】東京都千
代田区一ツ橋2-5-5 【発行・制作者】安江良介

6872 図書
【資料名】水墨美術大系 第三巻，牧谿・玉澗 【シリーズ
名】水墨美術大系

【著・作者】戸田禎佑 【発行年月日】昭和53年2月1日
【発行・制作所】講談社 【発行・制作所住所】東京都文京
区音羽二-一二-二一 【発行・制作者】野間省一

6873 図書
【資料名】水墨美術大系 第四巻，梁楷・因陀羅 【シリーズ
名】水墨美術大系

【著・作者】川上 【発行年月日】昭和53年9月25日
【発行・制作所】講談社 【発行・制作所住所】東京都文京
区音羽二-一二-二一 【発行・制作者】野間省一

6880 図書
【資料名】水墨美術大系 第十一巻，八大山人・揚州八怪
【シリーズ名】水墨美術大系

【著・作者】米澤嘉圃 【発行年月日】昭和53年4月1日
【発行・制作所】講談社 【発行・制作所住所】東京都文京
区音羽二-一二-二一 【発行・制作者】野間省一

6902 図書 【資料名】新潮日本文学辞典，増補改訂 【著・作者】新潮社辞典編集部 【発行年月日】昭和63年1月20日
【発行・制作所】新潮社 【発行・制作所住所】東京都新宿
区矢来町七一 【発行・制作者】佐藤亮一

7016 図書 【資料名】白い死，小説集 【著・作者】野口達雄
【発行・制作所】皆美社 【発行・制作所住所】東京都千代
田区神田神保町二ノ十一 【発行・制作者】浅田好明

7045 図書 【資料名】日本國語大辞典 第一巻 【著・作者】日本大辞典刊行会 【発行年月日】昭和54年10月20日
【発行・制作所】小学館 【発行・制作所住所】東京都千代
田区一ツ橋二丁目三-一 【発行・制作者】相賀徹夫

7051 図書 【資料名】日本國語大辞典 第二巻 【著・作者】日本大辞典刊行会 【発行年月日】昭和54年12月20日
【発行・制作所】小学館 【発行・制作所住所】東京都千代
田区一ツ橋二丁目三-一 【発行・制作者】相賀徹夫

7055 図書 【資料名】日本國語大辞典 第三巻 【著・作者】日本大辞典刊行会 【発行年月日】昭和55年2月20日
【発行・制作所】小学館 【発行・制作所住所】東京都千代
田区一ツ橋二丁目三-一 【発行・制作者】相賀徹夫

7059 図書 【資料名】日本國語大辞典 第四巻 【著・作者】日本大辞典刊行会 【発行年月日】昭和55年4月20日
【発行・制作所】小学館 【発行・制作所住所】東京都千代
田区一ツ橋二丁目三-一 【発行・制作者】相賀徹夫

7086 図書
【資料名】現代世界美術全集 1，マネ 【シリーズ名】現代
世界美術全集

【著・作者】座右宝刊行会 【発行年月日】昭和45年9月25日
【発行・制作所】集英社 【発行・制作所住所】東京都千代
田区一ツ橋2-5-10 【発行・制作者】陶山巌

7087 図書
【資料名】現代世界美術全集 2，モネ 【シリーズ名】現代
世界美術全集

【著・作者】座右宝刊行会 【発行年月日】昭和45年3月25日
【発行・制作所】集英社 【発行・制作所住所】東京都千代
田区一ツ橋2-5-10 【発行・制作者】陶山巌

7088 図書
【資料名】現代世界美術全集 3，セザンヌ 【シリーズ名】
現代世界美術全集

【著・作者】座右宝刊行会 【発行年月日】昭和44年11月25日
【発行・制作所】集英社 【発行・制作所住所】東京都千代
田区神田一ツ橋2-3 【発行・制作者】陶山巌

7089 図書
【資料名】現代世界美術全集 4，ルノワール 【シリーズ
名】現代世界美術全集

【著・作者】座右宝刊行会 【発行年月日】昭和44年9月25日
【発行・制作所】集英社 【発行・制作所住所】東京都千代
田区神田一ツ橋2-3 【発行・制作者】陶山巌

7090 図書
【資料名】現代世界美術全集 5，ロダン・ブールデル 【シ
リーズ名】現代世界美術全集

【著・作者】座右宝刊行会 【発行年月日】昭和46年7月25日
【発行・制作所】集英社 【発行・制作所住所】東京都千代
田区一ツ橋2-5-10 【発行・制作者】陶山巌

7091 図書
【資料名】現代世界美術全集 6，ドガ 【シリーズ名】現代
世界美術全集

【著・作者】座右宝刊行会 【発行年月日】昭和46年5月25日
【発行・制作所】集英社 【発行・制作所住所】東京都千代
田区一ツ橋2-5-10 【発行・制作者】陶山巌

7092 図書
【資料名】現代世界美術全集 7，ゴーギャン 【シリーズ
名】現代世界美術全集

【著・作者】座右宝刊行会 【発行年月日】昭和45年5月25日
【発行・制作所】集英社 【発行・制作所住所】東京都千代
田区一ツ橋2-5-10 【発行・制作者】陶山巌

7093 図書
【資料名】現代世界美術全集 8，ゴッホ 【シリーズ名】現
代世界美術全集

【著・作者】座右宝刊行会 【発行年月日】昭和45年1月25日
【発行・制作所】集英社 【発行・制作所住所】東京都千代
田区一ツ橋2-5-10 【発行・制作者】陶山巌

7094 図書
【資料名】現代世界美術全集 9，ロートレック 【シリーズ
名】現代世界美術全集

【著・作者】座右宝刊行会 【発行年月日】昭和45年7月25日
【発行・制作所】集英社 【発行・制作所住所】東京都千代
田区一ツ橋2-5-10 【発行・制作者】陶山巌

7095 図書
【資料名】現代世界美術全集 10，ルドン・ルソー 【シ
リーズ名】現代世界美術全集

【著・作者】座右宝刊行会 【発行年月日】昭和46年3月25日
【発行・制作所】集英社 【発行・制作所住所】東京都千代
田区一ツ橋2-5-10 【発行・制作者】陶山巌

7096 図書
【資料名】現代世界美術全集 11，ボナール・マティス
【シリーズ名】現代世界美術全集

【著・作者】座右宝刊行会 【発行年月日】昭和47年1月25日
【発行・制作所】集英社 【発行・制作所住所】東京都千代
田区一ツ橋2-5-10 【発行・制作者】陶山巌

7097 図書
【資料名】現代世界美術全集 12，ルオー 【シリーズ名】
現代世界美術全集

【著・作者】座右宝刊行会 【発行年月日】昭和47年9月25日
【発行・制作所】集英社 【発行・制作所住所】東京都千代
田区一ツ橋2-5-10 【発行・制作者】陶山巌



7098 図書
【資料名】現代世界美術全集 13，クレー 【シリーズ名】
現代世界美術全集

【著・作者】座右宝刊行会 【発行年月日】昭和46年1月25日
【発行・制作所】集英社 【発行・制作所住所】東京都千代
田区一ツ橋2-5-10 【発行・制作者】陶山巌

7099 図書
【資料名】現代世界美術全集 14，ピカソ 【シリーズ名】
現代世界美術全集

【著・作者】座右宝刊行会 【発行年月日】昭和47年6月25日
【発行・制作所】集英社 【発行・制作所住所】東京都千代
田区一ツ橋2-5-10 【発行・制作者】陶山巌

7100 図書
【資料名】現代世界美術全集 15，ブラック・レジェ 【シ
リーズ名】現代世界美術全集

【著・作者】座右宝刊行会 【発行年月日】昭和47年3月25日
【発行・制作所】集英社 【発行・制作所住所】東京都千代
田区一ツ橋2-5-10 【発行・制作者】陶山巌

7101 図書
【資料名】現代世界美術全集 16，モディリアーニ・ユトリ
ロ 【シリーズ名】現代世界美術全集

【著・作者】座右宝刊行会 【発行年月日】昭和46年9月25日
【発行・制作所】集英社 【発行・制作所住所】東京都千代
田区一ツ橋2-5-10 【発行・制作者】陶山巌

7102 図書
【資料名】現代世界美術全集 17，シャガール 【シリーズ
名】現代世界美術全集

【著・作者】座右宝刊行会 【発行年月日】昭和45年11月25日
【発行・制作所】集英社 【発行・制作所住所】東京都千代
田区一ツ橋2-5-10 【発行・制作者】陶山巌

7103 図書
【資料名】現代世界美術全集 18，エルンスト・ミロ 【シ
リーズ名】現代世界美術全集

【著・作者】座右宝刊行会 【発行年月日】昭和46年11月25日
【発行・制作所】集英社 【発行・制作所住所】東京都千代
田区一ツ橋2-5-10 【発行・制作者】陶山巌

7104 図書
【資料名】現代世界美術全集 19，コロー・ミレー・クール
ベ 【シリーズ名】現代世界美術全集

【著・作者】座右宝刊行会 【発行年月日】昭和48年3月25日
【発行・制作所】集英社 【発行・制作所住所】東京都千代
田区一ツ橋2-5-10 【発行・制作者】陶山巌

7105 図書
【資料名】現代世界美術全集 20，ピサロ・シスレー・スー
ラ 【シリーズ名】現代世界美術全集

【著・作者】座右宝刊行会 【発行年月日】昭和48年1月25日
【発行・制作所】集英社 【発行・制作所住所】東京都千代
田区一ツ橋2-5-10 【発行・制作者】陶山巌

7106 図書
【資料名】現代世界美術全集 21，ムンク・カンディンス
キー 【シリーズ名】現代世界美術全集

【著・作者】座右宝刊行会 【発行年月日】昭和48年6月25日
【発行・制作所】集英社 【発行・制作所住所】東京都千代
田区一ツ橋2-5-10 【発行・制作者】陶山巌

7107 図書
【資料名】現代世界美術全集22，アンソール・マグリット
【シリーズ名】現代世界美術全集

【著・作者】座右宝刊行会 【発行年月日】昭和49年5月25日
【発行・制作所】集英社 【発行・制作所住所】東京都千代
田区一ツ橋2-5-10 【発行・制作者】陶山巌

7108 図書
【資料名】現代世界美術全集 23，ゴヤ 【シリーズ名】現
代世界美術全集

【著・作者】座右宝刊行会 【発行年月日】昭和48年9月25日
【発行・制作所】集英社 【発行・制作所住所】東京都千代
田区一ツ橋2-5-10 【発行・制作者】陶山巌

7109 図書
【資料名】現代世界美術全集 24，アングル・ドラクロワ
【シリーズ名】現代世界美術全集

【著・作者】座右宝刊行会 【発行年月日】昭和47年11月25日
【発行・制作所】集英社 【発行・制作所住所】東京都千代
田区一ツ橋2-5-10 【発行・制作者】陶山巌

7110 図書
【資料名】現代世界美術全集 25，ダリ 【シリーズ名】現
代世界美術全集

【著・作者】座右宝刊行会 【発行年月日】昭和49年9月10日
【発行・制作所】集英社 【発行・制作所住所】東京都千代
田区一ツ橋2-5-10 【発行・制作者】陶山巌

7142 図書
【資料名】現代日本の美術 10，児島善三郎・中川一政
【シリーズ名】現代日本の美術

【著・作者】座右宝刊行会 【発行年月日】昭和50年11月25日
【発行・制作所】集英社 【発行・制作所住所】東京都千代
田区一ツ橋2-5-10 【発行・制作者】陶山巌

7151 図書 【資料名】新明解 漢和辞典，第二版 【著・作者】長澤規矩也 【発行年月日】昭和49年4月10日
【発行・制作所】三省堂 【発行・制作所住所】東京都千代
田区三崎町二丁目二十二番十四号 【発行・制作者】三省堂

7154 図書 【資料名】日本國語大辞典 第五巻 【著・作者】日本大辞典刊行会 【発行年月日】昭和55年6月30日
【発行・制作所】小学館 【発行・制作所住所】東京都千代
田区一ツ橋二丁目三-一 【発行・制作者】相賀徹夫

7155 図書 【資料名】日本國語大辞典 第六巻 【著・作者】日本大辞典刊行会 【発行年月日】昭和55年8月20日
【発行・制作所】小学館 【発行・制作所住所】東京都千代
田区一ツ橋二丁目三-一 【発行・制作者】相賀徹夫

7156 図書 【資料名】日本國語大辞典 第七巻 【著・作者】日本大辞典刊行会 【発行年月日】昭和55年10月20日
【発行・制作所】小学館 【発行・制作所住所】東京都千代
田区一ツ橋二丁目三-一 【発行・制作者】相賀徹夫

7157 図書 【資料名】日本國語大辞典 第八巻 【著・作者】日本大辞典刊行会 【発行年月日】昭和55年12月20日
【発行・制作所】小学館 【発行・制作所住所】東京都千代
田区一ツ橋二丁目三-一 【発行・制作者】相賀徹夫

7158 図書 【資料名】日本國語大辞典 第九巻 【著・作者】日本大辞典刊行会 【発行年月日】昭和56年2月25日
【発行・制作所】小学館 【発行・制作所住所】東京都千代
田区一ツ橋二丁目三-一 【発行・制作者】相賀徹夫

7159 図書 【資料名】日本國語大辞典 第十巻 【著・作者】日本大辞典刊行会 【発行年月日】昭和56年4月25日
【発行・制作所】小学館 【発行・制作所住所】東京都千代
田区一ツ橋二丁目三-一 【発行・制作者】相賀徹夫

30969 図書 【資料名】荊棘の冠 【シリーズ名】講談社文芸文庫 【著・作者】里見トン
【発行・制作所】講談社 【発行・制作所住所】東京都文京
区音羽2-12-21

7164 図書 【資料名】人間らしく生きるために，新しき村について 【著・作者】武者小路実篤
【発行・制作所】新しき村 【発行・制作所住所】埼玉県入
間郡毛呂山町葛貫四二三

8520 図書 【資料名】青銅の基督 【シリーズ名】岩波文庫 【著・作者】長与善郎 【発行年月日】昭和2年12月5日
【発行・制作所】岩波書店 【発行・制作所住所】東京都千
代田区一ツ橋2-5-5 【発行・制作者】安江良介



8523 図書
【資料名】里見トン随筆集，岩波文庫 【シリーズ名】岩波
文庫

【著・作者】里見トン 【発行年月日】平成6年4月18日
【発行・制作所】岩波書店 【発行・制作所住所】東京都千
代田区一ツ橋2-5-5 【発行・制作者】安江良介

8529 図書
【資料名】近代作家研究叢書4 志賀直哉論 【シリーズ名】
近代作家研究叢書4

【著・作者】中村光夫
【発行年月日】平成4年9月25日 【発行年月日】昭和58年8
月25日

【発行・制作所】日本図書センター 【発行・制作所住所】
東京都文京区大塚3ー4ー13 【発行・制作者】高野義夫

8530 図書
【資料名】近代作家研究叢書10 有島武郎の芸術と生涯
【シリーズ名】近代作家研究叢書10

【著・作者】井東憲
【発行年月日】昭和60年4月10日 【発行年月日】昭和58年
9月25日

【発行・制作所】日本図書センター 【発行・制作所住所】
東京都文京区大塚3ー4ー13 【発行・制作者】高野義夫

8531 図書
【資料名】近代作家研究叢書37 志賀直哉研究 【シリーズ
名】近代作家研究叢書37

【著・作者】大正文学研究会
【発行年月日】平成4年9月25日 【発行年月日】昭和59年9
月25日

【発行・制作所】日本図書センター 【発行・制作所住所】
東京都文京区大塚3ー4ー13 【発行・制作者】高野義夫

8533 図書
【資料名】近代作家研究叢書100 志賀直哉ノオト 【シリー
ズ名】近代作家研究叢書100

【著・作者】石井庄司 【発行年月日】平成2年3月25日
【発行・制作所】日本図書センター 【発行・制作所住所】
東京都文京区大塚3ー4ー13 【発行・制作者】高野義夫

8535 図書
【資料名】近代作家研究叢書139 志賀さんの生活など 【シ
リーズ名】近代作家研究叢書139

【著・作者】瀧井孝作
【発行年月日】平成5年6月25日 【発行年月日】平成5年6月
25日

【発行・制作所】日本図書センター 【発行・制作所住所】
東京都文京区大塚3ー4ー13 【発行・制作者】高野義夫

8772 図書
【資料名】近代作家研究叢書112 志賀直哉対談日誌  増補新
編 【シリーズ名】近代作家研究叢書112

【著・作者】瀧井孝作
【発行年月日】平成4年10月25日 【発行年月日】平成4年
10月25日

【発行・制作所】日本図書センター 【発行・制作所住所】
東京都文京区大塚3ー4ー13 【発行・制作者】高野義夫

10569 図書 【資料名】大漢和辞典 巻一 【シリーズ名】大漢和辞典 【著・作者】諸橋轍次
【発行年月日】平成6年5月1日 【発行年月日】昭和30年11
月3日

【発行・制作所】大修館書店 【発行・制作所住所】東京都
千代田区神田錦町三ノ二四 【発行・制作者】鈴木荘夫

10570 図書 【資料名】大漢和辞典 巻二 【シリーズ名】大漢和辞典 【著・作者】諸橋轍次
【発行年月日】平成6年5月1日 【発行年月日】昭和31年5月
28日

【発行・制作所】大修館書店 【発行・制作所住所】東京都
千代田区神田錦町三ノ二四 【発行・制作者】鈴木荘夫

10571 図書 【資料名】大漢和辞典 巻三 【シリーズ名】大漢和辞典 【著・作者】諸橋轍次
【発行年月日】平成6年5月1日 【発行年月日】昭和31年10
月25日

【発行・制作所】大修館書店 【発行・制作所住所】東京都
千代田区神田錦町三ノ二四 【発行・制作者】鈴木荘夫

10572 図書 【資料名】大漢和辞典 巻四 【著・作者】諸橋轍次
【発行年月日】平成6年5月1日 【発行年月日】昭和32年3月
25日

【発行・制作所】大修館書店 【発行・制作所住所】東京都
千代田区神田錦町三ノ二四 【発行・制作者】鈴木荘夫

10573 図書 【資料名】大漢和辞典 巻五 【著・作者】諸橋轍次
【発行年月日】平成6年5月1日 【発行年月日】昭和32年8月
25日

【発行・制作所】大修館書店 【発行・制作所住所】東京都
千代田区神田錦町三ノ二四 【発行・制作者】鈴木荘夫

10574 図書 【資料名】大漢和辞典 巻六 【著・作者】諸橋轍次
【発行年月日】平成6年5月1日 【発行年月日】昭和32年12
月15日

【発行・制作所】大修館書店 【発行・制作所住所】東京都
千代田区神田錦町三ノ二四 【発行・制作者】鈴木荘夫

10575 図書 【資料名】大漢和辞典 巻七 【著・作者】諸橋轍次
【発行年月日】平成6年5月1日 【発行年月日】昭和33年4月
25日

【発行・制作所】大修館書店 【発行・制作所住所】東京都
千代田区神田錦町三ノ二四 【発行・制作者】鈴木荘夫

10576 図書 【資料名】大漢和辞典 巻八 【著・作者】諸橋轍次
【発行年月日】平成6年5月1日 【発行年月日】昭和33年8月
30日

【発行・制作所】大修館書店 【発行・制作所住所】東京都
千代田区神田錦町三ノ二四 【発行・制作者】鈴木荘夫

10577 図書 【資料名】大漢和辞典 巻九 【著・作者】諸橋轍次
【発行年月日】平成6年5月1日 【発行年月日】昭和33年12
月20日

【発行・制作所】大修館書店 【発行・制作所住所】東京都
千代田区神田錦町三ノ二四 【発行・制作者】鈴木荘夫

10578 図書 【資料名】大漢和辞典 巻十 【著・作者】諸橋轍次
【発行年月日】平成6年5月1日 【発行年月日】昭和34年4月
1日

【発行・制作所】大修館書店 【発行・制作所住所】東京都
千代田区神田錦町三ノ二四 【発行・制作者】鈴木荘夫

10579 図書 【資料名】大漢和辞典 巻十一 【著・作者】諸橋轍次
【発行年月日】平成6年5月1日 【発行年月日】昭和34年8月
30日

【発行・制作所】大修館書店 【発行・制作所住所】東京都
千代田区神田錦町三ノ二四 【発行・制作者】鈴木荘夫

10580 図書 【資料名】大漢和辞典 巻十二 【著・作者】諸橋轍次
【発行年月日】平成6年5月1日 【発行年月日】昭和34年12
月15日

【発行・制作所】大修館書店 【発行・制作所住所】東京都
千代田区神田錦町三ノ二四 【発行・制作者】鈴木荘夫

10581 図書 【資料名】大漢和辞典 索引 【著・作者】諸橋轍次
【発行年月日】平成6年5月1日 【発行年月日】昭和35年5月
25日

【発行・制作所】大修館書店 【発行・制作所住所】東京都
千代田区神田錦町三ノ二四 【発行・制作者】鈴木荘夫

10582 図書 【資料名】大漢和辞典 語彙索引 【著・作者】東洋学術研究所
【発行年月日】平成6年5月1日 【発行年月日】平成2年5月
10日

【発行・制作所】大修館書店 【発行・制作所住所】東京都
千代田区神田錦町三ノ二四 【発行・制作者】鈴木荘夫

10583 図書
【資料名】日本美術絵画全集 第一巻 可翁 明兆 【シリーズ
名】日本美術絵画全集

【著・作者】金沢弘
【発行年月日】昭和52年12月26日 【発行年月日】昭和52
年12月26日

【発行・制作所】集英社 【発行・制作所住所】東京都千代
田区一ツ橋二丁目五番一〇号 【発行・制作者】堀内末男

10584 図書
【資料名】日本美術絵画全集 第二巻 如拙 周文 【シリーズ
名】日本美術絵画全集

【著・作者】松下隆章
【発行年月日】昭和54年11月11日 【発行年月日】昭和54
年11月11日

【発行・制作所】集英社 【発行・制作所住所】東京都千代
田区一ツ橋二丁目五番一〇号 【発行・制作者】堀内末男

10585 図書
【資料名】日本美術絵画全集 第三巻 曽我蛇足 【シリーズ
名】日本美術絵画全集

【著・作者】源豊宗
【発行年月日】昭和55年6月25日 【発行年月日】昭和55年
6月25日

【発行・制作所】集英社 【発行・制作所住所】東京都千代
田区一ツ橋二丁目五番一〇号 【発行・制作者】堀内末男



10586 図書
【資料名】日本美術絵画全集 第四巻 雪舟 【シリーズ名】
日本美術絵画全集

【著・作者】中村渓男
【発行年月日】昭和51年10月25日 【発行年月日】昭和51
年10月25日

【発行・制作所】集英社 【発行・制作所住所】東京都千代
田区一ツ橋二丁目五番一〇号 【発行・制作者】堀内末男

10587 図書
【資料名】日本美術絵画全集 第五巻 土佐光信 【シリーズ
名】日本美術絵画全集

【著・作者】吉田友之
【発行年月日】昭和54年8月21日 【発行年月日】昭和54年
8月21日

【発行・制作所】集英社 【発行・制作所住所】東京都千代
田区一ツ橋二丁目五番一〇号 【発行・制作者】堀内末男

10588 図書
【資料名】日本美術絵画全集 第六巻 相阿弥 祥啓 【シリー
ズ名】日本美術絵画全集

【著・作者】衛藤駿
【発行年月日】昭和54年4月21日 【発行年月日】昭和54年
4月21日

【発行・制作所】集英社 【発行・制作所住所】東京都千代
田区一ツ橋二丁目五番一〇号 【発行・制作者】堀内末男

10589 図書
【資料名】日本美術絵画全集 第七巻狩野正信 元信 【シ
リーズ名】日本美術絵画全集

【著・作者】山岡泰造
【発行年月日】昭和53年8月25日 【発行年月日】昭和53年
8月25日

【発行・制作所】集英社 【発行・制作所住所】東京都千代
田区一ツ橋二丁目五番一〇号 【発行・制作者】堀内末男

10590 図書
【資料名】日本美術絵画全集 第八巻 雪村 【シリーズ名】
日本美術絵画全集

【著・作者】亀田孜
【発行年月日】昭和55年12月10日 【発行年月日】昭和55
年12月10日

【発行・制作所】集英社 【発行・制作所住所】東京都千代
田区一ツ橋二丁目五番一〇号 【発行・制作者】堀内末男

10591 図書
【資料名】日本美術絵画全集 第九巻 狩野永徳 光信 【シ
リーズ名】日本美術絵画全集

【著・作者】土居次義
【発行年月日】昭和53年12月25日 【発行年月日】昭和53
年12月25日

【発行・制作所】集英社 【発行・制作所住所】東京都千代
田区一ツ橋二丁目五番一〇号 【発行・制作者】堀内末男

10592 図書
【資料名】日本美術絵画全集 第十巻 長谷川等伯 【シリー
ズ名】日本美術絵画全集

【著・作者】中島純司
【発行年月日】昭和54年6月21日 【発行年月日】昭和54年
6月21日

【発行・制作所】集英社 【発行・制作所住所】東京都千代
田区一ツ橋二丁目五番一〇号 【発行・制作者】堀内末男

10593 図書
【資料名】日本美術絵画全集 第十一巻友松 等顔 【シリー
ズ名】日本美術絵画全集

【著・作者】河合正朝
【発行年月日】昭和53年2月25日 【発行年月日】昭和53年
2月25日

【発行・制作所】集英社 【発行・制作所住所】東京都千代
田区一ツ橋二丁目五番一〇号 【発行・制作者】堀内末男

10594 図書
【資料名】日本美術絵画全集 第十二巻 狩野山楽 山雪 【シ
リーズ名】日本美術絵画全集

【著・作者】土居次義
【発行年月日】昭和51年12月25日 【発行年月日】昭和51
年12月25日

【発行・制作所】集英社 【発行・制作所住所】東京都千代
田区一ツ橋二丁目五番一〇号 【発行・制作者】堀内末男

10595 図書
【資料名】日本美術絵画全集 第十三巻 岩佐又兵衛 【シ
リーズ名】日本美術絵画全集

【著・作者】辻惟雄
【発行年月日】昭和55年2月21日 【発行年月日】昭和55年
2月21日

【発行・制作所】集英社 【発行・制作所住所】東京都千代
田区一ツ橋二丁目五番一〇号 【発行・制作者】堀内末男

10596 図書
【資料名】日本美術絵画全集 第十四巻 俵屋宗達 【シリー
ズ名】日本美術絵画全集

【著・作者】源豊宗／橋本綾子
【発行年月日】昭和51年5月25日 【発行年月日】昭和51年
5月25日

【発行・制作所】集英社 【発行・制作所住所】東京都千代
田区一ツ橋二丁目五番一〇号 【発行・制作者】堀内末男

10597 図書
【資料名】日本美術絵画全集 第十五巻 狩野探幽 【シリー
ズ名】日本美術絵画全集

【著・作者】竹田恒夫
【発行年月日】昭和53年4月25日 【発行年月日】昭和53年
4月25日

【発行・制作所】集英社 【発行・制作所住所】東京都千代
田区一ツ橋二丁目五番一〇号 【発行・制作者】堀内末男

10598 図書
【資料名】日本美術絵画全集 第十六巻 守景 一蝶 【シリー
ズ名】日本美術絵画全集

【著・作者】小林忠／榊原悟
【発行年月日】昭和53年10月25日 【発行年月日】昭和53
年10月25日

【発行・制作所】集英社 【発行・制作所住所】東京都千代
田区一ツ橋二丁目五番一〇号 【発行・制作者】堀内末男

10599 図書
【資料名】日本美術絵画全集 第十七巻 尾形光琳 【シリー
ズ名】日本美術絵画全集

【著・作者】河野元昭
【発行年月日】昭和51年8月15日 【発行年月日】昭和51年
8月15日

【発行・制作所】集英社 【発行・制作所住所】東京都千代
田区一ツ橋二丁目五番一〇号 【発行・制作者】堀内末男

10600 図書
【資料名】日本美術絵画全集 第十八巻 池大雅 【シリーズ
名】日本美術絵画全集

【著・作者】鈴木進／佐々木丞平
【発行年月日】昭和54年2月24日 【発行年月日】昭和54年
2月24日

【発行・制作所】集英社 【発行・制作所住所】東京都千代
田区一ツ橋二丁目五番一〇号 【発行・制作者】堀内末男

10601 図書
【資料名】日本美術絵画全集 第十九巻 与謝蕪村 【シリー
ズ名】日本美術絵画全集

【著・作者】吉沢忠
【発行年月日】昭和55年4月30日 【発行年月日】昭和55年
4月30日

【発行・制作所】集英社 【発行・制作所住所】東京都千代
田区一ツ橋二丁目五番一〇号 【発行・制作者】堀内末男

10602 図書
【資料名】日本美術絵画全集 第二十巻 浦上玉堂 【シリー
ズ名】日本美術絵画全集

【著・作者】脇田秀太郎
【発行年月日】昭和53年6月24日 【発行年月日】昭和53年
6月24日

【発行・制作所】集英社 【発行・制作所住所】東京都千代
田区一ツ橋二丁目五番一〇号 【発行・制作者】堀内末男

10603 図書
【資料名】日本美術絵画全集 第二十一巻 木米 竹田 【シ
リーズ名】日本美術絵画全集

【著・作者】佐々木剛三
【発行年月日】昭和52年8月25日 【発行年月日】昭和52年
8月25日

【発行・制作所】集英社 【発行・制作所住所】東京都千代
田区一ツ橋二丁目五番一〇号 【発行・制作者】堀内末男

10604 図書
【資料名】日本美術絵画全集 第二十二巻 応挙 呉春 【シ
リーズ名】日本美術絵画全集

【著・作者】山川武
【発行年月日】昭和52年4月25日 【発行年月日】昭和52年
4月25日

【発行・制作所】集英社 【発行・制作所住所】東京都千代
田区一ツ橋二丁目五番一〇号 【発行・制作者】堀内末男

10605 図書
【資料名】日本美術絵画全集 第二十三巻 若冲 肅白 【シ
リーズ名】日本美術絵画全集

【著・作者】辻惟雄／ヒックマン，マニー／河野元昭
【発行年月日】昭和52年10月25日 【発行年月日】昭和52
年10月25日

【発行・制作所】集英社 【発行・制作所住所】東京都千代
田区一ツ橋二丁目五番一〇号 【発行・制作者】堀内末男

10606 図書
【資料名】日本美術絵画全集 第二十四巻 渡辺崋山 【シ
リーズ名】日本美術絵画全集

【著・作者】鈴木進／尾崎正明
【発行年月日】昭和52年6月25日 【発行年月日】昭和52年
6月25日

【発行・制作所】集英社 【発行・制作所住所】東京都千代
田区一ツ橋二丁目五番一〇号 【発行・制作者】堀内末男

10607 図書
【資料名】日本美術絵画全集 第二十五巻 司馬江漢 【シ
リーズ名】日本美術絵画全集

【著・作者】成瀬不二雄
【発行年月日】昭和52年2月25日 【発行年月日】昭和52年
2月25日

【発行・制作所】集英社 【発行・制作所住所】東京都千代
田区一ツ橋二丁目五番一〇号 【発行・制作者】堀内末男

10608 図書
【資料名】世界美術全集 1 ジオット 【シリーズ名】世界美
術全集

【著・作者】後藤茂樹
【発行年月日】昭和52年5月25日 【発行年月日】昭和52年
5月25日

【発行・制作所】集英社 【発行・制作所住所】東京都千代
田区一ツ橋2-5-10 【発行・制作者】堀内末男

10609 図書
【資料名】世界美術全集 2 ファン・アイク 【シリーズ名】
世界美術全集

【著・作者】後藤茂樹
【発行年月日】昭和53年7月31日 【発行年月日】昭和53年
7月31日

【発行・制作所】集英社 【発行・制作所住所】東京都千代
田区一ツ橋2-5-10 【発行・制作者】堀内末男



10610 図書
【資料名】世界美術全集 3 マザッチオ／マゾリーノ／ピエ
ロ・デルラ・フランチェスカ 【シリーズ名】世界美術全集

【著・作者】後藤茂樹
【発行年月日】昭和53年9月30日 【発行年月日】昭和53年
9月30日

【発行・制作所】集英社 【発行・制作所住所】東京都千代
田区一ツ橋2-5-10 【発行・制作者】堀内末男

10611 図書
【資料名】世界美術全集 4 ボッティチェルリ 【シリーズ
名】世界美術全集

【著・作者】後藤茂樹
【発行年月日】昭和51年7月24日 【発行年月日】昭和51年
7月24日

【発行・制作所】集英社 【発行・制作所住所】東京都千代
田区一ツ橋2-5-10 【発行・制作者】堀内末男

10612 図書
【資料名】世界美術全集 5 レオナルド・ダ・ヴィンチ 【シ
リーズ名】世界美術全集

【著・作者】後藤茂樹
【発行年月日】昭和52年7月30日 【発行年月日】昭和52年
7月30日

【発行・制作所】集英社 【発行・制作所住所】東京都千代
田区一ツ橋2-5-10 【発行・制作者】堀内末男

10613 図書
【資料名】世界美術全集 6 ミケランジェロ 【シリーズ名】
世界美術全集

【著・作者】後藤茂樹
【発行年月日】昭和50年11月25日 【発行年月日】昭和50
年11月25日

【発行・制作所】集英社 【発行・制作所住所】東京都千代
田区一ツ橋2-5-10 【発行・制作者】堀内末男

10614 図書
【資料名】世界美術全集 7 ラファエルロ 【シリーズ名】世
界美術全集

【著・作者】後藤茂樹
【発行年月日】昭和51年11月25日 【発行年月日】昭和51
年11月25日

【発行・制作所】集英社 【発行・制作所住所】東京都千代
田区一ツ橋2-5-10 【発行・制作者】堀内末男

10615 図書
【資料名】世界美術全集 8 ティツィアーノ 【シリーズ名】
世界美術全集

【著・作者】後藤茂樹
【発行年月日】昭和53年12月25日 【発行年月日】昭和53
年12月25日

【発行・制作所】集英社 【発行・制作所住所】東京都千代
田区一ツ橋2-5-10 【発行・制作者】堀内末男

10616 図書
【資料名】世界美術全集 9 デューラー 【シリーズ名】世界
美術全集

【著・作者】後藤茂樹
【発行年月日】昭和51年5月25日 【発行年月日】昭和51年
5月25日

【発行・制作所】集英社 【発行・制作所住所】東京都千代
田区一ツ橋2-5-10 【発行・制作者】堀内末男

10617 図書
【資料名】世界美術全集 10 ボス／ブッリューゲル 【シ
リーズ名】世界美術全集

【著・作者】後藤茂樹
【発行年月日】昭和53年3月25日 【発行年月日】昭和53年
3月25日

【発行・制作所】集英社 【発行・制作所住所】東京都千代
田区一ツ橋2-5-10 【発行・制作者】堀内末男

10618 図書
【資料名】世界美術全集 11 カラヴァッジオ 【シリーズ
名】世界美術全集

【著・作者】後藤茂樹
【発行年月日】昭和53年5月25日 【発行年月日】昭和53年
5月25日

【発行・制作所】集英社 【発行・制作所住所】東京都千代
田区一ツ橋2-5-10 【発行・制作者】堀内末男

10619 図書
【資料名】世界美術全集 12 ルーベンス 【シリーズ名】世
界美術全集

【著・作者】後藤茂樹
【発行年月日】昭和50年9月25日 【発行年月日】昭和50年
9月25日

【発行・制作所】集英社 【発行・制作所住所】東京都千代
田区一ツ橋2-5-10 【発行・制作者】堀内末男

10620 図書
【資料名】世界美術全集 13 レンブラント 【シリーズ名】
世界美術全集

【著・作者】後藤茂樹
【発行年月日】昭和52年9月30日 【発行年月日】昭和52年
9月30日

【発行・制作所】集英社 【発行・制作所住所】東京都千代
田区一ツ橋2-5-10 【発行・制作者】堀内末男

10621 図書
【資料名】世界美術全集 14 エル・グレコ 【シリーズ名】
世界美術全集

【著・作者】後藤茂樹
【発行年月日】昭和51年9月30日 【発行年月日】昭和51年
9月30日

【発行・制作所】集英社 【発行・制作所住所】東京都千代
田区一ツ橋2-5-10 【発行・制作者】堀内末男

10622 図書
【資料名】世界美術全集 15 ベラスケス 【シリーズ名】世
界美術全集

【著・作者】後藤茂樹
【発行年月日】昭和51年3月25日 【発行年月日】昭和51年
3月25日

【発行・制作所】集英社 【発行・制作所住所】東京都千代
田区一ツ橋2-5-10 【発行・制作者】堀内末男

10623 図書
【資料名】世界美術全集 16 プッサン 【シリーズ名】世界
美術全集

【著・作者】後藤茂樹
【発行年月日】昭和52年3月25日 【発行年月日】昭和52年
3月25日

【発行・制作所】集英社 【発行・制作所住所】東京都千代
田区一ツ橋2-5-10 【発行・制作者】堀内末男

10624 図書
【資料名】世界美術全集 17 ワトー 【シリーズ名】世界美
術全集

【著・作者】後藤茂樹
【発行年月日】昭和51年1月25日 【発行年月日】昭和51年
1月25日

【発行・制作所】集英社 【発行・制作所住所】東京都千代
田区一ツ橋2-5-10 【発行・制作者】堀内末男

10625 図書
【資料名】世界美術全集 18 ターナー 【シリーズ名】世界
美術全集

【著・作者】後藤茂樹
【発行年月日】昭和52年11月25日 【発行年月日】昭和52
年11月25日

【発行・制作所】集英社 【発行・制作所住所】東京都千代
田区一ツ橋2-5-10 【発行・制作者】堀内末男

10650 図書 【資料名】日本現代文学大事典/作品篇 【著・作者】三好行雄/竹盛天雄/吉田煕生/浅井清
【発行年月日】平成6年6月20日 【発行年月日】平成6年6月
20日

【発行・制作所】明治書院 【発行・制作所住所】東京都千
代田区神田錦町1-16 【発行・制作者】三樹譲

10651 図書 【資料名】日本現代文学大事典/人名・事項篇 【著・作者】三好行雄/竹盛天雄/吉田煕生/浅井清
【発行年月日】平成6年6月20日 【発行年月日】平成6年6月
20日

【発行・制作所】明治書院 【発行・制作所住所】東京都千
代田区神田錦町1-16 【発行・制作者】三樹譲

10658 図書 【資料名】江戸東京地名事典 【著・作者】本間信治
【発行年月日】平成6年1月30日 【発行年月日】平成6年1月
30日

【発行・制作所】新人物往来社 【発行・制作所住所】東京
都千代田区丸の内3-3-1 【発行・制作者】菅英志

10659 図書 【資料名】極楽とんぼ 他一篇 【シリーズ名】岩波文庫 【著・作者】里見トン
【発行年月日】平成5年12月16日 【発行年月日】平成5年
12月16日

【発行・制作所】岩波書店 【発行・制作所住所】東京都千
代田区一ツ橋2-5-5 【発行・制作者】安江良介

10661 図書 【資料名】夏目漱石の手紙 【著・作者】中島国彦/長島裕子
【発行年月日】平成6年4月20日 【発行年月日】平成6年4月
20日

【発行・制作所】大修館書店 【発行・制作所住所】東京都
千代田神田錦町3-24 【発行・制作者】鈴木莊夫

10665 図書
【資料名】大正デモクラシー 【シリーズ名】同時代ライブ
ラリー

【著・作者】松尾尊ヨシ（八の下に允）
【発行年月日】平成6年5月16日 【発行年月日】平成6年5月
16日

【発行・制作所】岩波書店 【発行・制作所住所】京都千代
田区一ツ橋2-5-5 【発行・制作者】安江良介

10671 図書 【資料名】大正作家論 【著・作者】中村眞一郎
【発行年月日】昭和52年2月16日 【発行年月日】昭和52年
2月16日

【発行・制作所】構想社 【発行・制作所住所】東京都千代
田区神田錦町三ノ六 【発行・制作者】坂本一亀

10762 図書 【資料名】東京風俗志 【著・作者】平出鏗二郎
【発行年月日】平成3年4月25日 【発行年月日】平成3年4月
25日

【発行・制作所】八坂書房 【発行・制作所住所】東京都千
代田区神田神保町1ー56 【発行・制作者】八坂安守



10764 図書 【資料名】ショージ君のコラムで一杯 【著・作者】東海林さだお
【発行年月日】平成6年10月15日 【発行年月日】昭和61年
2月25日

【発行・制作所】文藝春秋社 【発行・制作所住所】東京都
千代田区紀尾井町3ー23 【発行・制作者】堤尭

10766 図書 【資料名】宣言 【シリーズ名】岩波文庫 【著・作者】有島武郎
【発行年月日】平成6年11月16日 【発行年月日】昭和9年7
月30日

【発行・制作所】岩波書店 【発行・制作所住所】東京都千
代田区一ツ橋2ー5ー5 【発行・制作者】安江良介

10768 図書 【資料名】民藝四十年 【シリーズ名】ワイド版岩波文庫 【著・作者】柳宗悦
【発行年月日】平成7年1月17日 【発行年月日】平成7年1月
17日

【発行・制作所】岩波書店 【発行・制作所住所】東京都千
代田区一ツ橋2ー5ー5 【発行・制作者】安江良介

10770 図書 【資料名】回想中川一政 【著・作者】山田幸男 【発行年月日】平成5年11月16日
【発行・制作所】沖積舎 【発行・制作所住所】東京都千代
田区神田神保町一ー五二 【発行・制作者】沖山隆久

10772 図書
【資料名】100年前の日本文化 オーストリア芸術史家の見
た明治中期の日本

【著・作者】フィッシャー，アドルフ*
【発行年月日】平成6年6月25日 【発行年月日】平成6年6月
25日

【発行・制作所】中央公論社 【発行・制作所住所】東京都
中央区京橋2-8-7 【発行・制作者】嶋中行雄

10778 図書 【資料名】夏爐冬扇 中川一政論・集成 【著・作者】「夏爐冬扇」刊行会 【発行年月日】平成5年11月30日
【発行・制作所】沖積舎 【発行・制作所住所】東京都千代
田区神田神保町一ー五二 【発行・制作者】沖山隆久

10779 図書 【資料名】芸術家の肖像 【著・作者】片山攝三（撮影） 【発行年月日】平成6年12月10日
【発行・制作所】中央公論美術出版 【発行・制作所住所】
東京都中央区京橋二丁目八ノ七

10823 図書 【資料名】多情仏心 【シリーズ名】新潮文庫 【著・作者】里見トン
【発行年月日】平成6年9月25日 【発行年月日】昭和23年8
月30日

【発行・制作所】新潮社 【発行・制作所住所】東京都新宿
区矢来町七一 【発行・制作者】佐藤亮一

10825 図書
【資料名】作家の自伝 7 武者小路実篤 【シリーズ名】作家
の自伝 7

【著・作者】武者小路実篤
【発行年月日】平成6年10月25日 【発行年月日】平成6年
10月25日

【発行・制作所】日本図書センター 【発行・制作所住所】
東京都文京区大塚3ー4ー13 【発行・制作者】高野義夫

10830 図書 【資料名】柳宗悦民藝紀行 【シリーズ名】岩波文庫 【著・作者】水尾比呂志
【発行年月日】平成7年2月16日 【発行年月日】昭和61年
10月16日

【発行・制作所】岩波書店 【発行・制作所住所】東京都千
代田区神田一ツ橋2ー5ー5 【発行・制作者】安江良介

10831 図書
【資料名】大津順吉・和解・ある男、その姉の死 【シリー
ズ名】岩波文庫

【著・作者】志賀直哉
【発行年月日】平成7年2月16日 【発行年月日】昭和35年3
月5日

【発行・制作所】岩波書店 【発行・制作所住所】東京都千
代田区神田一ツ橋2ー5ー5 【発行・制作者】安江良介

11442 図書 【資料名】武者小路実篤九十年 年譜風略伝 【著・作者】渡辺寛二
【発行年月日】平成7年4月9日 【発行年月日】平成7年4月9
日

【発行・制作所】（財）新しき村 【発行・制作所住所】埼
玉県入間郡毛呂山葛貫四二三

11578 図書 【資料名】西洋絵画作品名辞典 【著・作者】黒江光彦
【発行年月日】平成6年5月1日 【発行年月日】平成6年5月1
日

【発行・制作所】三省堂 【発行・制作所住所】東京都千代
田区三崎町二丁目22番14号 【発行・制作者】守屋眞明

11579 図書 【資料名】作家の肖像 【著・作者】小田切進
【発行・制作所】永田書房 【発行・制作所住所】東京都目
黒区鷹番三ー七ー一三 【発行・制作者】1991/10/28

11580 図書 【資料名】評伝 柳宗悦 【著・作者】水尾比呂志
【発行年月日】平成4年5月15日 【発行年月日】平成4年5月
15日

【発行・制作所】筑摩書房 【発行・制作所住所】東京都台
東区蔵前二ー六ー四 【発行・制作者】関根栄郷

11581 図書 【資料名】近代日本の批評 明治・大正篇 【著・作者】柄谷行人
【発行年月日】平成4年1月15日 【発行年月日】平成4年1月
15日

【発行・制作所】福武書店 【発行・制作所住所】東京都千
代田区九段南二ー三ー二八

11583 図書 【資料名】秋日和 彼岸花 【著・作者】里見トン
【発行年月日】平成7年1月20日 【発行年月日】平成7年1月
20日

【発行・制作所】夏目書房 【発行・制作所住所】東京都文
京区小石川5ー19ー25 【発行・制作者】夏目純

11584 図書 【資料名】日本文学史 【シリーズ名】中公新書 【著・作者】奥野健男
【発行年月日】平成7年3月30日 【発行年月日】昭和45年3
月25日

【発行・制作所】中央公論社 【発行・制作所住所】東京都
中央区京橋2ー8ー7 【発行・制作者】嶋中行雄

11585 図書 【資料名】日本の名作 【シリーズ名】中公新書 【著・作者】小田切進
【発行年月日】平成7年3月30日 【発行年月日】昭和49年2
月25日

【発行・制作所】中央公論社 【発行・制作所住所】東京都
中央区京橋2ー8ー7 【発行・制作者】嶋中行雄

11586 図書 【資料名】若き日の思い出 【シリーズ名】新潮文庫 【著・作者】武者小路実篤
【発行年月日】平成6年10月25日 【発行年月日】昭和32年
9月15日

【発行・制作所】新潮社 【発行・制作所住所】東京都新宿
区矢来町七一 【発行・制作者】佐藤亮一

11626 図書
【資料名】小さな忘れものー武者小路実篤先生のことな
どー

【著・作者】野口達雄 【発行年月日】昭和62年1月13日
【発行・制作所】武蔵野書房 【発行・制作所住所】東京都
国分寺市東恋ケ窪二ー一四ー三 【発行・制作者】福田信夫

11729 図書 【資料名】棲梧寶嶽老師讚 【著・作者】宮崎次一 【発行年月日】平成6年3月15日
【発行・制作所】皆美社 【発行・制作所住所】東京都千代
田区神田神保町二ノ十一 【発行・制作者】宮崎次一

12041 図書 【資料名】武者小路実篤の著作 【著・作者】渡辺貫二
【発行年月日】平成7年11月14日 【発行年月日】平成7年
11月14日

【発行・制作所】新しき村 【発行・制作所住所】埼玉県入
間郡毛呂山葛貫四二三

12046 図書 【資料名】武者小路実篤の自画像 スケッチ帖より 【著・作者】渡辺貫二
【発行年月日】平成7年11月14日 【発行年月日】平成7年
11月14日

【発行・制作所】新しき村 【発行・制作所住所】埼玉県入
間郡毛呂山葛貫四二三



12298 図書 【資料名】柳宗悦 【シリーズ名】平凡社ライブラリー 【著・作者】鶴見俊輔
【発行年月日】平成6年9月15日 【発行年月日】平成6年9月
15日

【発行・制作所】平凡社 【発行・制作所住所】東京都目黒
区碑文谷5ー16ー19 【発行・制作者】下中弘

12300 図書 【資料名】志賀直哉隨筆集 【シリーズ名】岩波文庫 【著・作者】高橋英夫
【発行年月日】平成7年10月16日 【発行年月日】平成7年
10月16日

【発行・制作所】岩波書店 【発行・制作所住所】東京都千
代田区一ツ橋2ー5ー5 【発行・制作者】安江良介

12308 図書 【資料名】消えた日本語辞典 続 戦中・戦後編 【著・作者】奥山益朗
【発行年月日】平成7年4月25日 【発行年月日】平成7年4月
25日

【発行・制作所】東京堂 【発行・制作所住所】東京都千代
田区神田錦町三ノ七 【発行・制作者】大橋信夫

12309 図書 【資料名】土門拳の昭和 ［1］ 風貌 【著・作者】土門拳
【発行年月日】平成7年7月20日 【発行年月日】平成7年7月
20日

【発行・制作所】小学館 【発行・制作所住所】東京都千代
田区一ツ橋一ー三ー一 【発行・制作者】岡田衛

12317 図書
【資料名】日本近代文学研叢 近代評論の構造 【シリーズ
名】日本近代文学研叢

【著・作者】谷沢永一
【発行年月日】平成7年7月20日 【発行年月日】平成7年7月
20日

【発行・制作所】和泉書院 【発行・制作所住所】大阪市天
王寺区上汐五ー三ー八 【発行・制作者】廣橋研三

12348 図書 【資料名】忘れ得ぬ人びと 【著・作者】奥平英雄 【発行年月日】平成5年12月10日
【発行・制作所】瑠璃書房 【発行・制作所住所】東京都新
宿区余丁町10ー12ハウス関原 【発行・制作者】松尾早苗

16090 図書
【資料名】志賀直哉全集 第九巻 【シリーズ名】志賀直哉全
集

【著・作者】志賀直哉
【発行年月日】平成11年8月6日 【発行年月日】平成11年8
月6日

【発行・制作所】岩波書店 【発行・制作所住所】東京都千
代田区一ツ橋二ー五ー五 【発行・制作者】大塚信一

16091 図書
【資料名】志賀直哉全集 第十巻 【シリーズ名】志賀直哉全
集

【著・作者】志賀直哉
【発行年月日】平成11年9月7日 【発行年月日】平成11年9
月7日

【発行・制作所】岩波書店 【発行・制作所住所】東京都千
代田区一ツ橋二ー五ー五 【発行・制作者】大塚信一

16092 図書
【資料名】志賀直哉全集 第十一巻 【シリーズ名】志賀直哉
全集

【著・作者】志賀直哉
【発行年月日】平成11年11月8日 【発行年月日】平成11年
11月8日

【発行・制作所】岩波書店 【発行・制作所住所】東京都千
代田区一ツ橋二ー五ー五 【発行・制作者】大塚信一

16093 図書
【資料名】志賀直哉全集 第十二巻 【シリーズ名】志賀直哉
全集

【著・作者】志賀直哉
【発行年月日】平成11年12月7日 【発行年月日】平成11年
12月7日

【発行・制作所】岩波書店 【発行・制作所住所】東京都千
代田区一ツ橋二ー五ー五 【発行・制作者】大塚信一

16094 図書
【資料名】志賀直哉全集 第十三巻 【シリーズ名】志賀直哉
全集

【著・作者】志賀直哉
【発行年月日】平成12年2月7日 【発行年月日】平成12年2
月7日

【発行・制作所】岩波書店 【発行・制作所住所】東京都千
代田区一ツ橋二ー五ー五 【発行・制作者】大塚信一

16095 図書
【資料名】志賀直哉全集 第十四巻 【シリーズ名】志賀直哉
全集

【著・作者】志賀直哉
【発行年月日】平成12年3月7日 【発行年月日】平成12年3
月7日

【発行・制作所】岩波書店 【発行・制作所住所】東京都千
代田区一ツ橋二ー五ー五 【発行・制作者】大塚信一

16096 図書
【資料名】志賀直哉全集 第十五巻 【シリーズ名】志賀直哉
全集

【著・作者】志賀直哉
【発行年月日】平成12年4月19日 【発行年月日】平成12年
4月19日

【発行・制作所】岩波書店 【発行・制作所住所】東京都千
代田区一ツ橋二ー五ー五 【発行・制作者】大塚信一

16097 図書
【資料名】志賀直哉全集 第十七巻 【シリーズ名】志賀直哉
全集

【著・作者】志賀直哉
【発行年月日】平成12年7月7日 【発行年月日】平成12年7
月7日

【発行・制作所】岩波書店 【発行・制作所住所】東京都千
代田区一ツ橋二ー五ー五 【発行・制作者】大塚信一

16417 図書 【資料名】大漢和辞典 補完 【著・作者】鎌田正／米山寅太郎
【発行年月日】平成12年4月10日 【発行年月日】平成12年
4月10日

【発行・制作所】大修館書店 【発行・制作所住所】東京都
千代田区神田錦町三ノ二四 【発行・制作者】鈴木荘夫

16425 図書 【資料名】摘録 劉生日記 【シリーズ名】岩波文庫 【著・作者】岸田劉生 【発行年月日】1998年1月16日
【発行・制作所】岩波書店 【発行・制作所住所】東京都千
代田区一ツ橋2-5-5 【発行・制作者】大塚信一

16427 図書
【資料名】小さき者へ・生れいずる悩み 【シリーズ名】岩
波文庫

【著・作者】有島武郎
【発行年月日】平成11年9月16日 【発行年月日】昭和15年
3月26日

【発行・制作所】岩波書店 【発行・制作所住所】東京都千
代田区一ツ橋2-5-5 【発行・制作者】大塚信一

16433 図書
【資料名】日本近代文學資料叢書［第1期］文学者の日記5
長与善郎 生田長江 生田春月 【シリーズ名】日本近代文學
資料叢書

【著・作者】長与善郎／生田長江／生田春月
【発行年月日】平成11年5月12日 【発行年月日】平成11年
5月12日

【発行・制作所】博文館新社 【発行・制作所住所】東京都
文京区小石川2-14-6

16447 図書 【資料名】日本文芸の潮流 菊田茂男教授退官記念 【著・作者】東北大学文学部国文学研究室 【発行年月日】平成6年1月10日
【発行・制作所】おうふう（桜楓社） 【発行・制作所住
所】東京都千代田区猿楽町二ー二ー六 【発行・制作者】飛
鳥勝幸

16464 図書 【資料名】木下利玄全歌集 【シリーズ名】岩波文庫 【著・作者】五島茂
【発行年月日】平成12年2月21日 【発行年月日】昭和32年
8月25日

【発行・制作所】岩波書店 【発行・制作所住所】東京都千
代田区一ツ橋2-5-5 【発行・制作者】大塚信一

16483 図書 【資料名】武者小路実篤の作品 【著・作者】渡辺貫二
【発行年月日】平成12年11月14日 【発行年月日】平成12
年11月14日

【発行・制作所】財団法人新しき村 【発行・制作所住所】
埼玉県入間郡毛呂山町葛貫423

16489 図書
【資料名】柳宗悦・民藝・社会理論 ーカルチュラル・スタ
ディーズの試み

【著・作者】竹中均
【発行年月日】平成11年9月10日 【発行年月日】平成11年
9月10日

【発行・制作所】明石書店 【発行・制作所住所】東京都文
京区湯島2ー14ー11 【発行・制作者】石井昭男

16491 図書
【資料名】作家の自伝 63 有島武郎 【シリーズ名】作家の
自伝 63

【著・作者】有島武郎
【発行年月日】平成10年4月25日 【発行年月日】平成10年
4月25日

【発行・制作所】日本図書センター 【発行・制作所住所】
東京都文京区大塚三ー四ー一三 【発行・制作者】高野義夫



16493 図書 【資料名】有島武郎とキリスト教 並びにその周辺 【著・作者】川 鎮郎
【発行年月日】平成10年4月15日 【発行年月日】平成10年
4月15日

【発行・制作所】笠間書院 【発行・制作所住所】東京都千
代田区猿楽町2ー2ー5 【発行・制作者】池田つや子

16495 図書
【資料名】生まれ出づる悩み 【シリーズ名】日本の文学
12

【著・作者】有島武郎 【発行年月日】2000年11月ー日 【発行年月日】1975-10-**
【発行・制作所】金の星社 【発行・制作所住所】東京都台
東区小島1丁目4ー3

16497 図書 【資料名】岸田劉生ー美と生の本体 【著・作者】瀬木慎一
【発行年月日】平成10年2月1日 【発行年月日】平成10年2
月1日

【発行・制作所】東京四季出版 【発行・制作所住所】東京
都新宿区片町一ー一パレクスタル四〇二 【発行・制作者】
松尾正光

16499 図書 【資料名】岸田劉生 内なる美ー在るということの神秘 【著・作者】岸田劉生
【発行年月日】平成9年6月20日 【発行年月日】平成9年6月
20日

【発行・制作所】二玄社 【発行・制作所住所】東京都千代
田区神田神保町2ー2 【発行・制作者】渡邊隆男

16501 図書
【資料名】近代日本キリスト教文学全集 6 有島武郎／志賀
直哉／長与善郎 【シリーズ名】近代日本キリスト教文学全
集

【著・作者】有島武郎／志賀直哉／長与善郎
【発行年月日】昭和51年9月20日 【発行年月日】昭和51年
9月20日

【発行・制作所】教文館 【発行・制作所住所】東京都中央
区銀座四ー五ー一 【発行・制作者】武藤富男

16503 図書
【資料名】近代日本キリスト教文学全集 7 武者小路実篤／
賀川豊彦 【シリーズ名】近代日本キリスト教文学全集

【著・作者】武者小路実篤／賀川豊彦
【発行年月日】昭和52年3月20日 【発行年月日】昭和52年
3月20日

【発行・制作所】教文館 【発行・制作所住所】東京都中央
区銀座四ー五ー一 【発行・制作者】武藤富男

16505 図書 【資料名】中川一政文選 【シリーズ名】筑摩文庫 【著・作者】中川一政
【発行年月日】平成10年9月24日 【発行年月日】平成10年
9月24日

【発行・制作所】筑摩書房 【発行・制作所住所】東京都台
東区蔵前二ー五ー三 【発行・制作者】柏原成光

16506 図書 【資料名】編年体大正文学全集 第一巻大正元年 【著・作者】中島国彦
【発行年月日】平成12年5月25日 【発行年月日】平成12年
5月25日

【発行・制作所】株式会社ゆまに書房 【発行・制作所住
所】東京都千代田区内神田2-7-6 【発行・制作者】荒井秀夫

16507 図書 【資料名】編年体大正文学全集 第二巻大正二年 【著・作者】竹盛天雄
【発行年月日】平成12年7月25日 【発行年月日】平成12年
7月25日

【発行・制作所】株式会社ゆまに書房 【発行・制作所住
所】東京都千代田区内神田2-7-6 【発行・制作者】荒井秀夫

16508 図書 【資料名】編年体大正文学全集 第三巻大正三年 【著・作者】池内輝雄
【発行年月日】平成12年9月25日 【発行年月日】平成12年
9月25日

【発行・制作所】株式会社ゆまに書房 【発行・制作所住
所】東京都千代田区内神田2-7-6 【発行・制作者】荒井秀夫

16509 図書 【資料名】編年体大正文学全集 第五巻大正五年 【著・作者】海老名英次
【発行年月日】平成12年11月25日 【発行年月日】平成12
年11月25日

【発行・制作所】株式会社ゆまに書房 【発行・制作所住
所】東京都千代田区内神田2-7-6 【発行・制作者】荒井秀夫

16521 図書 【資料名】手仕事の日本 【著・作者】柳宗悦
【発行年月日】平成12年3月20日 【発行年月日】平成12年
3月20日

【発行・制作所】小学館 【発行・制作所住所】千代田区一
ツ橋2ー3ー1 【発行・制作者】山本章

16526 図書
【資料名】志賀直哉全集 第十八巻 【シリーズ名】志賀直哉
全集

【著・作者】志賀直哉 【発行年月日】2000年8月7日
【発行・制作所】岩波書店 【発行・制作所住所】東京都千
代田区一ツ橋二ー五ー五 【発行・制作者】大塚信一

16527 図書
【資料名】志賀直哉全集 第十九巻 【シリーズ名】志賀直哉
全集

【著・作者】志賀直哉
【発行年月日】平成12年9月19日 【発行年月日】平成12年
9月19日

【発行・制作所】岩波書店 【発行・制作所住所】東京都千
代田区一ツ橋2-5-5 【発行・制作者】大塚信一

16528 図書
【資料名】志賀直哉全集 第二十巻 【シリーズ名】志賀直哉
全集

【著・作者】志賀直哉
【発行年月日】2000年月日 【発行年月日】平成12年9月19
日

【発行・制作所】岩波書店 【発行・制作所住所】東京都千
代田区一ツ橋2-5-5 【発行・制作者】大塚信一

16529 図書
【資料名】志賀直哉全集 第二十一巻 【シリーズ名】志賀直
哉全集

【著・作者】志賀直哉
【発行年月日】平成12年11月20日 【発行年月日】平成12
年11月20日

【発行・制作所】岩波書店 【発行・制作所住所】東京都千
代田区一ツ橋2-5-5 【発行・制作者】大塚信一

16692 図書 【資料名】明治・大正家庭史年表 【著・作者】下川耿史
【発行年月日】平成12年3月30日 【発行年月日】平成12年
3月30日

【発行・制作所】河出書房新社 【発行・制作所住所】東京
都渋谷区千駄ケ谷2ー32ー2 【発行・制作者】若森繁男

16712 図書 【資料名】画をかく喜び 見る喜び 【著・作者】武者小路実篤 【発行年月日】平成13年3月14日
【発行・制作所】大調和会 【発行・制作所住所】東京都大
田区鵜の木一ノ五ノ一二 【発行・制作者】三浦俊輔

16730 図書 【資料名】世界の万年筆 【著・作者】中園宏 【発行年月日】平成13年2月15日
【発行・制作所】里文出版 【発行・制作所住所】東京都新
宿区新宿二ー三ー一〇 【発行・制作者】安藤秀幸

16796 図書 【資料名】三鷹文学散歩 【著・作者】三鷹市立図書館
【発行年月日】平成2年10月10日 【発行年月日】平成2年3
月30日

【発行・制作所】三鷹市立図書館 【発行・制作所住所】三
鷹市上連雀八ー三ー三

16838 図書
【資料名】琉球の陶器 復刻版 【シリーズ名】沖縄学古典叢
書

【著・作者】柳 宗悦
【発行年月日】平成7年6月4日 【発行年月日】昭和17年11
月20日

【発行・制作所】榕樹社 【発行・制作所住所】沖縄県宜野
湾市長田38-3緑林堂書店内 【発行・制作者】武石和実

16847 図書 【資料名】戦後短編小説選 1 【著・作者】岩波書店編集部 【発行年月日】2000年1月17日
【発行・制作所】岩波書店 【発行・制作所住所】東京都千
代田区一ツ橋2-5-5 【発行・制作者】大塚信一

16858 図書 【資料名】「戦争と平和」戯曲全集 第2巻
【著・作者】藤木宏幸 【著・作者】源五郎 【著・作者】今
村忠純

【発行年月日】平成10年9月25日 【発行年月日】平成10年
9月25日

【発行・制作所】日本図書センター 【発行・制作所住所】
東京都文京区大塚3-8-3 【発行・制作者】高野義夫



16860 図書 【資料名】小林多喜二とその周圏 【著・作者】小笠原克 【発行年月日】1998年10月22日
【発行・制作所】翰林書房 【発行・制作所住所】東京都千
代田区神田神保町一ー四六 【発行・制作者】今井肇

16861 図書 【資料名】編年体 大正文学全集 第四巻 大正四年
【著・作者】十川信介 【著・作者】豊島与志雄(著者代表)
他

【発行年月日】2001年1月25日
【発行・制作所】ゆまに書房 【発行・制作所住所】東京都
千代田区内神田二ー七ー六 【発行・制作者】荒川秀夫

16862 図書 【資料名】編年体 大正文学全集 第六巻 大正六年
【著・作者】藤井淑禎 【著・作者】広津和郎（著者代表）
他

【発行年月日】2001年3月25日
【発行・制作所】ゆまに書房 【発行・制作所住所】東京都
千代田区内神田二ー七ー六 【発行・制作者】荒川秀夫

16863 図書 【資料名】編年体 大正文学全集 第七巻 大正七年
【著・作者】紅野敏郎 【著・作者】佐藤春夫（著者代表）
他

【発行年月日】2001年5月25日
【発行・制作所】ゆまに書房 【発行・制作所住所】東京都
千代田区内神田二ー七ー六 【発行・制作者】荒川秀夫

16864 図書 【資料名】編年体 大正文学全集 第八巻 大正八年 【著・作者】紅野謙介 【著・作者】谷崎潤一郎(著者代表) 【発行年月日】2001年8月10日
【発行・制作所】ゆまに書房 【発行・制作所住所】東京都
千代田区内神田二ー七ー六

16870 図書
【資料名】鶴見俊輔集・続ー4 柳宗悦・竹内好 【シリーズ
名】鶴見俊輔集・続ー4

【著・作者】鶴見俊輔 【発行年月日】2001年3月25日
【発行・制作所】筑摩書房 【発行・制作所住所】東京都台
東区蔵前二ー五ー三 【発行・制作者】菊池明郎

16880 図書 【資料名】詩の本3 ひとりで読もう 【著・作者】中村稔 【発行年月日】2001年3月23日
【発行・制作所】岩波書店 【発行・制作所住所】東京都千
代田区一ツ橋2-5-5 【発行・制作者】大塚信一

16882 図書 【資料名】道元禅師の話 【シリーズ名】岩波文庫 【著・作者】里見トン 【発行年月日】2000年10月25日
【発行・制作所】岩波書店 【発行・制作所住所】東京都千
代田区一ツ橋2-5-5 【発行・制作者】大塚信一

16910 図書
【資料名】志賀直哉全集 第十六巻 【シリーズ名】志賀直哉
全集

【著・作者】志賀直哉 【発行年月日】2001年2月26日
【発行・制作所】岩波書店 【発行・制作所住所】東京都千
代田区一ツ橋二ー五ー五 【発行・制作者】大塚信一

16911 図書
【資料名】志賀直哉全集 第二十二巻 【シリーズ名】志賀直
哉全集

【著・作者】志賀直哉 【発行年月日】2001年3月29日
【発行・制作所】岩波書店 【発行・制作所住所】東京都千
代田区一ツ橋二ー五ー五 【発行・制作者】大塚信一

16959 図書 【資料名】文士の逸品 【著・作者】矢島裕紀彦／高橋昌嗣 【発行年月日】2001年9月4日
【発行・制作所】文春ネスコ 【発行・制作所住所】東京都
千代田区紀尾井町3-23 文藝春秋内 【発行・制作者】菊池夏
樹

16964 図書
【資料名】志賀直哉全集 補巻三 【シリーズ名】志賀直哉全
集

【著・作者】志賀直哉 【発行年月日】2001年10月5日
【発行・制作所】岩波書店 【発行・制作所住所】東京都千
代田区一ツ橋二ー五ー五 【発行・制作者】大塚信一

17005 図書
【資料名】志賀直哉全集 補巻一 【シリーズ名】志賀直哉全
集

【著・作者】志賀直哉 【発行年月日】2001年11月5日
【発行・制作所】岩波書店 【発行・制作所住所】東京都千
代田区一ツ橋二ー五ー五 【発行・制作者】大塚信一

17025 図書
【資料名】志賀直哉全集 補巻二 【シリーズ名】志賀直哉全
集

【著・作者】志賀直哉 【発行年月日】2001年12月5日
【発行・制作所】岩波書店 【発行・制作所住所】東京都千
代田区一ツ橋2ー5ー5 【発行・制作者】大塚信一

17086 図書
【資料名】本よみの虫干しー日本の近代文学再読ー 【シ
リーズ名】岩波新書

【著・作者】関川夏央
【発行年月日】平成13年10月20日 【発行年月日】平成13
年10月20日

【発行・制作所】岩波書店 【発行・制作所住所】東京都千
代田区一ツ橋2-5-5 【発行・制作者】大塚信一

17113 図書
【資料名】志賀直哉全集 補巻 四 【シリーズ名】志賀直哉
全集 補巻 四

【著・作者】志賀直哉 【発行年月日】2001年1月7日
【発行・制作所】岩波書店 【発行・制作所住所】東京都千
代田区一ツ橋二ー五ー五 【発行・制作者】大塚信一

17114 図書
【資料名】志賀直哉全集 補巻 五 【シリーズ名】志賀直哉
全集 補巻 五

【著・作者】志賀直哉 【発行年月日】2001年2月5日
【発行・制作所】岩波書店 【発行・制作所住所】東京都千
代田区一ツ橋二ー五ー五 【発行・制作者】大塚信一

17115 図書
【資料名】志賀直哉全集 補巻 六 【シリーズ名】志賀直哉
全集 補巻 六

【著・作者】志賀直哉 【発行年月日】2001年3月5日
【発行・制作所】岩波書店 【発行・制作所住所】東京都千
代田区一ツ橋二ー五ー五 【発行・制作者】大塚信一

20901 図書 【資料名】有島武郎の詩と詩論 【著・作者】宮野光男 【発行年月日】2002年6月29日
【発行・制作所】朝文社 【発行・制作所住所】東京都文京
区本郷三ー一五ー六 【発行・制作者】渡部純子

20907 図書
【資料名】暗夜行路 後編 上 【シリーズ名】大活字本シ
リーズ

【著・作者】志賀直哉 【発行年月日】2002年5月10日
【発行・制作所】社会福祉法人 埼玉福祉会 【発行・制作所
住所】埼玉県新座市堀ノ内 【発行・制作者】並木則康

20909 図書
【資料名】暗夜行路 後編 下 【シリーズ名】大活字本シ
リーズ

【著・作者】志賀直哉 【発行年月日】2002年5月10日
【発行・制作所】社会福祉法人 埼玉福祉会 【発行・制作所
住所】埼玉県新座市堀ノ内 【発行・制作者】並木則康

20910 図書 【資料名】日本の近代美術 1 油彩画の開拓者 【著・作者】青木茂／酒井忠康 【発行年月日】1993年3月15日
【発行・制作所】大月書店 【発行・制作所住所】東京都文
京区本郷2-11-9 【発行・制作者】平 智亨

20911 図書 【資料名】日本の近代美術 2 日本画の誕生 【著・作者】青木茂／酒井忠康 【発行年月日】1993年6月9日
【発行・制作所】大月書店 【発行・制作所住所】東京都文
京区本郷2-11-9 【発行・制作者】平 智亨



20912 図書 【資料名】日本の近代美術 3 明治の洋画家たち 【著・作者】青木茂／酒井忠康 【発行年月日】1993年7月15日
【発行・制作所】大月書店 【発行・制作所住所】東京都文
京区本郷2-11-9 【発行・制作者】平 智亨

20913 図書 【資料名】日本の近代美術 4 新思潮の開花 明治から大正へ 【著・作者】青木茂／酒井忠康 【発行年月日】1993年8月26日
【発行・制作所】大月書店 【発行・制作所住所】東京都文
京区本郷2-11-9 【発行・制作者】平 智亨

20914 図書 【資料名】日本の近代美術 5 京都の日本画 【著・作者】青木茂／酒井忠康 【発行年月日】1994年3月18日
【発行・制作所】大月書店 【発行・制作所住所】東京都文
京区本郷2-11-9 【発行・制作者】平 智亨

20915 図書
【資料名】日本の近代美術 6 大正・昭和の日本画 東京を中
心に

【著・作者】青木茂／酒井忠康 【発行年月日】1994年4月11日
【発行・制作所】大月書店 【発行・制作所住所】東京都文
京区本郷2-11-9 【発行・制作者】平 智亨

20916 図書 【資料名】日本の近代美術 7 前衛芸術の実験 【著・作者】青木茂／酒井忠康 【発行年月日】1993年5月13日
【発行・制作所】大月書店 【発行・制作所住所】東京都文
京区本郷2-11-9 【発行・制作者】平 智亨

20917 図書
【資料名】日本の近代美術 8 日本からパリ・ニューヨーク
へ

【著・作者】青木茂／酒井忠康 【発行年月日】1993年11月16日
【発行・制作所】大月書店 【発行・制作所住所】東京都文
京区本郷2-11-9 【発行・制作者】平 智亨

20918 図書 【資料名】日本の近代美術 9 1930年代の画家たち 【著・作者】青木茂／酒井忠康 【発行年月日】1992年11月26日
【発行・制作所】大月書店 【発行・制作所住所】東京都文
京区本郷2-11-9 【発行・制作者】平 智亨

20919 図書 【資料名】日本の近代美術 10 不安と戦争の時代 【著・作者】青木茂／酒井忠康 【発行年月日】1992年11月26日
【発行・制作所】大月書店 【発行・制作所住所】東京都文
京区本郷2-11-9 【発行・制作者】平 智亨

20920 図書 【資料名】日本の近代美術 11 近代の彫刻 【著・作者】青木茂／酒井忠康 【発行年月日】1994年4月20日
【発行・制作所】大月書店 【発行・制作所住所】東京都文
京区本郷2-11-9 【発行・制作者】平 智亨

20921 図書 【資料名】日本の近代美術 12 近代の版画 【著・作者】青木茂／酒井忠康 【発行年月日】1994年2月8日
【発行・制作所】大月書店 【発行・制作所住所】東京都文
京区本郷2-11-9 【発行・制作者】平 智亨

20922 図書 【資料名】編年体 大正文学全集 第十巻 大正十年 【著・作者】東郷克美 【発行年月日】2002年3月25日
【発行・制作所】ゆまに書房 【発行・制作所住所】東京都
千代田区内神田二ー七ー六 【発行・制作者】荒川秀夫

20923 図書 【資料名】編年体 大正文学全集 第十一巻 大正十一年 【著・作者】日高昭二 【発行年月日】2002年7月25日
【発行・制作所】ゆまに書房 【発行・制作所住所】東京都
千代田区内神田二ー七ー六 【発行・制作者】荒川秀夫

20980 図書
【資料名】日本の近代戯曲 【シリーズ名】日本文学コレク
ション

【著・作者】日本近代演劇史研究会 【発行年月日】1999年5月12日 【発行年月日】c1999
【発行・制作所】翰林書房 【発行・制作所住所】東京都千
代田区神田神保町一ー四六 【発行・制作者】今井肇

20981 図書
【資料名】雪舟はどう語られてきたか 【シリーズ名】平凡
社ライブラリー 424

【著・作者】山下裕二
【発行年月日】平成14年2月6日 【発行年月日】平成14年2
月6日

【発行・制作所】平凡社 【発行・制作所住所】東京都文京
区白山2ー29ー4 【発行・制作者】下中直人

21003 図書
【資料名】死と飛躍・有島武郎の青春ー＜優等生＞からの
離脱

【著・作者】栗田廣美
【発行年月日】平成14年9月5日 【発行年月日】平成14年9
月6日

【発行・制作所】右文書院 【発行・制作所住所】東京都千
代田区神田神保町1-37 【発行・制作者】三武義彦

21005 図書 【資料名】神と空 【著・作者】島田裕巳 【発行年月日】1997年2月25日 【発行年月日】欠
【発行・制作所】海鳴社 【発行・制作所住所】東京都千代
田区西神田2-4-5 【発行・制作者】欠

21007 図書
【資料名】バーナード・リーチ日本絵日記（講談社学術文
庫） 【シリーズ名】講談社学術文庫

【著・作者】バーナード・リーチ 【発行年月日】2002年10月10日 【発行年月日】欠
【発行・制作所】講談社 【発行・制作所住所】東京都文京
区音羽2-12-21 【発行・制作者】野間佐和子

31932 図書
【資料名】林忠彦写真集 日本の作家 【シリーズ名】サラ
イ・ムック

【著・作者】林忠彦 【発行年月日】2014年9月23日
【発行・制作所】小学館 【発行・制作所住所】東京都千代
田区一ツ橋2-3-1

21355 図書 【資料名】新国語便覧 【著・作者】秀学社編集部 【発行年月日】欠 【発行年月日】欠
【発行・制作所】秀学社 【発行・制作所住所】大阪市住吉
区南住吉四丁目七号五号 【発行・制作者】佐々木秀樹

21362 図書 【資料名】柳宗悦 時代と思想 【著・作者】中見真里
【発行年月日】平成15年3月18日 【発行年月日】平成15年
3月18日

【発行・制作所】東京大学出版会 【発行・制作所住所】東
京都文京区本郷3-7-2東大構内 【発行・制作者】五味文彦

21391 図書 【資料名】書道II 【著・作者】今井凌雪ほか9名 【発行年月日】平成15年2月28日 【発行年月日】欠
【発行・制作所】教育出版株式会社 【発行・制作所住所】
東京都千代田区神田神保町2ー11 【発行・制作者】小林一
光

21404 図書 【資料名】有島武郎ー作家作品研究ー 【著・作者】石丸晶子 【発行年月日】平成15年4月20日
【発行・制作所】明治書院 【発行・制作所住所】東京都新
宿区大久保1-1-8 【発行・制作者】清水敬

21406 図書 【資料名】岸田劉生と現代 【著・作者】薗部雄作
【発行年月日】平成15年5月30日 【発行年月日】平成15年
5月30日

【発行・制作所】六花社 【発行・制作所住所】東京都文京
区本郷2-3-16 【発行・制作者】斎藤一夫



21410 図書 【資料名】手仕事の日本 【シリーズ名】ワイド版岩波文庫 【著・作者】柳宗悦 【発行年月日】2003年3月14日
【発行・制作所】岩波書店 【発行・制作所住所】東京都千
代田区一ツ橋2-5-5 【発行・制作者】大塚信一

21413 図書
【資料名】小さき者へ・生れ出づる悩み 【シリーズ名】新
潮文庫

【著・作者】有島武郎
【発行年月日】平成15年3月5日 【発行年月日】昭和30年1
月30日

【発行・制作所】新潮社 【発行・制作所住所】東京都新宿
区矢来町七一 【発行・制作者】佐藤隆信

21415 図書 【資料名】一房の葡萄 【シリーズ名】角川文庫 【著・作者】有島武郎
【発行年月日】平成9年5月25日 【発行年月日】昭和27年3
月10日

【発行・制作所】角川書店 【発行・制作所住所】東京都千
代田区富士見二ー十三ー三 【発行・制作者】角川歴彦

21417 図書 【資料名】初舞台・彼岸花 【シリーズ名】講談社文芸文庫 【著・作者】里見トン 【発行年月日】2003年5月10日
【発行・制作所】講談社 【発行・制作所住所】東京都文京
区音羽2・12・21 【発行・制作者】野間佐和子

21419 図書 【資料名】茶と美 【シリーズ名】講談社学術文庫 【著・作者】柳宗悦
【発行年月日】平成15年3月20日 【発行年月日】平成12年
10月10日

【発行・制作所】講談社 【発行・制作所住所】東京都文京
区音羽2ー12ー21 【発行・制作者】野間佐和子

21446 図書 【資料名】豊かな人生 【著・作者】武者小路実篤 【発行年月日】2003年6月15日
【発行・制作所】翠書房 【発行・制作所住所】埼玉県草加
市中央二ー十一ー六ー一〇四 【発行・制作者】村尾泉

31928 図書
【資料名】＜志賀直哉＞の軌跡ーメディアにおける作家表
象

【著・作者】永井善久 【発行年月日】2014年7月25日
【発行・制作所】森話社 【発行・制作所住所】東京都千代
田区猿楽町1-2-3

31927 図書
【資料名】日本美術史 【シリーズ名】美術出版ライブラ
リー 歴史編

【発行年月日】2014年4月20日
【発行・制作所】美術出版社 【発行・制作所住所】東京都
千代田区五番町4-5 五番町コスモビル2階

31922 図書 【資料名】夏目漱石周辺人物事典
【発行年月日】2014（平成26）年8月31日 【発行年月日】
2014（平成26）年7月25日

【発行・制作所】笠間書院 【発行・制作所住所】東京都千
代田区猿楽町2-2-3

23561 図書 【資料名】郡虎彦英文戯曲翻訳全集 【著・作者】郡虎彦／横島昇（訳） 【発行年月日】2003年7月28日
【発行・制作所】未知谷 【発行・制作所住所】東京都 【発
行・制作者】飯島徹

23563 図書 【資料名】白樺たちの大正 【著・作者】関川夏央 【発行年月日】2003年6月30日
【発行・制作所】文藝春秋 【発行・制作所住所】東京都
【発行・制作者】平尾隆弘

23566 図書 【資料名】座談会昭和文学史 第一巻 【著・作者】井上ひさし／小森陽一 【発行年月日】2003年9月10日
【発行・制作所】集英社 【発行・制作所住所】東京都 【発
行・制作者】谷山尚義

23590 図書 【資料名】目で見る調布・狛江の100年 【著・作者】田村勝正 【発行年月日】2003年8月2日
【発行・制作所】郷土出版社 【発行・制作所住所】長野県
【発行・制作者】神津良子

25621 図書
【資料名】生まれ出ずる悩み ほか 【シリーズ名】読んでお
きたい日本の名作

【著・作者】有島武郎
【発行年月日】平成16年1月9日 【発行年月日】平成16年1
月9日

【発行・制作所】教育出版 【発行・制作所住所】東京都
【発行・制作者】小林一光

25627 図書 【資料名】出家とその弟子 【シリーズ名】岩波文庫 【著・作者】倉田百三 【発行年月日】2003年7月16日
【発行・制作所】岩波書店 【発行・制作所住所】東京都
【発行・制作者】山口昭男

25629 図書 【資料名】法然と親鸞 『一枚起請文』『歎異抄』を語る 【著・作者】倉田百三 【発行年月日】平成15年6月30日
【発行・制作所】大東出版社 【発行・制作所住所】東京都
【発行・制作者】岩野文世

25630 図書 【資料名】『定本 佐藤春夫全集』第19巻 【著・作者】佐藤春夫
【発行年月日】平成10年7月10日 【発行年月日】平成10年
7月10日

【発行・制作所】臨川書店 【発行・制作所住所】京都市
【発行・制作者】片岡英三

25631 図書 【資料名】『定本 佐藤春夫全集』第20巻 【著・作者】佐藤春夫
【発行年月日】平成11年1月10日 【発行年月日】平成11年
1月10日

【発行・制作所】臨川書店 【発行・制作所住所】京都市
【発行・制作者】片岡英三

25633 図書 【資料名】志賀直哉とドストエフスキー 【著・作者】清水正
【発行年月日】平成15年9月20日 【発行年月日】平成15年
9月20日

【発行・制作所】鳥影社 【発行・制作所住所】東京都 【発
行・制作者】百瀬精一

25636 図書 【資料名】漱石先生の手紙 【著・作者】出久根達郎 【発行年月日】2001年4月25日
【発行・制作所】日本放送出版協会 【発行・制作所住所】
東京都 【発行・制作者】安藤龍男

25642 図書
【資料名】日本プロレタリア文学評論集・1 前期プロレタ
リア文学評論集 【シリーズ名】日本プロレタリア文学評論
集・1

【著・作者】欠
【発行年月日】平成2年10月30日 【発行年月日】平成2年
10月30日

【発行・制作所】新日本出版社 【発行・制作所住所】東京
都 【発行・制作者】山本コウ

25646 図書 【資料名】あらすじで読む日本の名著 【著・作者】小川義男 【発行年月日】2003年10月4日
【発行・制作所】樂書舘 【発行・制作所住所】東京都 【発
行・制作者】杉本惇

25648 図書
【資料名】編年体大正文学全集 別巻 大正文学年表・年鑑
【シリーズ名】編年体大正文学全集 別巻 大正文学年表・年
鑑

【著・作者】宗像和重／山本芳明
【発行年月日】平成15年8月25日 【発行年月日】平成15年
8月25日

【発行・制作所】ゆまに書房 【発行・制作所住所】東京都
【発行・制作者】荒井秀夫



25664 図書 【資料名】いろは交友録 【著・作者】徳川夢声 【発行年月日】平成15年12月20日
【発行・制作所】ネット武蔵野 【発行・制作所住所】東京
都 【発行・制作者】塩澤昭典

26709 図書 【資料名】石川清明感想集 【著・作者】石川清明 【発行年月日】2006年9月14日
【発行・制作所】新しき村出版部 【発行・制作所住所】埼
玉県入間郡毛呂山町葛貫423

26725 図書 【資料名】親鸞 【著・作者】倉田百三 【発行年月日】2006年8月25日初版
【発行・制作所】中央公論新社 【発行・制作所住所】東京
都中央区京橋2－8－７ 【発行・制作者】早川準一

26727 図書
【資料名】出家とその弟子 【シリーズ名】ワイド版岩波文
庫269

【著・作者】倉田百三 【発行年月日】平成18年5月16日
【発行・制作所】岩波書店 【発行・制作所住所】東京都千
代田区一ツ橋2-5-5 【発行・制作者】山口昭男

26738 図書 【資料名】小さな文学の旅日本名作案内 【著・作者】漆原智良 【著・作者】岩淵慶造 【発行年月日】1996/6 【発行年月日】1995/4
【発行・制作所】金の星社 【発行・制作所住所】東京都台
東区小島1-4-3

26772 図書 【資料名】人生論・愛について 【シリーズ名】新潮文庫 【著・作者】武者小路実篤 【発行年月日】2006年12月15日
【発行・制作所】新潮社 【発行・制作所住所】東京都新宿
区矢来町71 【発行・制作者】佐藤隆信

26786 図書 【資料名】文学全集を立ちあげる
【著・作者】丸谷才一 【著・作者】鹿島茂 【著・作者】三
浦政士

【発行年月日】平成18年9月30日
【発行・制作所】文藝春秋 【発行・制作所住所】東京都千
代田区紀尾井町3-23 【発行・制作者】白幡光明

26802 図書 【資料名】現代日本文学論争史上巻 【著・作者】平野謙（代表）
【発行年月日】2006年９月5日新版1刷 【発行年月日】
1956年7月16日初版第1刷

26841 図書 【資料名】アートエンターテインメント迷宮美術館第3集 【著・作者】NHK『迷宮美術館』制作チーム 【発行年月日】平成19年3月10日
【発行・制作所】河出書房新社 【発行・制作所住所】渋谷
区千駄ヶ谷2-32-2

27496 図書 【資料名】新宿文化絵図重ね地図付き新宿まち歩きガイド 【著・作者】新宿区地域文化部文化国際課 【発行年月日】平成19年3月25日
【発行・制作所】新宿区地域文化部文化国際課 【発行・制
作所住所】東京都新宿区歌舞伎町1-4-1

27521 図書 【資料名】志賀直哉の方法 【著・作者】下岡友加 【発行年月日】平成19年2月20日
【発行・制作所】笠間書院 【発行・制作所住所】東京都千
代田区猿楽町2-2-3 【発行・制作者】池田つや子

27523 図書 【資料名】私小説の展開 【著・作者】山本昌一 【発行年月日】平成17年8月10日
【発行・制作所】双文社出版 【発行・制作所住所】東京都
渋谷区笹塚2-23-2

27526 図書 【資料名】近代日本の戦争と文学 【著・作者】西田勝 【発行年月日】平成19年5月3日
【発行・制作所】法政大学出版局 【発行・制作所住所】東
京都千代田区九段北3-2-7

27536 図書 【資料名】私の履歴書 孤高の画人
【著・作者】熊谷守一 【著・作者】中川一政 【著・作者】
東郷青児 【著・作者】棟方志功

【発行年月日】平成19年2月1日
【発行・制作所】日本経済新聞出版社 【発行・制作所住
所】東京都千代田区大手町1-9-5 【発行・制作者】羽土力

27551 図書 【資料名】百年前の私たちー雑書から見る男と女 【著・作者】石原千秋 【発行年月日】平成19年3月20日
【発行・制作所】講談社 【発行・制作所住所】東京都文京
区音羽2-12-22

27549 図書
【資料名】大正デモクラシー 【シリーズ名】シリーズ日本
近現代史(4)

【著・作者】成田龍一
【発行年月日】平成19年6月5日 【発行年月日】平成19年4
月20日

【発行・制作所】岩波書店 【発行・制作所住所】東京都千
代田区一ツ橋2-5-5

27559 図書 【資料名】或る日ある時 安井豊彦詩文集 【著・作者】安井豊彦 【発行年月日】平成19年4月11日
【発行・制作所】新しき村出版部 【発行・制作所住所】埼
玉県入間郡毛呂山町葛貫423

27570 図書 【資料名】真理先生 【著・作者】武者小路実篤
【発行年月日】平成19年7月20日 【発行年月日】昭和27年
6月30日

【発行・制作所】新潮社 【発行・制作所住所】東京都新宿
区矢来町71

27574 図書 【資料名】山渓ハンディ図鑑1 野に咲く花 【著・作者】林弥栄
【発行年月日】平成19年1月30日 【発行年月日】平成1年
10月1日

【発行・制作所】山と渓谷社 【発行・制作所住所】東京都
港区赤坂1-9-13 【発行・制作者】粟津彰治

27584 図書
【資料名】ロダンの言葉 現代日本の翻訳 【シリーズ名】講
談社文芸文庫

【著・作者】高村光太郎（訳） 【発行年月日】平成19年5月10日
【発行・制作所】講談社 【発行・制作所住所】東京都文京
区音羽2-12-21 【発行・制作者】野間佐和子

31899 図書 【資料名】日本の作家 名表現辞典 【著・作者】中村明 【発行年月日】2014年11月26日
【発行・制作所】岩波書店 【発行・制作所住所】東京都千
代田区一ツ橋2-5-5

28499 図書 【資料名】さまよえる工藝ー柳宗悦と近代 【著・作者】土田眞紀 【発行年月日】平成19年9月1日
【発行・制作所】草風館 【発行・制作所住所】千葉県浦安
市入船3-8-101 【発行・制作者】内川千裕

28552 図書 【資料名】書でいざなう名言名句 【著・作者】幕田魁心 【発行年月日】平成19年1月9日
【発行・制作所】木耳社 【発行・制作所住所】東京都千代
田区三崎町3-2-15いずみビル

28664 図書
【資料名】ビジュアル版 日本をつくった日本史有名人物事
典1175人ー様々なジャンルのヒーローたちー

【著・作者】「日本史有名人物事典」編集委員会 【発行年月日】平成20年3月28日
【発行・制作所】PHP研究所 【発行・制作所住所】東京都
千代田区三番町10



28693 図書
【資料名】有島武郎論ー二十世紀の途絶した夢とその群像
の物語

【著・作者】北村巌 【発行年月日】平成19年12月20日
【発行・制作所】柏艪社 【発行・制作所住所】札幌市中央
区北一条西3-2 【発行・制作者】山本光伸

28712 図書 【資料名】河 【著・作者】瀬戸山弘 【発行年月日】平成20年4月29日
【発行・制作所】新しき村出版部 【発行・制作所住所】埼
玉県入間郡毛呂山町葛貫423

28887 図書 【資料名】日本民藝館手帖 【著・作者】日本民藝館学芸部（編） 【発行年月日】平成20年2月28日
【発行・制作所】ダイアモンド社 【発行・制作所住所】東
京都渋谷区神宮前６－１２－１７

28911 図書 【資料名】用の美 上巻 柳宗悦コレクション―日本の美 【著・作者】柳宗悦 【発行年月日】平成20年6月25日
【発行・制作所】世界文化社 【発行・制作所住所】東京都
千代田区九段北4-2-29

28913 図書
【資料名】用の美 下巻 柳宗悦コレクション―李朝と中国、
西洋の美

【著・作者】柳宗悦 【発行年月日】平成20年6月25日
【発行・制作所】世界文化社 【発行・制作所住所】東京都
千代田区九段北4-2-29

31104 図書 【資料名】友情 【シリーズ名】新潮文庫 【著・作者】武者小路実篤 【発行年月日】平成24年6月5日
【発行・制作所】新潮社 【発行・制作所住所】東京都新宿
区矢来町71

29034 図書 【資料名】街頭詩人・画家 城米彦造昭和を謳う 【著・作者】城米彦造 【発行年月日】平成20年9月20日
【発行・制作所】新しき村出版部 【発行・制作所住所】埼
玉県入間郡毛呂山町葛貫423 【発行・制作者】城米彦造記
念会

29048 図書 【資料名】愛慾・その妹 【著・作者】武者小路実篤 【発行年月日】平成15年2月7日
【発行・制作所】新潮社 【発行・制作所住所】東京都新宿
区矢来町71

29050 図書 【資料名】幸福な家族 【著・作者】武者小路実篤 【発行年月日】平成15年7月4日
【発行・制作所】新潮社 【発行・制作所住所】東京都新宿
区矢来町71

29104 図書 【資料名】真理先生 【シリーズ名】新潮文庫 【著・作者】武者小路実篤
【発行年月日】平成20年11月25日 【発行年月日】昭和27
年6月30日

【発行・制作所】新潮社 【発行・制作所住所】東京都新宿
区矢来町71

29159 図書 【資料名】志賀直哉宛書簡集 白樺の時代 【著・作者】日本近代文学館（編） 【発行年月日】平成20年9月19日
【発行・制作所】岩波書店 【発行・制作所住所】東京都千
代田区一ツ橋2-5-5

29163 図書 【資料名】志賀直哉 【シリーズ名】ちくま日本文学021 【著・作者】志賀直哉 【発行年月日】平成20年8月10日
【発行・制作所】筑摩書房 【発行・制作所住所】東京都台
東区蔵前2-5-3

29171 図書 【資料名】里見トン伝 「馬鹿正直」の人生 【著・作者】小谷野敦 【発行年月日】平成20年12月20日
【発行・制作所】中央公論新社 【発行・制作所住所】東京
都中央区京橋2-8-7

29176 図書 【資料名】白樺派とトルストイ 【著・作者】阿部軍治 【発行年月日】平成20年10月10日
【発行・制作所】彩流社 【発行・制作所住所】東京都千代
田区富士見2-2-2

29184 図書 【資料名】星座 【著・作者】有島武郎 【発行年月日】平成20年9月21日
【発行・制作所】（株）SDP 【発行・制作所住所】東京都
渋谷区恵比寿西2-3-12

29223 図書 【資料名】八十年の散歩 【---】ハチジュウネンノサンポ 【著・作者】山内静夫 【---】ヤマノウチ,シズオ 【発行年月日】2007/11/31 【発行・制作所】冬花社

29427 図書 【資料名】新潮文庫 20世紀の100冊 【著・作者】関川夏央 【発行年月日】平成21年4月20日
【発行・制作所】新潮社 【発行・制作所住所】東京都新宿
区矢来町71

29429 図書 【資料名】日本近代文学の断面ー1980-1920 【著・作者】岩佐荘四郎 【発行年月日】平成21年1月25日
【発行・制作所】彩流社 【発行・制作所住所】東京都千代
田区富士見2-2-2

29434 図書
【資料名】小僧の神様・一房の葡萄 【シリーズ名】21世紀
版少年少女日本文学館 5

【著・作者】志賀直哉 【著・作者】武者小路実篤 【著・作
者】有島武郎

【発行年月日】平成21年2月23日
【発行・制作所】講談社 【発行・制作所】東京都文京区音
羽2-12-21

29438 図書 【資料名】近代文学の領域 戦争・メディア・志賀直哉など 【著・作者】池内輝雄 【発行年月日】平成21年3月15日
【発行・制作所】蒼丘書林 【発行・制作所住所】東京都小
平市上水南町2-15-7

29465 図書 【資料名】小僧の神様 他十篇 【著・作者】志賀直哉 【発行年月日】平成21年6月16日
【発行・制作所】岩波書店 【発行・制作所住所】東京都千
代田区一ツ橋2-5-5

29651 図書 【資料名】ひき裂かれたわたし 思想としての志賀直哉 【著・作者】新形 信和 【発行年月日】平成21年9月24日
【発行・制作所】新曜社 【発行・制作所住所】東京都千代
田区神田神保町2-10

29653 図書 【資料名】青春の柳宗悦ー失われんとする光化門のために 【著・作者】丸山 茂樹 【発行年月日】平成21年7月15日
【発行・制作所】社会評論社 【発行・制作所住所】文京区
本郷2-3-10

29659 図書 【資料名】生まれ出づる悩み 【著・作者】有島武郎 【発行年月日】平成21年6月30日
【発行・制作所】集英社 【発行・制作所住所】東京都千代
田区一ツ橋2-5-10



29668 図書 【資料名】恋ごころ 里見トン短編集 【著・作者】里見トン 【発行年月日】平成21年8月10日
【発行・制作所】講談社 【発行・制作所住所】東京都文京
区音羽2-12-21

29670 図書 【資料名】NHK美の壷 柳宗悦の民藝 【著・作者】NHK 美の壷制作班 【発行年月日】平成21年5月30日
【発行・制作所】日本放送出版協会（NHK出版） 【発行・
制作所住所】東京都渋谷区宇田川町41-1

29689 図書 【資料名】二宮尊徳 【著・作者】武者小路実篤 【---】平成22年1月15日
【発行・制作所】オフィスワイワイ蜜書房 【発行・制作所
住所】東京都港区西新橋2-13-14-401

29697 図書 【資料名】有島武郎 【シリーズ名】作家の自伝 【著・作者】有島武郎 【発行年月日】平成10年4月25日
【発行・制作所】日本図書センター 【発行・制作所住所】
東京都文京区大塚3-4-13 【発行・制作者】高野義夫

29703 図書
【資料名】志賀直哉はなぜ名文かーあじわいたい美しい日
本語

【著・作者】山口翼 【発行年月日】平成18年5月5日
【発行・制作所】祥伝社 【発行・制作所住所】東京都千代
田区神田神保町3-6-5 【発行・制作者】深澤健一

29707 図書 【資料名】認知への想像力 志賀直哉論 【著・作者】小林幸夫 【発行年月日】平成16年3月20日
【発行・制作所】双文社出版 【発行・制作所住所】東京都
渋谷区笹塚2丁目23番地2号

29709 図書 【資料名】志賀直哉 自然と日常を描いた小説家 【著・作者】清水 正 【発行年月日】平成17年11月25日
【発行・制作所】D文学研究会 【発行・制作所住所】千葉
県我孫子市本町3-5-20

29884 図書 【資料名】或る女 MANGA BUNGO シリーズ 【著・作者】有島武郎 【発行年月日】平成22年8月15日
【発行・制作所】ホーム社 【発行・制作所住所】千代田区
神田神保町3-26共同ビル 【発行・制作所】集英社（販売
元）

29886 図書 【資料名】友情 MANGA BUNGO シリーズ 【著・作者】武者小路実篤 【発行年月日】平成22年8月15日
【発行・制作所】ホーム社 【発行・制作所住所】千代田区
神田神保町3-26共同ビル 【発行・制作所】集英社（販売
元）

29888 図書
【資料名】小さき者へ カインの末裔 MANGA BUNGO シ
リーズ

【著・作者】有島武郎 【発行年月日】平成22年8月15日
【発行・制作所】ホーム社 【発行・制作所住所】千代田区
神田神保町3-26共同ビル 【発行・制作所】集英社（販売
元）

29896 図書
【資料名】岸田劉生美術思想集成うごく劉生、西へ東へ後
篇「でろり」の味へ

【著・作者】岸田劉生 【発行年月日】平成22年6月30日
【発行・制作所】書肆心水 【発行・制作所住所】江東区東
陽6-2-27-1308

29894 図書
【資料名】岸田劉生美術思想集成うごく劉生、西へ東へ前
篇「異端の天才」

【著・作者】岸田劉生 【発行年月日】平成22年6月30日
【発行・制作所】書肆心水 【発行・制作所住所】135-0016
江東区東陽6-2-27-1308

29920 図書 【資料名】子どもたちに伝えたい戦争と平和の詩100 【著・作者】水内喜久雄 【発行年月日】平成22年7月7日
【発行・制作所】たんぽぽ出版 【発行・制作所住所】渋谷
区代々木4-5-14参宮橋ハイツ207

29922 図書 【資料名】教育の復権 大正自由主義教育と自己超越の契機 【著・作者】宇野美恵子 【発行年月日】平成2年4月25日
【発行・制作所】国際書院 【発行・制作所住所】港区新橋
6-10-9

29923 図書 【資料名】10分で読めるお話 三年生 【著・作者】岡信子/木暮正夫
【発行年月日】平成18年6月2日 【発行年月日】平成17年3
月13日

【発行・制作所】学習研究社 【発行・制作所住所】大田区
上池台4-40-5

29924 図書 【資料名】武者小路実篤の研究ー美と宗教の儀式 【著・作者】寺澤浩樹 【発行年月日】平成22年6月30日
【発行・制作所】翰林書房 【発行・制作所住所】東京都千
代田区神田神保町1-14

29927 図書 【資料名】沖縄文学全集第14巻 記録・証言I 【著・作者】沖縄文学全集編集委員会 【発行年月日】平成22年5月10日
【発行・制作所】国書刊行会 【発行・制作所住所】東京都
板橋区志村1-13-15 【発行・制作者】佐藤今朝夫

29933 図書 【資料名】短歌 私抄 【著・作者】小林千恵子 【発行年月日】平成22年8月2日
【発行・制作所】新しき村出版部 【発行・制作所住所】埼
玉県入間郡毛呂山町葛貫423

29951 図書
【資料名】初恋 MANGA BUNGO シリーズ 【シリーズ
名】ハツコイ MANGA BUNGO シリーズ

【著・作者】武者小路実篤 【発行年月日】平成22年10月13日
【発行・制作所】ホーム社 【発行・制作所住所】東京都千
代田区神田神保町3-29 【発行・制作所】集英社（販売元）

29989 図書 【資料名】私の人生論2  武者小路実篤 【著・作者】武者小路実篤 【発行年月日】平成22年11月25日
【発行・制作所】日本ブックエース 【発行・制作所住所】
東京都文京区大塚3-10-6

29994 図書
【資料名】生まれいづる悩み・一房の葡萄   MANGA
BUNGO シリーズ

【著・作者】有島武郎 【発行年月日】平成22年10月13日
【発行・制作所】ホーム社 【発行・制作所住所】東京都千
代田区神田神保町3-29 【発行・制作所】集英社（発売元）

29997 図書 【資料名】梅原龍三郎とルノワール 【著・作者】嶋田華子 【発行年月日】平成22年12月31日
【発行・制作所】中央公論美術出版 【発行・制作所住所】
東京都中央区京橋2-8-7



26314 図書
【資料名】ケンブリッジ大学秘蔵古写真 ーマーケーザ号の
日本旅行

【著・作者】小山 騰
【発行年月日】平成17年9月5日 【発行年月日】平成17年9
月5日

【発行・制作所】平凡社 【発行・制作所住所】東京都 【発
行・制作者】下中直人

26310 図書 【資料名】教科書でおぼえた道徳 【著・作者】文春ネスコ(編) 【発行年月日】2002年12月4日
【発行・制作所】文藝春秋 【発行・制作所住所】東京都
【発行・制作者】菊池夏樹

26308 図書 【資料名】20世紀の戯曲 日本近代戯曲の世界 【著・作者】日本近代演劇史研究会
【発行年月日】平成17年6月25日 【発行年月日】平成17年
6月25日

【発行・制作所】社会評論社 【発行・制作所住所】東京都
【発行・制作者】松田健二

26301 図書
【資料名】日本の童話名作選 【シリーズ名】講談社文芸文
庫

【著・作者】講談社文芸文庫(編) 【発行年月日】2005年5月10日
【発行・制作所】講談社 【発行・制作所住所】東京都 【発
行・制作者】野間佐和子

26249 図書 【資料名】日本談義集 【シリーズ名】東洋文庫 【著・作者】周 作人
【発行年月日】平成14年3月22日 【発行年月日】平成14年
3月22日

【発行・制作所】平凡社 【発行・制作所住所】東京都 【発
行・制作者】下中直人

26247 図書 【資料名】画家がいる「場所」ー近代日本美術の基層から 【著・作者】田中 淳
【発行年月日】平成17年6月10日 【発行年月日】平成17年
6月10日

【発行・制作所】ブリュッケ 【発行・制作所住所】東京都
【発行・制作者】橋本愛樹

26243 図書 【資料名】私を変えた一言 【著・作者】原田宗典 【発行年月日】2005年3月28日
【発行・制作所】アクセス･パブリッシング 【発行・制作
所住所】東京都 【発行・制作者】平澤和夫

26241 図書
【資料名】柳宗悦と民芸の現在 【シリーズ名】歴史文化ラ
イブラリー

【著・作者】松井健 【発行年月日】2005年8月1日
【発行・制作所】吉川弘文館 【発行・制作所住所】東京都
【発行・制作者】林　英男

26214 図書
【資料名】ジェンダーの視点からみた白樺派の文学ー志賀,
有島,武者小路を中心として

【著・作者】石井三恵 【発行年月日】2005年3月30日
【発行・制作所】新水社 【発行・制作所住所】東京都 【発
行・制作者】村上克江

26212 図書 【資料名】柳宗悦と民藝運動 【著・作者】熊倉功夫/吉田憲司 【発行年月日】2005年3月25日
【発行・制作所】思文閣出版 【発行・制作所住所】京都市
【発行・制作者】田中周二

26022 図書 【資料名】江戸・東京の歴史をたすねて 千代田まち事典 【著・作者】ネットアドバンス(編集) 【発行年月日】平成17年3月15日
【発行・制作所】千代田区区民生活部 【発行・制作所住
所】東京都 【発行・制作者】千代田区

26020 図書 【資料名】まるごとわかる365日ものしり百科<12月> 【著・作者】谷川健一(監修)
【発行年月日】平成17年3月25日 【発行年月日】平成17年
3月25日

【発行・制作所】日本図書センター 【発行・制作所住所】
東京都 【発行・制作者】高野義夫

26019 図書 【資料名】まるごとわかる365日ものしり百科<11月> 【著・作者】谷川健一(監修)
【発行年月日】平成17年3月25日 【発行年月日】平成17年
3月25日

【発行・制作所】日本図書センター 【発行・制作所住所】
東京都 【発行・制作者】高野義夫

26018 図書 【資料名】まるごとわかる365日ものしり百科<6月> 【著・作者】谷川健一(監修)
【発行年月日】平成17年3月25日 【発行年月日】平成17年
3月25日

【発行・制作所】日本図書センター 【発行・制作所住所】
東京都 【発行・制作者】高野義夫

26017 図書 【資料名】まるごとわかる365日ものしり百科<5月> 【著・作者】谷川健一(監修)
【発行年月日】平成17年3月25日 【発行年月日】平成17年
3月25日

【発行・制作所】日本図書センター 【発行・制作所住所】
東京都 【発行・制作者】高野義夫

26000 図書
【資料名】フロンティアの文学ー雑誌「種蒔く人」の再検
討ー

【著・作者】「種蒔く人」「文芸戦線」を読む会(編)
【発行年月日】平成17年3月20日 【発行年月日】平成17年
3月30日

【発行・制作所】論創社 【発行・制作所住所】東京都 【発
行・制作者】森下紀夫

25969 図書 【資料名】小林秀雄全作品25 人間の建設 【著・作者】小林秀雄 【発行年月日】平成16年10月10日
【発行・制作所】新潮社 【発行・制作所住所】東京都 【発
行・制作者】佐藤隆信

25966 図書 【資料名】詩とことば 【著・作者】荒川洋治 【発行年月日】2004年12月16日
【発行・制作所】岩波書店 【発行・制作所住所】東京都
【発行・制作者】山口昭男

25961 図書 【資料名】近現代日本人物史料情報辞典 【著・作者】伊藤 隆/季武嘉也(編集) 【発行年月日】2004年7月20日
【発行・制作所】吉川弘文館 【発行・制作所住所】東京都
【発行・制作者】林英男

25960 図書 【資料名】近代日本総合年表 第四版 【著・作者】岩波書店編集部(編集)
【発行年月日】平成13年11月26日 【発行年月日】昭和43
年11月25日

【発行・制作所】岩波書店 【発行・制作所住所】東京都
【発行・制作者】大塚信一

25959 図書
【資料名】海外新興芸術論叢書 新聞・雑誌篇 第7巻 【シ
リーズ名】海外新興芸術論叢書

【著・作者】日高昭二/五十殿利治(監修) 【発行年月日】2005年1月25日
【発行・制作所】ゆまに書房 【発行・制作所住所】東京都
【発行・制作者】荒井秀夫

25958 図書 【資料名】ナショナルジオグラフィックが見た日本の100年 【著・作者】大河原暢彦
【発行年月日】平成16年7月15日 【発行年月日】平成15年
12月26日

【発行・制作所】日経ナショナルジオグラフィック社 【発
行・制作所住所】東京都 【発行・制作者】土谷晃逸

25956 図書 【資料名】日本現代小説大事典 【著・作者】浅井清/佐藤勝(編者)
【発行年月日】平成16年7月25日 【発行年月日】平成16年
7月25日

【発行・制作所】明治書院 【発行・制作所住所】東京都
【発行・制作者】清水敬

25955 図書 【資料名】ヤマケイジュニア図鑑2 昆虫 【著・作者】記載なし
【発行年月日】平成16年6月10日 【発行年月日】平成16年
6月10日

【発行・制作所】山と渓谷社 【発行・制作所住所】東京都
【発行・制作者】川崎吉光



25954 図書
【資料名】山渓ハンディ図鑑5 樹に咲く花 合弁花・単子
葉・裸子植物

【著・作者】茂木 透
【発行年月日】平成16年4月30日 【発行年月日】平成13年
7月10日

【発行・制作所】山と渓谷社 【発行・制作所住所】東京都
【発行・制作者】川崎吉光

25953 図書 【資料名】山渓ハンディ図鑑4 樹に咲く花 離弁花w 【著・作者】茂木 透
【発行年月日】平成16年6月10日 【発行年月日】平成12年
10月25日

【発行・制作所】山と渓谷社 【発行・制作所住所】東京都
【発行・制作者】川崎吉光

25952 図書 【資料名】山渓ハンディ図鑑3 樹に咲く花 離弁花v 【著・作者】茂木 透
【発行年月日】平成16年6月15日 【発行年月日】平成12年
4月10日

【発行・制作所】山と渓谷社 【発行・制作所住所】東京都
【発行・制作者】川崎吉光

25951 図書 【資料名】森の休日3 調べて楽しむ 葉っぱ博物館 【著・作者】亀田龍吉/多田多恵子
【発行年月日】平成16年12月15日 【発行年月日】平成15
年9月10日

【発行・制作所】山と渓谷社 【発行・制作所住所】東京都
【発行・制作者】川崎吉光

25950 図書 【資料名】森の休日2 探して楽しむ ドングリと松ぼっくり 【著・作者】平野隆久/片桐啓子
【発行年月日】平成16年9月10日 【発行年月日】平成13年
9月30日

【発行・制作所】山と渓谷社 【発行・制作所住所】東京都
【発行・制作者】川崎吉光

25949 図書 【資料名】森の休日1 拾って楽しむ 紅葉と落ち葉 【著・作者】平野隆久/片桐啓子
【発行年月日】平成16年10月10日 【発行年月日】平成13
年9月30日

【発行・制作所】山と渓谷社 【発行・制作所住所】東京都
【発行・制作者】川崎吉光

26447 図書 【資料名】無車詩集 【シリーズ名】愛蔵版詩集シリーズ 【著・作者】武者小路実篤
【発行年月日】平成18年2月25日 【発行年月日】昭和16年
4月3日

【発行・制作所】（株）日本図書センター 【発行・制作所
住所】東京都文京区 【発行・制作者】高野義夫

26453 図書 【資料名】文壇落葉集 【著・作者】武者小路実篤 【発行年月日】平成17年11月20日 【発行・制作所】毎日新聞社

26454 図書
【資料名】遺品逸品偉人たちのとっておきの話 森茉莉  谷
崎桃子 徳川斉正 斎藤茂太ほか 【シリーズ名】光文社　知
恵の森文庫

【著・作者】武者小路辰子その他 【発行年月日】平成18年1月15日
【発行・制作所】（株）光文社 【発行・制作所住所】東京
都文京区 【発行・制作者】古谷俊勝

26457 図書
【資料名】シリーズ･人と文化の探究1 バーナード･リーチ
の生涯と芸術 -「東と西の結婚」のヴィジョン-

【著・作者】鈴木禎宏 【発行年月日】平成18年3月10日
【発行・制作所】ミネルヴァ書房 【発行・制作所住所】京
都府京都市 【発行・制作者】杉田啓三

26476 図書 【資料名】自己と「語り」の社会学-構築主義的展開 【著・作者】片桐雅隆
【発行年月日】平成17年6月10日 【発行年月日】平成12年
9月10日

【発行・制作所】世界思想社 【発行・制作所住所】京都府
左京区 【発行・制作者】高島国夫

26605 図書 【資料名】新しき村詩集-新しき村創立88周年記念- 【著・作者】関口弥重吉(編者) 【発行年月日】平成18年5月12日
【発行・制作所】（財）新しき村 【発行・制作所住所】埼
玉県入間郡毛呂山町

26643 図書 【資料名】華族 【著・作者】小田部雄次(著者) 【発行年月日】平成18年4月10日
【発行・制作所】中央公論社 【発行・制作所住所】東京都
中央区 【発行・制作者】早川準一

25751 図書
【資料名】山口瞳「男性自身」傑作集 熟年篇 【シリーズ
名】新潮文庫

【著・作者】山口瞳 【発行年月日】平成15年4月1日
【発行・制作所】新潮社 【発行・制作所住所】東京都 【発
行・制作者】佐藤隆信

26664 図書 【資料名】書で見る日本人物史辞典 【著・作者】坪内稔典(監修) 【発行年月日】平成18年6月25日
【発行・制作所】柏書房（株） 【発行・制作所住所】東京
都文京区 【発行・制作者】富澤凡子

26670 図書 【資料名】恋する文豪 【著・作者】柴門ふみ(著者) 【発行年月日】平成18年8月31日
【発行・制作所】（株）角川書店 【発行・制作所住所】東
京都千代田区

26683 図書 【資料名】名作あらすじ辞典 【著・作者】青木和夫(著者) 【発行年月日】平成18年7月25日
【発行・制作所】（株）明治書院 【発行・制作所住所】東
京都新宿区 【発行・制作者】三樹敏

26684 図書
【資料名】40年前の東京 昭和38年から昭和41年 春日昌昭
のトウキョウ

【著・作者】春日昌昭(写真) 【発行年月日】平成18年7月20日
【発行・制作所】（株）生活情報センター 【発行・制作所
住所】東京都千代田区 【発行・制作者】福原文彦

26700 図書 【資料名】小学館の図鑑NEO I 動物 【著・作者】梓沢設夫(編集) 【発行年月日】平成14年7月20日
【発行・制作所】（株）小学館 【発行・制作所住所】東京
都千代田区 【発行・制作者】八巻孝夫

26701 図書 【資料名】小学館の図鑑NEO II 植物 【著・作者】梓沢設夫(編集)
【発行年月日】平成17年5月20日 【発行年月日】平成14年
7月20日

【発行・制作所】（株）小学館 【発行・制作所住所】東京
都千代田区 【発行・制作者】八巻孝夫

26702 図書 【資料名】小学館の図鑑NEO III 昆虫 【著・作者】仲瀬葉子(編集)
【発行年月日】平成18年2月1日 【発行年月日】平成14年7
月20日

【発行・制作所】（株）小学館 【発行・制作所住所】東京
都千代田区 【発行・制作者】八巻孝夫

26703 図書 【資料名】小学館の図鑑NEO IV 魚 【著・作者】成瀬哲夫(編集)
【発行年月日】平成18年6月10日 【発行年月日】平成15年
3月20日

【発行・制作所】（株）小学館 【発行・制作所住所】東京
都千代田区 【発行・制作者】八巻孝夫

26704 図書 【資料名】小学館の図鑑 NEO V 鳥 【著・作者】梓沢設夫(編集) 【発行年月日】平成14年11月20日
【発行・制作所】（株）小学館 【発行・制作所住所】東京
都千代田区 【発行・制作者】八巻孝夫

26705 図書 【資料名】小学館の図鑑NEO VI 両生類・ はちゅう類 【著・作者】北川吉隆(編集) 【発行年月日】平成16年3月20日
【発行・制作所】（株）小学館 【発行・制作所住所】東京
都千代田区 【発行・制作者】八巻孝夫



30312 図書 【資料名】文学館を考える 【著・作者】中村稔 【発行年月日】平成23年2月28日
【発行・制作所】青土社 【発行・制作所住所】東京都千代
田区神保町1-29市瀬ビル

30325 図書
【資料名】柳宗悦コレクション 1  ひと 【シリーズ名】ち
くま学芸文庫

【著・作者】柳宗悦 【発行年月日】平成22年12月10日
【発行・制作所】筑摩書房 【発行・制作所住所】東京都台
東区蔵前2-5-3

30327 図書
【資料名】柳宗悦コレクション 2  もの 【シリーズ名】ち
くま学芸文庫

【著・作者】柳宗悦 【発行年月日】平成23年2月10日
【発行・制作所】筑摩書房 【発行・制作所住所】東京都台
東区蔵前2-5-3

30329 図書 【資料名】文壇よもやま話 （上） 【著・作者】池島信平 【著・作者】嶋中鵬二 【発行年月日】平成22年10月25日
【発行・制作所】中央公論社 【発行・制作所住所】東京都
中央区京橋2-8-7

30344 図書 【資料名】闘病記 【著・作者】岡田勲 【発行年月日】平成23年1月10日
【発行・制作所】新しき村出版部 【発行・制作所住所】埼
玉県入間郡毛呂山町葛貫423

30394 図書
【資料名】柳宗悦コレクション 3  こころ 【シリーズ名】
ちくま学芸文庫

【著・作者】柳宗悦 【発行年月日】平成23年4月10日
【発行・制作所】筑摩書房 【発行・制作所住所】東京都台
東区蔵前2-5-3

30396 図書 【資料名】一房の葡萄 【シリーズ名】ハルキ文庫 【著・作者】有島武郎 【発行年月日】平成23年4月15日
【発行・制作所】角川春樹事務所 【発行・制作所住所】東
京都千代田区九段南2-1-30イタリア文化会館

30402 図書
【資料名】愛と革命・有島武郎の可能性   <叛逆者>と
ヒューマニズム

【著・作者】栗田廣美 【発行年月日】平成23年3月25日
【発行・制作所】右文書院 【発行・制作所住所】東京都千
代田区神田駿河台1-5-6

30406 図書
【資料名】新編  言葉の意志ー有島武郎と芸術史的転回
【シリーズ名】未発選書第17巻

【著・作者】中村三春 【発行年月日】平成23年2月25日
【発行・制作所】ひつじ書房 【発行・制作所住所】東京都
文京区千石2-1-1大和ビル2Ｆ

30490 図書 【資料名】10ラブ・ストーリーズ 【シリーズ名】朝日文庫 【著・作者】林真理子 【発行年月日】平成23年12月15日
【発行・制作所】朝日新聞出版 【発行・制作所住所】東京
都中央区築地5-3-2

30511 図書 【資料名】中川一政画文集 独り行く道 【著・作者】中川一政
【発行・制作所】求龍堂 【発行・制作所住所】東京都千代
田区紀尾井町３－２３ 文藝春秋新館１F

30515 図書 【資料名】青銅の基督 【著・作者】長与善郎
【発行・制作所】埼玉福祉会 【発行・制作所住所】埼玉県
新座市堀ノ内３－７－３１

30519 図書 【資料名】大正宗教小説の流行 ーその背景と“いま”
【著・作者】五十嵐信治 【著・作者】佐野正人 【著・作
者】千葉幸一郎 【著・作者】千葉正昭

【発行・制作所】論創社 【発行・制作所住所】東京都千代
田区神田神保町2-23 北井ビル２Ｆ

30523 図書 【資料名】少年民藝館 【著・作者】外村吉之助
【発行・制作所】筑摩書房 【発行・制作所住所】東京都台
東区蔵前2-5-3

30524 図書
【資料名】完全複刻アサヒグラフ 関東大震災 昭和三陸大津
波

【著・作者】朝日新聞出版ＡＥＲＡ編集部
【発行・制作所】朝日新聞出版 【発行・制作所住所】東京
都中央区築地５－３－２

30494 図書
【資料名】カインの末裔 クララの出家 【シリーズ名】岩波
文庫

【著・作者】有島武郎 【発行年月日】平成23年11月10日
【発行・制作所】岩波書店 【発行・制作所住所】東京都千
代田区一ツ橋2-5-5

30496 図書
【資料名】木魂／毛少棒大ー里見トン短篇選集 【シリーズ
名】中公文庫

【著・作者】小谷野敦 【発行年月日】平成23年2月25日
【発行・制作所】中央公論新社 【発行・制作所住所】東京
都中央区京橋2-8-7

30498 図書
【資料名】朝夕 感想・随筆集 【シリーズ名】講談社文芸文
庫

【著・作者】里見トン 【発行年月日】平成23年9月9日
【発行・制作所】講談社 【発行・制作所住所】東京都文京
区音羽2-12-21

30502 図書
【資料名】白樺派の文人たちと手賀沼 その発端から終焉ま
で 【シリーズ名】ふるさと文庫

【著・作者】山本鉱太郎 【発行年月日】平成23年10月11日
【発行・制作所】崙書房 【発行・制作所住所】千葉県流山
市流山2-296-5

33456 図書 【資料名】保存版 ふるさと調布 【発行年月日】二〇一五年五月二十日
【発行・制作所】郷土出版社 【発行・制作所住所】長野県
松本市村井町北一丁目四番六号

30966 図書 【資料名】愛と死 【シリーズ名】新潮文庫 【著・作者】武者小路実篤
【発行・制作所】新潮社 【発行・制作所住所】東京都新宿
区矢来町七一

30971 図書
【資料名】『或る女』とアメリカ体験―有島武郎の理想と
叛逆

【著・作者】尾西 康充
【発行・制作所】岩波書店 【発行・制作所住所】東京都千
代田区一ツ橋2-5-5

31194 図書 【資料名】日本民藝館所蔵 バーナード・リーチ作品集 【著・作者】日本民藝館学芸部 （編）
【発行・制作所】筑摩書房 【発行・制作所住所】東京都台
東区蔵前二ー五ー三

12490 図書 【資料名】柳宗悦随筆集 【シリーズ名】岩波文庫 【著・作者】柳宗悦
【発行・制作所】岩波書店 【発行・制作所住所】東京都千
代田区一ツ橋2-5-5



31187 図書 【資料名】白い線 【著・作者】志賀直哉
【発行・制作所】大和書房 【発行・制作所住所】東京都文
京区関口一ー三三ー四

31200 図書
【資料名】城の崎にて・小僧の神様 【シリーズ名】角川文
庫17404

【著・作者】志賀直哉
【発行・制作所】角川書店 【発行・制作所住所】東京都千
代田区富士見二-十三-三

31204 図書
【資料名】国木田独歩・志賀直哉論考 ー明治・大正時代の
視座としてー

【著・作者】栗林秀雄
【発行・制作所】双文社 【発行・制作所住所】東京都渋谷
区笹塚二丁目二三番地二

31206 図書 【資料名】朝鮮の美 沖縄の美 柳宗悦セレクション 【著・作者】柳宗悦 【著・作者】清藤洋 （刊行者）
【発行・制作所】書肆心水 【発行・制作所住所】東京都江
東区東陽6-2-27-1308

31208 図書 【資料名】仏教美学の提唱 柳宗悦セレクション 【著・作者】柳宗悦 【著・作者】清藤洋 （刊行者）
【発行・制作所】書肆心水 【発行・制作所住所】東京都江
東区東陽6-2-27-1308

31250 図書 【資料名】ショーペンハウエルの散歩 【著・作者】長与善郎
【発行・制作所】河出書房新社 【発行・制作所住所】東京
都渋谷区千駄ヶ谷二ー三二ー二

31554 図書
【資料名】有島武郎小論 付 有島武郎編・安子夫人遺稿集
『松むし』（全）

【著・作者】片山礼子 【発行年月日】平成25年3月10日
【発行・制作所】蒼丘書林 【発行・制作所住所】東京都小
平市上水南町2-15-7

31572 図書
【資料名】教科書に出てくる 日本の画家 (3) 洋画家～黒田
清輝、岸田劉生、高橋由一ほか～

【著・作者】工藤美也子 【発行年月日】2013/3/
【発行・制作所】汐文社 【発行・制作所住所】東京都文京
区本郷1-34-5

31568 図書
【資料名】与謝野晶子 石川啄木 【シリーズ名】せかい伝記
図書館

【著・作者】有吉忠行 他
【発行年月日】2012年6月30日 【発行年月日】1982年3月
30日

【発行・制作所】いずみ書房 【発行・制作所住所】東京都
三鷹市井の頭5-8-30

31570 図書
【資料名】夏目漱石 野口英世 【シリーズ名】せかい伝記図
書館

【著・作者】浜祥子 他
【発行年月日】2012年6月30日 【発行年月日】1982年3月
30日

【発行・制作所】いずみ書房 【発行・制作所住所】東京都
三鷹市井の頭5-8-30

31654 図書
【資料名】まんが・写真 教科書にでてくる最重要人物185
人 増補改訂版

【著・作者】松下清(編） 【発行年月日】平成25年6月9日
【発行・制作所】学研教育出版 【発行・制作所住所】東京
都品川区西五反田2-11-8

31691 図書 【資料名】黒田辰秋の世界  目利きと匠の邂逅 【著・作者】青木正弘 【発行年月日】平成26年2月5日
【発行・制作所】世界文化社 【発行・制作所住所】東京都
千代田区九段北4-2-29

31765 図書 【資料名】名詩の絵本 II 【著・作者】川口晴美 【発行年月日】平成22年12月30日
【発行・制作所】ナツメ社 【発行・制作所住所】東京都千
代田区神田神保町1-52加洲ビル3Ｆ

31779 図書 【資料名】或る女 【シリーズ名】新潮文庫 【著・作者】有島武郎 【発行年月日】平成25年8月25日
【発行・制作所】新潮社 【発行・制作所住所】東京都新宿
区矢来町七一

31782 図書
【資料名】有島武郎ー世間に対して真剣勝負をし続けてー
【シリーズ名】ミネルヴァ日本評伝

【著・作者】亀井俊介 【発行年月日】平成25年11月10日
【発行・制作所】ミネルヴァ書房 【発行・制作所住所】京
都市山科区日ノ岡堤谷町1

31789 図書 【資料名】ビジュアル 近代日本の1000人 【著・作者】井澤豊一郎 【著・作者】長窪茉莉 【発行年月日】平成22年8月25日
【発行・制作所】世界文化社 【発行・制作所住所】東京都
千代田区九段北4-2-29

31790 図書 【資料名】ビジュアル 大正クロニクル 【著・作者】井澤豊一郎 【発行年月日】平成24年8月5日
【発行・制作所】世界文化社 【発行・制作所住所】東京都
千代田区九段北4-2-29

31791 図書 【資料名】虫時雨ー熊谷守一の素描・水墨画 【著・作者】熊谷守一 【発行年月日】平成16年3月1日
【発行・制作所】世界文化社 【発行・制作所住所】東京都
千代田区九段北四-二-二九

32738 図書
【資料名】柳宗悦とウィリアム・ブレイク 環流する「肯定
の思想」

【著・作者】佐藤光 【発行年月日】2015年1月23日
【発行・制作所】一般財団法人東京大学出版会 【発行・制
作所住所】東京都目黒区駒場4-5-29

32740 図書 【資料名】民藝の擁護 基点としての〈柳宗悦〉 【著・作者】松井健 【発行年月日】平成二六年一一月一日
【発行・制作所】里文出版 【発行・制作所住所】東京都新
宿区新宿三-三二-一〇

33475 図書 【資料名】共に咲く喜び 【著・作者】北村雅美 【発行年月日】2015/4/13
【発行・制作所】文園社 【発行・制作所住所】東京都文京
区本郷一ー三五ー二八ー六〇六

33573 図書
【資料名】洛陽堂河本亀之助小伝 損をしてでも良書を出
す・ある出版人の生涯

【著・作者】田中英夫 【発行年月日】二〇一五年十一月十五日
【発行・制作所】燃焼社 【発行・制作所住所】大阪市天王
寺区北山町三-五

33575 図書 【資料名】解放の文学ー１００冊のこだま 【著・作者】音谷達郎 【発行年月日】2015年5月25日
【発行・制作所】解放出版社 【発行・制作所住所】大阪市
港区波除4-1-37HRCビル3階

33577 図書 【資料名】新装版 日本文学の近代と反近代 【著・作者】三好行雄
【発行年月日】2015年10月16日 【発行年月日】1972年9月
30日

【発行・制作所】一般財団法人東京大学出版会 【発行・制
作所住所】東京都目黒区駒場4-5-29



33597 図書
【資料名】復刻版 少年滿洲讀本 【シリーズ名】徳間文庫カ
レッジ

【著・作者】長與善郎 【発行年月日】2015年7月15日
【発行・制作所】徳間書店 【発行・制作所住所】東京都港
区芝大門2-2-1

33599 図書 【資料名】手仕事の日本 【シリーズ名】講談社学術文庫 【著・作者】柳宗悦 【発行年月日】2015年6月10日
【発行・制作所】講談社 【発行・制作所住所】東京都文京
区音羽2-12-21

33619 図書

【資料名】東京・神奈川・千葉・埼玉 歴史に名を残す120
人  おらが地元の偉人列伝！ 東京・神奈川・千葉・埼玉 歴
史に名を残す120人 おらが地元の偉人列伝!! 南関東編南関
東編

【発行年月日】2014年8月20日
【発行・制作所】メイツ出版 【発行・制作所住所】東京都
千代田区平河町一丁目1-8

33620 図書 【資料名】近代文学草稿・原稿研究事典 【発行年月日】2015年2月20日
【発行・制作所】八木書店 【発行・制作所住所】東京都千
代田区神田小川町3－8

33746 図書 【資料名】柳宗悦宗教思想集成 「一」の探究 【著・作者】柳宗悦 【発行年月日】2015年11月
【発行・制作所】書肆心水 【発行・制作所住所】東京都江
東区東陽-2-27-1308

33748 図書
【資料名】富める者から貧しきものへの上昇 有島武郎の思
想と文学

【著・作者】馮海鷹 【発行年月日】2015年10月30日
【発行・制作所】武蔵野書院 【発行・制作所住所】東京都
千代田区神田錦町3-11

33777 図書 【資料名】武者小路実篤とその世界 【著・作者】直木孝次郎 【発行年月日】2016年4月5日
【発行・制作所】塙書房 【発行・制作所住所】東京都文京
区本郷6ー8ー16

34007 図書
【資料名】教科書にのせたい 日本人じてん 4 文化・スポー
ツ

【発行年月日】2016年12月26日
【発行・制作所】彩流社 【発行・制作所住所】東京都千代
田区富士見2ー2ー2

34090 図書 【シリーズ名】ハンドブック 日本近代文学研究の方法 【発行年月日】2016年11月25日
【発行・制作所】ひつじ書房 【発行・制作所住所】東京都
文京区千石2ー1ー2大和ビル2階

34141 図書 【資料名】芭蕉布物語 新版 【著・作者】柳宗悦 【発行年月日】2016年9月20日
【発行・制作所】榕樹出版 【発行・制作所住所】沖縄県宜
野湾市宜野湾三ー二ー二

34153 図書 【資料名】釈迦 【シリーズ名】岩波文庫 【著・作者】武者小路実篤 【発行年月日】2017年5月16日
【発行・制作所】岩波書店 【発行・制作所住所】東京都千
代田区一ツ橋2－5ー5

34495 図書 【資料名】文豪と暮らし 【発行年月日】2017年6月24日
【発行・制作所】創藝社 【発行・制作所住所】東京都新宿
区神楽坂6ー46 ローベル神楽坂10階

34784 図書 【資料名】大人になるまでに読みたい 15歳の詩 5 たたかう 【発行年月日】2017年12月20日
【発行・制作所】ゆまに書房 【発行・制作所住所】東京都
千代田区内神田2ー7ー6

34791 図書
【資料名】漱石先生の手紙が教えてくれたこと 【シリーズ
名】岩波ジュニア新書

【著・作者】小山慶太 【発行年月日】2017年8月22日
【発行・制作所】岩波書店 【発行・制作所住所】東京都千
代田区一ツ橋2ー5ー5

34841 図書 【資料名】お目出たき人 【シリーズ名】新潮文庫 【著・作者】武者小路実篤
【発行年月日】平成30年3月30日 【発行年月日】平成12年
1月1日

【発行・制作所】新潮社 【発行・制作所住所】東京都新宿
区矢來町七一 【発行・制作者】佐藤隆信

34882 図書 【資料名】広辞苑 第七版 机上版 あーそ 【著・作者】新村出
【発行年月日】2018年1月12日 【発行年月日】1955年5月
25日

【発行・制作所】岩波書店 【発行・制作所住所】東京都千
代田区一ツ橋二ー五ー五 【発行・制作者】岡本厚

34883 図書 【資料名】広辞苑 第七版 机上版 たーん 【著・作者】新村出
【発行年月日】2018年1月12日 【発行年月日】1955年5月
25日

【発行・制作所】岩波書店 【発行・制作所住所】東京都千
代田区一ツ橋二ー五ー五 【発行・制作者】岡本厚

34884 図書 【資料名】広辞苑 第七版 机上版 付録 【発行年月日】2018年1月12日
【発行・制作所】岩波書店 【発行・制作所住所】東京都千
代田区一ツ橋2ー5ー5 【発行・制作者】岡本厚

35074 図書 【資料名】柳宗悦・「無対辞」の思想 【著・作者】松竹洸哉 【発行年月日】2018年5月10日
【発行・制作所】弦書房 【発行・制作所住所】福岡市中央
区大名二ー二ー四三

35076 図書
【資料名】高精細画像で甦る 150年前の幕末・明治初期日
本 ブルガー＆モーザーのガラス原板写真コレクション

【発行年月日】2018年3月3日
【発行・制作所】洋泉社 【発行・制作所住所】東京都千代
田区神田駿河台2ー2

14180 逐次刊行物 【資料名】白樺，合本ー1，第1巻第1号第第5号 【著・作者】正親町公和 【発行年月日】明治43年
【発行・制作所】洛陽堂，岩波ブックサービスセンター*
【発行・制作所住所】東京市麹町區麹町二丁目二番地（洛
陽堂） 【発行・制作者】河本龜之助

14181 逐次刊行物 【資料名】白樺，合本ー2，第1巻第6号第第9号 【著・作者】正親町公和 【発行年月日】明治43年
【発行・制作所】洛陽堂，岩波ブックサービスセンター
【発行・制作所住所】東京市麹町區麹町二丁目二番地（洛
陽堂） 【発行・制作者】河本龜之助



14182 逐次刊行物 【資料名】白樺，合本ー3，第2巻第1号～第4号 【著・作者】河本龜之助 【発行年月日】明治44年
【発行・制作所】洛陽堂，岩波ブックサービスセンター
【発行・制作所住所】東京市麹町區麹町二丁目二番地（洛
陽堂） 【発行・制作者】河本龜之助

14183 逐次刊行物 【資料名】白樺，合本ー4，第2巻第5号～第8号 【著・作者】河本龜之助 【発行年月日】明治44年
【発行・制作所】洛陽堂，岩波ブックサービスセンター
【発行・制作所住所】東京市麹町區麹町二丁目二番地（洛
陽堂） 【発行・制作者】河本龜之助

14184 逐次刊行物 【資料名】白樺，合本ー5，第2巻第9号～第12号 【著・作者】河本龜之助 【発行年月日】明治44年
【発行・制作所】洛陽堂，岩波ブックサービスセンター
【発行・制作所住所】東京市麹町區麹町二丁目二番地（洛
陽堂） 【発行・制作者】河本龜之助

14185 逐次刊行物 【資料名】白樺，合本ー6，第3巻第1号～第4号 【著・作者】河本龜之助 【発行年月日】明治45年
【発行・制作所】洛陽堂，岩波ブックサービスセンター
【発行・制作所住所】東京市麹町區麹町二丁目二番地（洛
陽堂） 【発行・制作者】河本龜之助

14186 逐次刊行物 【資料名】白樺，合本ー7，第3巻第5号～第9号 【著・作者】河本龜之助 【発行年月日】明治45年・大正元年
【発行・制作所】洛陽堂，岩波ブックサービスセンター
【発行・制作所住所】東京市麹町區麹町二丁目二番地（洛
陽堂） 【発行・制作者】河本龜之助

14187 逐次刊行物 【資料名】白樺，合本ー8，第3巻第10号～第12号 【著・作者】河本龜之助 【発行年月日】明治45年・大正元年
【発行・制作所】洛陽堂，岩波ブックサービスセンター
【発行・制作所住所】東京市麹町區麹町二丁目二番地（洛
陽堂） 【発行・制作者】河本龜之助

14188 逐次刊行物 【資料名】白樺，合本ー9，第4巻第1号～第4号 【著・作者】河本龜之助 【発行年月日】大正2年
【発行・制作所】洛陽堂，岩波ブックサービスセンター
【発行・制作所住所】東京市麹町區麹町二丁目二番地（洛
陽堂） 【発行・制作者】河本龜之助

14189 逐次刊行物 【資料名】白樺，合本ー10，第4巻第5号～第8号 【著・作者】河本龜之助 【発行年月日】大正2年
【発行・制作所】洛陽堂，岩波ブックサービスセンター
【発行・制作所住所】東京市麹町區麹町二丁目二番地（洛
陽堂） 【発行・制作者】河本龜之助

14190 逐次刊行物 【資料名】白樺，合本ー11，第4巻第9号～第12号 【著・作者】河本龜之助 【発行年月日】大正2年
【発行・制作所】洛陽堂，岩波ブックサービスセンター
【発行・制作所住所】東京市麹町區平河町五丁目卅六番地
（洛陽堂） 【発行・制作者】河本龜之助

14191 逐次刊行物 【資料名】白樺，合本ー12，第5巻第1号～第3号 【著・作者】河本龜之助 【発行年月日】大正3年
【発行・制作所】洛陽堂，岩波ブックサービスセンター
【発行・制作所住所】東京市麹町區平河町五丁目卅六番地
（洛陽堂） 【発行・制作者】河本龜之助

14192 逐次刊行物 【資料名】白樺，合本ー13，第5巻第4号～第5号 【著・作者】河本龜之助 【発行年月日】大正3年
【発行・制作所】洛陽堂，岩波ブックサービスセンター
【発行・制作所住所】東京市麹町區平河町五丁目卅六番地
（洛陽堂） 【発行・制作者】河本龜之助

14193 逐次刊行物 【資料名】白樺，合本ー14，第5巻第6号～第9号 【著・作者】河本龜之助 【発行年月日】大正3年
【発行・制作所】洛陽堂，岩波ブックサービスセンター
【発行・制作所住所】東京市麹町區平河町五丁目卅六番地
（洛陽堂） 【発行・制作者】河本龜之助

14194 逐次刊行物 【資料名】白樺，合本ー15，第5巻第10号～第12号 【著・作者】河本龜之助 【発行年月日】大正3年
【発行・制作所】洛陽堂，岩波ブックサービスセンター
【発行・制作所住所】東京市麹町區平河町五丁目卅六番地
（洛陽堂） 【発行・制作者】河本龜之助

14195 逐次刊行物 【資料名】白樺，合本ー16，第6巻第1号～第2号 【著・作者】河本龜之助 【発行年月日】大正4年
【発行・制作所】洛陽堂，岩波ブックサービスセンター
【発行・制作所住所】東京市麹町區平河町五丁目卅六番地
（洛陽堂） 【発行・制作者】河本龜之助

14196 逐次刊行物 【資料名】白樺，合本ー17，第6巻第3号～第5号 【著・作者】河本龜之助 【発行年月日】大正4年
【発行・制作所】洛陽堂，岩波ブックサービスセンター
【発行・制作所住所】東京市麹町區平河町五丁目卅六番地
（洛陽堂） 【発行・制作者】河本龜之助

14197 逐次刊行物 【資料名】白樺，合本ー18，第6巻第6号～第9号 【著・作者】河本龜之助 【発行年月日】大正4年
【発行・制作所】洛陽堂，岩波ブックサービスセンター
【発行・制作所住所】東京市麹町區平河町五丁目卅六番地
（洛陽堂） 【発行・制作者】河本龜之助



14198 逐次刊行物 【資料名】白樺，合本ー19，第6巻第10号～第12号 【著・作者】河本龜之助 【発行年月日】大正4年
【発行・制作所】洛陽堂，岩波ブックサービスセンター
【発行・制作所住所】東京市麹町區平河町五丁目卅六番地
（洛陽堂） 【発行・制作者】河本龜之助

14199 逐次刊行物 【資料名】白樺，合本ー20，第7巻第1号～第4号 【著・作者】河本龜之助 【発行年月日】大正5年
【発行・制作所】洛陽堂，岩波ブックサービスセンター
【発行・制作所住所】東京市麹町區平河町五丁目卅六番地
（洛陽堂） 【発行・制作者】河本龜之助

14200 逐次刊行物 【資料名】白樺，合本ー21，第7巻第5号～第8号 【著・作者】河本龜之助 【発行年月日】大正5年
【発行・制作所】洛陽堂，岩波ブックサービスセンター
【発行・制作所住所】東京市麹町區平河町五丁目卅六番地
（洛陽堂） 【発行・制作者】河本龜之助

14201 逐次刊行物 【資料名】白樺，合本ー22，第7巻第9号～第12号 【著・作者】河本龜之助 【発行年月日】大正5年
【発行・制作所】洛陽堂，岩波ブックサービスセンター
【発行・制作所住所】東京市麹町區平河町五丁目卅六番地
（洛陽堂） 【発行・制作者】河本龜之助

14202 逐次刊行物 【資料名】白樺，合本ー23，第8巻第1号～第4号 【著・作者】河本龜之助 【発行年月日】大正6年
【発行・制作所】洛陽堂，岩波ブックサービスセンター
【発行・制作所住所】東京市麹町區平河町五丁目卅六番地
（洛陽堂） 【発行・制作者】河本龜之助

14203 逐次刊行物 【資料名】白樺，合本ー24，第8巻第5号～第9号 【著・作者】河本龜之助 【発行年月日】大正6年
【発行・制作所】洛陽堂，岩波ブックサービスセンター
【発行・制作所住所】東京市麹町區平河町五丁目卅六番地
（洛陽堂） 【発行・制作者】河本龜之助

14204 逐次刊行物 【資料名】白樺，合本ー25，第8巻第10号第第12号 【著・作者】齋藤清次郎* 【発行年月日】大正6年
【発行・制作所】白樺社*，岩波ブックサービスセンター
【発行・制作所住所】東京市外澁谷町下澁谷三七二番地小
泉鐵方(白樺社） 【発行・制作者】齋藤清次郎

14205 逐次刊行物 【資料名】白樺，合本ー26，第9年1月号第3月号 【著・作者】齋藤清次郎 【発行年月日】大正7年
【発行・制作所】白樺社，岩波ブックサービスセンター
【発行・制作所住所】東京市外澁谷町下澁谷三七二番地小
泉鐵方(白樺社） 【発行・制作者】齋藤清次郎

14206 逐次刊行物 【資料名】白樺，合本ー27，第9年4月号第7月号 【著・作者】齋藤清次郎 【発行年月日】大正7年
【発行・制作所】白樺社，岩波ブックサービスセンター
【発行・制作所住所】東京市外澁谷町下澁谷三七二番地小
泉鐵方(白樺社） 【発行・制作者】齋藤清次郎

14207 逐次刊行物 【資料名】白樺，合本ー28，第9年8月号第12月号 【著・作者】齋藤清次郎 【発行年月日】大正7年
【発行・制作所】白樺社，岩波ブックサービスセンター
【発行・制作所住所】東京市外澁谷町下澁谷三七二番地小
泉鐵方(白樺社） 【発行・制作者】齋藤清次郎

14208 逐次刊行物 【資料名】白樺，合本ー29，第10年1月号第3月号 【著・作者】齋藤清次郎 【発行年月日】大正8年
【発行・制作所】白樺社，岩波ブックサービスセンター
【発行・制作所住所】東京市外澁谷町下澁谷三七二番地小
泉鐵方(白樺社） 【発行・制作者】齋藤清次郎

14209 逐次刊行物 【資料名】白樺，合本ー30，第10年4月号第5月号 【著・作者】齋藤清次郎 【発行年月日】大正8年
【発行・制作所】白樺社，岩波ブックサービスセンター
【発行・制作所住所】東京市外澁谷町下澁谷三七二番地小
泉鐵方(白樺社） 【発行・制作者】齋藤清次郎

14210 逐次刊行物 【資料名】白樺，合本ー31，第10年6月号第9月号 【著・作者】齋藤清次郎 【発行年月日】大正8年
【発行・制作所】白樺社，岩波ブックサービスセンター
【発行・制作所住所】東京市外澁谷町下澁谷三七二番地小
泉鐵方(白樺社） 【発行・制作者】齋藤清次郎

14211 逐次刊行物 【資料名】白樺，合本ー32，第10年10月号第12月号 【著・作者】齋藤清次郎 【発行年月日】大正8年
【発行・制作所】白樺社，岩波ブックサービスセンター
【発行・制作所住所】東京市外澁谷町下澁谷三七二番地小
泉鐵方(白樺社） 【発行・制作者】齋藤清次郎

14212 逐次刊行物 【資料名】白樺，合本ー33，第11年1月号第3月号 【著・作者】齋藤清次郎 【発行年月日】大正9年
【発行・制作所】白樺社，岩波ブックサービスセンター
【発行・制作所住所】東京市外澁谷町下澁谷三七二番地小
泉鐵方(白樺社） 【発行・制作者】齋藤清次郎

14213 逐次刊行物 【資料名】白樺，合本ー34，第11年4月号第7月号 【著・作者】齋藤清次郎 【発行年月日】大正9年
【発行・制作所】白樺社，岩波ブックサービスセンター
【発行・制作所住所】東京市外澁谷町下澁谷三七二番地小
泉鐵方(白樺社） 【発行・制作者】齋藤清次郎



14214 逐次刊行物 【資料名】白樺，合本ー35，第11年8月号第12月号 【著・作者】齋藤清次郎 【発行年月日】大正9年
【発行・制作所】白樺社，岩波ブックサービスセンター
【発行・制作所住所】東京市外澁谷町下澁谷三七二番地小
泉鐵方(白樺社） 【発行・制作者】齋藤清次郎

14215 逐次刊行物 【資料名】白樺，合本ー36，第12年1月号第6月号 【著・作者】齋藤清次郎 【発行年月日】大正10年
【発行・制作所】白樺社，岩波ブックサービスセンター
【発行・制作所住所】東京市外澁谷町下澁谷三七二番地小
泉鐵方(白樺社） 【発行・制作者】齋藤清次郎

14216 逐次刊行物 【資料名】白樺，合本ー37，第12年7月号第12月号 【著・作者】齋藤清次郎 【発行年月日】大正10年
【発行・制作所】白樺社，岩波ブックサービスセンター
【発行・制作所住所】東京市外澁谷町下澁谷三七二番地小
泉鐵方(白樺社） 【発行・制作者】齋藤清次郎

14217 逐次刊行物 【資料名】白樺，合本ー38，第13年1月号第6月号 【著・作者】齋藤清次郎 【発行年月日】大正11年
【発行・制作所】白樺社，岩波ブックサービスセンター
【発行・制作所住所】東京市外澁谷町下澁谷三七二番地小
泉鐵方(白樺社） 【発行・制作者】齋藤清次郎

14218 逐次刊行物 【資料名】白樺，合本ー39，第13年7月号第12月号 【著・作者】齋藤清次郎 【発行年月日】大正11年
【発行・制作所】白樺社，岩波ブックサービスセンター
【発行・制作所住所】東京市外澁谷町下澁谷三七二番地小
泉鐵方(白樺社） 【発行・制作者】齋藤清次郎

14219 逐次刊行物 【資料名】白樺，合本ー40，第14年1月号第4月号 【著・作者】齋藤清次郎，*宮坂榮一 【発行年月日】大正12年

【発行・制作所】白樺社，岩波ブックサービスセンター
【発行・制作所住所】*東京市神田區錦町一丁目十番地佛蘭
西書院内（白樺社） 【発行・制作者】齋藤清次郎，*宮坂
榮一

14220 逐次刊行物 【資料名】白樺，合本ー41，第14年5月号第8月号 【著・作者】宮坂榮一 【発行年月日】大正12年
【発行・制作所】白樺社，岩波ブックサービスセンター
【発行・制作所住所】東京市神田區錦町一丁目十番地佛蘭
西書院内（白樺社） 【発行・制作者】宮坂榮一

15862 逐次刊行物
【資料名】国文学 解釈と鑑賞 別冊 「生命」で読む20世紀
日本文芸

【著・作者】鈴木貞美 【発行年月日】平成8年2月10日
【発行・制作所】至文堂 【発行・制作所住所】東京都新宿
区西五軒町4ー2 【発行・制作者】黒河内平

2420 逐次刊行物
【資料名】復刻版 生長する星の群 第1巻 第1回配本（第1巻
～第3巻）

【発行年月日】平成1年9月30日
【発行・制作所】不二出版株式会社 【発行・制作所住所】
東京都文京区向丘1-2-12 【発行・制作者】船橋治

2421 逐次刊行物
【資料名】復刻版 生長する星の群 第2巻 第1回配本（第1巻
～第3巻）

【発行年月日】平成1年9月30日
【発行・制作所】不二出版株式会社 【発行・制作所住所】
東京都文京区向丘1-2-12 【発行・制作者】船橋治

2422 逐次刊行物
【資料名】復刻版 生長する星の群 第3巻 第1回配本（第1巻
～第3巻）

【発行年月日】平成1年9月30日
【発行・制作所】不二出版株式会社 【発行・制作所住所】
東京都文京区向丘1-2-12 【発行・制作者】船橋治

2423 逐次刊行物
【資料名】復刻版 生長する星の群 第4巻 第2回配本（第4巻
～第6巻）

【発行年月日】平成2年1月10日
【発行・制作所】不二出版株式会社 【発行・制作所住所】
東京都文京区向丘1-2-12 【発行・制作者】船橋治

2424 逐次刊行物
【資料名】復刻版 生長する星の群 第5巻 第2回配本（第4巻
～第6巻）

【発行年月日】平成2年1月10日
【発行・制作所】不二出版株式会社 【発行・制作所住所】
東京都文京区向丘1-2-12 【発行・制作者】船橋治

2425 逐次刊行物
【資料名】復刻版 生長する星の群 第6巻 第2回配本（第4巻
～第6巻）

【発行年月日】平成2年1月10日
【発行・制作所】不二出版株式会社 【発行・制作所住所】
東京都文京区向丘1-2-12 【発行・制作者】船橋治

2426 逐次刊行物
【資料名】復刻版 生長する星の群 第7巻 第3回配本（第7巻
～第10巻別冊1）

【発行年月日】平成2年4月25日
【発行・制作所】不二出版株式会社 【発行・制作所住所】
東京都文京区向丘1-2-12 【発行・制作者】船橋治

2427 逐次刊行物
【資料名】復刻版 生長する星の群 第8巻 第3回配本（第7巻
～第10巻別冊1）

【発行年月日】平成2年4月25日
【発行・制作所】不二出版株式会社 【発行・制作所住所】
東京都文京区向丘1-2-12 【発行・制作者】船橋治

2428 逐次刊行物
【資料名】復刻版 生長する星の群改題誌『人間生活』 第9
巻 第3回配本（第7巻～第10巻別冊1）

【発行年月日】平成2年4月25日
【発行・制作所】不二出版（株） 【発行・制作所住所】東
京都文京区向丘1ー2ー12 【発行・制作者】船橋治

2429 逐次刊行物
【資料名】復刻版 生長する星の群改題誌『人間生活』（合
本） 第10巻

【発行年月日】平成2年4月25日
【発行・制作所】不二出版（株） 【発行・制作所住所】東
京都文京区向丘1ー2ー12 【発行・制作者】船橋治

2957 逐次刊行物 【資料名】大正文学史，座談会
【発行年月日】昭和40年4月20日 【発行年月日】昭和40年
4月20日

【発行・制作所】岩波書店 【発行・制作所住所】東京都千
代田区神田一ツ橋二丁目三番地 【発行・制作者】岩波雄二
郎



6910-1988 逐次刊行物 【資料名】新しき村（合本）第40巻第1第12号 【著・作者】渡辺兼次郎
【発行年月日】昭和63年12月1日 【発行年月日】昭和63年
12月1日

【発行・制作所】新しき村 【発行・制作所住所】埼玉県入
間郡毛呂山町葛貫423 【発行・制作者】渡辺貫二

4329 逐次刊行物 【資料名】復刻版 新しき村 第一巻（合本） 【発行年月日】昭和63年6月25日
【発行・制作所】不二出版（株） 【発行・制作所住所】東
京都文京区向丘1ー2ー12 【発行・制作者】船橋治

4330 逐次刊行物 【資料名】復刻版 新しき村 第二巻（合本） 【発行年月日】昭和63年6月25日
【発行・制作所】不二出版（株） 【発行・制作所住所】東
京都文京区向丘1ー2ー12 【発行・制作者】船橋治

4331 逐次刊行物 【資料名】復刻版 新しき村 第三巻（合本） 【発行年月日】昭和63年6月25日
【発行・制作所】不二出版（株） 【発行・制作所住所】東
京都文京区向丘1ー2ー12 【発行・制作者】船橋治

4332 逐次刊行物 【資料名】復刻版 新しき村 第四巻（合本） 【発行年月日】昭和63年6月25日
【発行・制作所】不二出版（株） 【発行・制作所住所】東
京都文京区向丘1ー2ー12 【発行・制作者】船橋治

4333 逐次刊行物 【資料名】復刻版 新しき村 第五巻（合本） 【発行年月日】昭和63年6月25日
【発行・制作所】不二出版（株） 【発行・制作所住所】東
京都文京区向丘1ー2ー12 【発行・制作者】船橋治

4334 逐次刊行物 【資料名】復刻版 新しき村 第六巻（合本） 【発行年月日】昭和63年6月25日
【発行・制作所】不二出版（株） 【発行・制作所住所】東
京都文京区向丘1ー2ー12 【発行・制作者】船橋治

6769 逐次刊行物
【資料名】現代日本美術全集 4，村上華岳・土田麦僊 【シ
リーズ名】現代日本美術全集

【著・作者】座右宝刊行会 【発行年月日】昭和47年4月25日
【発行・制作所】集英社 【発行・制作所住所】東京都千代
田区一ツ橋2-5-10 【発行・制作者】陶山巌

6772 逐次刊行物
【資料名】現代日本美術全集 5，小林古徑 【シリーズ名】
現代日本美術全集

【著・作者】座右宝刊行会 【発行年月日】昭和46年12月25日
【発行・制作所】集英社 【発行・制作所住所】東京都千代
田区一ツ橋2-5-10 【発行・制作者】陶山巌

6886 逐次刊行物 【資料名】この道（合本） 昭和35年
6887 逐次刊行物 【資料名】この道（合本） 昭和36年
6888 逐次刊行物 【資料名】この道（合本） 昭和37年
6889 逐次刊行物 【資料名】この道（合本） 昭和38年
6890 逐次刊行物 【資料名】この道（合本） 昭和39年
6891 逐次刊行物 【資料名】この道（合本） 昭和40年
6892 逐次刊行物 【資料名】この道（合本） 昭和41年
6893 逐次刊行物 【資料名】この道（合本） 昭和42年
6894 逐次刊行物 【資料名】この道（合本） 昭和43年
6895 逐次刊行物 【資料名】この道（合本） 昭和44年
6896 逐次刊行物 【資料名】この道（合本） 昭和45年
6897 逐次刊行物 【資料名】この道新しき村（合本） 昭和49年
6898 逐次刊行物 【資料名】この道（合本） 昭和46年
6899 逐次刊行物 【資料名】この道（合本） 昭和47年
6900 逐次刊行物 【資料名】この道（合本） 昭和48年
6901 逐次刊行物 【資料名】この道（合本）
6903 逐次刊行物 【資料名】新しき村（合本） 昭和50年
6904 逐次刊行物 【資料名】新しき村（合本） 昭和51年
6905 逐次刊行物 【資料名】新しき村（合本） 昭和52年
6906 逐次刊行物 【資料名】新しき村（合本） 昭和53年
6907 逐次刊行物 【資料名】新しき村（合本） 昭和54年
6908 逐次刊行物 【資料名】新しき村（合本） 昭和55年
6909 逐次刊行物 【資料名】新しき村（合本） 昭和56年
6910 逐次刊行物 【資料名】新しき村（合本） 昭和57年

6910-1993 逐次刊行物 【資料名】新しき村，第四十五巻第1号第12号（合本） 【著・作者】寺島洋 【発行年月日】平成5年12月1日
【発行・制作所】新しき村 【発行・制作所住所】埼玉県入
間郡毛呂山町葛貫423 【発行・制作者】渡辺貫二

8526 逐次刊行物
【資料名】こんなに面白い上野公園，とんぼの本 【シリー
ズ名】とんぼの本

【著・作者】林丈二
【発行・制作所】新潮社 【発行・制作所住所】東京都新宿
区矢来町七一 【発行・制作者】佐藤亮一

26807 逐次刊行物 【資料名】別冊国文学No.44 新・現代文学研究必携 【著・作者】竹盛天雄 他（編集） 【発行年月日】平成4年11月10日
【発行・制作所】（株）學燈社 【発行・制作所住所】東京
都西早稲田3-5-10 【発行・制作者】清水孝一



26868 逐次刊行物 【資料名】心,第23巻11月特輯號 【著・作者】武者小路實篤 【発行年月日】昭和45年11月1日
【発行・制作所】生成会 【発行・制作所住所】東京都三鷹
市井の頭3-24-16 【発行・制作者】武者小路實篤

26869 逐次刊行物 【資料名】心,第23巻12月號 【著・作者】武者小路實篤 【発行年月日】昭和45年12月1日
【発行・制作所】生成会 【発行・制作所住所】東京都三鷹
市井の頭3-24-16 【発行・制作者】武者小路實篤

26870 逐次刊行物 【資料名】心,第24巻新年號 【著・作者】武者小路實篤 【発行年月日】昭和46年1月1日
【発行・制作所】生成会 【発行・制作所住所】東京都三鷹
市井の頭3-24-16 【発行・制作者】武者小路實篤

26871 逐次刊行物 【資料名】心,第24巻2月號 【著・作者】武者小路實篤 【発行年月日】昭和46年2月1日
【発行・制作所】生成会 【発行・制作所住所】東京都三鷹
市井の頭3-24-16 【発行・制作者】武者小路實篤

26872 逐次刊行物 【資料名】心,第24巻3月號 【著・作者】武者小路實篤 【発行年月日】昭和46年3月1日
【発行・制作所】生成会 【発行・制作所住所】東京都三鷹
市井の頭3-24-16 【発行・制作者】武者小路實篤

26873 逐次刊行物 【資料名】心,第24巻4月號 【著・作者】武者小路實篤 【発行年月日】昭和46年4月1日
【発行・制作所】生成会 【発行・制作所住所】東京都三鷹
市井の頭3-24-16

26874 逐次刊行物 【資料名】心,第24巻6月號 【著・作者】武者小路實篤 【発行年月日】昭和46年6月1日
【発行・制作所】生成会 【発行・制作所住所】東京都三鷹
市井の頭3-24-16 【発行・制作者】武者小路實篤

26875 逐次刊行物 【資料名】心,第24巻7月號 【著・作者】武者小路實篤 【発行年月日】昭和46年7月1日
【発行・制作所】生成会 【発行・制作所住所】東京都三鷹
市井の頭3-24-16 【発行・制作者】武者小路實篤

26876 逐次刊行物 【資料名】心,第24巻8月號 【著・作者】武者小路實篤 【発行年月日】昭和46年8月1日
【発行・制作所】生成会 【発行・制作所住所】東京都三鷹
市井の頭3-24-16

26877 逐次刊行物 【資料名】心,第24巻9月號 【著・作者】武者小路實篤 【発行年月日】昭和46年9月1日
【発行・制作所】生成会 【発行・制作所住所】東京都三鷹
市井の頭3-24-16 【発行・制作者】武者小路實篤

26878 逐次刊行物 【資料名】心,第24巻11月號 【著・作者】武者小路實篤 【発行年月日】昭和46年11月1日
【発行・制作所】生成会 【発行・制作所】東京都三鷹市井
の頭3-24-16 【発行・制作者】武者小路實篤

26879 逐次刊行物 【資料名】心,第24巻12月號 【著・作者】武者小路實篤 【発行年月日】昭和46年12月1日
【発行・制作所】生成会 【発行・制作所住所】東京都三鷹
市井の頭3-24-16 【発行・制作者】武者小路實篤

26880 逐次刊行物 【資料名】心,第25巻新年號 【著・作者】武者小路實篤 【発行年月日】昭和47年1月1日
【発行・制作所】生成会 【発行・制作所住所】東京都三鷹
市井の頭3-24-16 【発行・制作者】武者小路實篤

26881 逐次刊行物 【資料名】心,第25巻2月號 【著・作者】武者小路實篤 【発行年月日】昭和47年2月1日
【発行・制作所】生成会 【発行・制作所住所】東京都三鷹
市井の頭3-24-16 【発行・制作者】武者小路實篤

26882 逐次刊行物 【資料名】心,第25巻3月號 【著・作者】武者小路實篤 【発行年月日】昭和47年3月1日
【発行・制作所】生成会 【発行・制作所住所】東京都三鷹
市井の頭3-24-16 【発行・制作者】武者小路實篤

26883 逐次刊行物 【資料名】心,第25巻4月號 【著・作者】武者小路實篤 【発行年月日】昭和47年4月1日
【発行・制作所】生成会 【発行・制作所住所】東京都三鷹
市井の頭3-24-16 【発行・制作者】武者小路實篤

26884 逐次刊行物 【資料名】心,第25巻5月號 【著・作者】武者小路實篤 【発行年月日】昭和47年5月1日
【発行・制作所】生成会 【発行・制作所住所】東京都三鷹
市井の頭3-24-16 【発行・制作者】武者小路實篤

26885 逐次刊行物 【資料名】心,第25巻6月號 【著・作者】武者小路實篤 【発行年月日】昭和47年6月1日
【発行・制作所】生成会 【発行・制作所住所】東京都三鷹
市井の頭3-24-16 【発行・制作者】武者小路實篤

26886 逐次刊行物 【資料名】心 第25周年7月特輯號 【著・作者】武者小路実篤 【発行年月日】昭和47年7月1日
【発行・制作所】生成会 【発行・制作所住所】東京都三鷹
市井の頭3-24-16

26887 逐次刊行物 【資料名】心 第25巻8月號 【著・作者】武者小路実篤 【発行年月日】昭和47年8月1日
【発行・制作所】生成会 【発行・制作所住所】東京都三鷹
市井の頭3-24-16

26888 逐次刊行物 【資料名】心 第27巻5月號 【著・作者】武者小路実篤 【発行年月日】昭和49年5月1日
【発行・制作所】生成会 【発行・制作所住所】東京都三鷹
市井の頭3-24-16

26889 逐次刊行物 【資料名】心 第27巻6月號 【著・作者】武者小路実篤 【発行年月日】昭和49年6月1日
【発行・制作所】生成会 【発行・制作所住所】東京都三鷹
市井の頭3-24-16

26890 逐次刊行物 【資料名】心 第27巻7月號 【著・作者】武者小路実篤 【発行年月日】昭和49年7月1日
【発行・制作所】生成会 【発行・制作所住所】東京都三鷹
市井の頭3-24-16

26891 逐次刊行物 【資料名】心 第27巻8月號 【著・作者】武者小路実篤 【発行年月日】昭和49年8月1日
【発行・制作所】生成会 【発行・制作所住所】東京都三鷹
市井の頭3-24-16



26892 逐次刊行物 【資料名】心,第28巻新年號 【著・作者】武者小路實篤 【発行年月日】昭和50年1月1日
【発行・制作所】生成会 【発行・制作所住所】東京都三鷹
市井の頭3-24-16 【発行・制作者】武者小路實篤

26893 逐次刊行物 【資料名】心,第28巻2月號 【著・作者】武者小路實篤 【発行年月日】昭和50年2月1日
【発行・制作所】生成会 【発行・制作所住所】東京都三鷹
市井の頭3-24-16 【発行・制作者】武者小路實篤

26894 逐次刊行物 【資料名】心,第28巻3月號 【著・作者】武者小路實篤 【発行年月日】昭和50年3月1日
【発行・制作所】生成会 【発行・制作所住所】東京都三鷹
市井の頭3-24-16 【発行・制作者】武者小路實篤

26895 逐次刊行物 【資料名】心,第28巻4月號 【著・作者】武者小路實篤 【発行年月日】昭和50年4月1日
【発行・制作所】生成会 【発行・制作所住所】東京都三鷹
市井の頭3-24-16 【発行・制作者】武者小路實篤

26896 逐次刊行物 【資料名】心,第28巻9月號 【著・作者】武者小路實篤 【発行年月日】昭和50年9月1日
【発行・制作所】生成会 【発行・制作所住所】東京都三鷹
市井の頭3-24-16 【発行・制作者】武者小路實篤

26897 逐次刊行物 【資料名】心,第28巻10月號 【著・作者】武者小路實篤 【発行年月日】昭和50年10月1日
【発行・制作所】生成会 【発行・制作所住所】東京都三鷹
市井の頭3-24-16 【発行・制作者】武者小路實篤

26898 逐次刊行物 【資料名】心,第28巻11月特輯號 【著・作者】武者小路實篤 【発行年月日】昭和50年11月1日
【発行・制作所】生成会 【発行・制作所住所】東京都三鷹
市井の頭3-24-16 【発行・制作者】武者小路實篤

26899 逐次刊行物 【資料名】心,第28巻12月號 【著・作者】武者小路實篤 【発行年月日】昭和50年12月1日
【発行・制作所】生成会 【発行・制作所住所】東京都三鷹
市井の頭3-24-16 【発行・制作者】武者小路實篤

26900 逐次刊行物 【資料名】心,第29巻新年號 【著・作者】武者小路實篤 【発行年月日】昭和51年1月1日
【発行・制作所】生成会 【発行・制作所住所】東京都三鷹
市井の頭3-24-16 【発行・制作者】武者小路實篤

26901 逐次刊行物 【資料名】心,第29巻2月號 【著・作者】武者小路實篤 【発行年月日】昭和51年2月1日
【発行・制作所】生成会 【発行・制作所住所】東京都三鷹
市井の頭3-24-16 【発行・制作者】武者小路實篤

26902 逐次刊行物 【資料名】心,第29巻3月號 【著・作者】武者小路實篤 【発行年月日】976/3/1
【発行・制作所】生成会 【発行・制作所住所】東京都三鷹
市井の頭3-24-16 【発行・制作者】武者小路實篤

26903 逐次刊行物 【資料名】心,第29巻4月號 【著・作者】武者小路實篤 【発行年月日】昭和51年4月1日
【発行・制作所】生成会 【発行・制作所住所】東京都三鷹
市井の頭3-24-16 【発行・制作者】武者小路實篤

26904 逐次刊行物 【資料名】心,第29巻5月號 【著・作者】武者小路實篤 【発行年月日】昭和51年5月1日
【発行・制作所】生成会 【発行・制作所住所】東京都三鷹
市井の頭3-24-16 【発行・制作者】武者小路實篤

26905 逐次刊行物 【資料名】心,第29巻6月號 【著・作者】武者小路實篤 【発行年月日】昭和51年6月1日
【発行・制作所】生成会 【発行・制作所住所】東京都三鷹
市井の頭3-24-16 【発行・制作者】武者小路實篤

26906 逐次刊行物 【資料名】心,第30巻新年號 【著・作者】武者小路實篤 【発行年月日】昭和52年1月1日
【発行・制作所】生成会 【発行・制作所住所】東京都三鷹
市井の頭3-24-16 【発行・制作者】武者小路實篤

26907 逐次刊行物 【資料名】心,第30巻2月號 【著・作者】武者小路實篤 【発行年月日】昭和52年2月1日
【発行・制作所】生成会 【発行・制作所住所】東京都三鷹
市井の頭3-24-16 【発行・制作者】武者小路實篤

26908 逐次刊行物 【資料名】心,第30巻3月號 【著・作者】武者小路實篤 【発行年月日】昭和52年3月1日
【発行・制作所】生成会 【発行・制作所住所】東京都三鷹
市井の頭3-24-16 【発行・制作者】武者小路實篤

26910 逐次刊行物 【資料名】心,第30巻5月號 【著・作者】武者小路實篤 【発行年月日】昭和52年5月1日
【発行・制作所】生成会 【発行・制作所住所】東京都三鷹
市井の頭3-24-16 【発行・制作者】武者小路實篤

26911 逐次刊行物 【資料名】心,第30巻6月號 【著・作者】武者小路實篤 【発行年月日】昭和52年6月1日
【発行・制作所】生成会 【発行・制作所住所】東京都三鷹
市井の頭3-24-16 【発行・制作者】武者小路實篤

26909 逐次刊行物 【資料名】心,第30巻4月號 【著・作者】武者小路實篤 【発行年月日】昭和52年4月1日
【発行・制作所】生成会 【発行・制作所住所】東京都三鷹
市井の頭3-24-16 【発行・制作者】武者小路實篤

26912 逐次刊行物 【資料名】心,第30巻7月號 【著・作者】武者小路實篤 【発行年月日】昭和52年7月1日
【発行・制作所】生成会 【発行・制作所住所】東京都三鷹
市井の頭3-24-16 【発行・制作者】武者小路實篤

26913 逐次刊行物 【資料名】心,第30巻8月號 【著・作者】武者小路實篤 【発行年月日】昭和52年8月1日
【発行・制作所】生成会 【発行・制作所住所】東京都三鷹
市井の頭3-24-16 【発行・制作者】武者小路實篤

26914 逐次刊行物 【資料名】心,第31巻新年號 【著・作者】串田孫一 【発行年月日】昭和53年1月1日
【発行・制作所】生成会 【発行・制作所住所】東京都千代
田区4番町4-3 【発行・制作者】串田孫一

26915 逐次刊行物 【資料名】心,第31巻2月號 【著・作者】串田孫一 【発行年月日】昭和53年2月1日
【発行・制作所】生成会 【発行・制作所住所】東京都千代
田区4番町4-3 【発行・制作者】串田孫一



26916 逐次刊行物 【資料名】心,第31巻3月號 【著・作者】串田孫一 【発行年月日】昭和53年3月1日
【発行・制作所】生成会 【発行・制作所住所】東京都千代
田区4番町4-3 【発行・制作者】串田孫一

26917 逐次刊行物 【資料名】心,第31巻4月號 【著・作者】串田孫一 【発行年月日】昭和53年4月1日
【発行・制作所住所】生成会 【発行・制作所住所】東京都
千代田区4番町4-3 【発行・制作者】串田孫一

26918 逐次刊行物 【資料名】心,第31巻5月號 【著・作者】串田孫一 【発行年月日】昭和53年5月1日
【発行・制作所】生成会 【発行・制作所住所】東京都千代
田区4番町4-3 【発行・制作者】串田孫一

26919 逐次刊行物 【資料名】心,第31巻6月號 【著・作者】串田孫一 【発行年月日】昭和53年6月1日
【発行・制作所】生成会 【発行・制作所住所】東京都千代
田区4番町4-3 【発行・制作者】串田孫一

26920 逐次刊行物 【資料名】心,第31巻7月號 【著・作者】串田孫一 【発行年月日】昭和53年7月1日
【発行・制作所】生成会 【発行・制作所住所】東京都千代
田区4番町4-3 【発行・制作者】串田孫一

26921 逐次刊行物 【資料名】心,第31巻8月號 【著・作者】串田孫一 【発行年月日】昭和53年8月1日
【発行・制作所】生成会 【発行・制作所住所】東京都千代
田区4番町4-3 【発行・制作者】串田孫一

26922 逐次刊行物 【資料名】心,第31巻9月號 【著・作者】串田孫一 【発行年月日】昭和53年9月1日
【発行・制作所】生成会 【発行・制作所住所】東京都千代
田区四番町4 【発行・制作者】串田孫一

26923 逐次刊行物 【資料名】心,第31巻10月號 【著・作者】串田孫一 【発行年月日】昭和53年10月1日
【発行・制作所】生成会 【発行・制作所住所】東京都千代
田区四番町4 【発行・制作者】串田孫一

26924 逐次刊行物 【資料名】心,第31巻11月號 【著・作者】串田孫一 【発行年月日】昭和53年11月1日
【発行・制作所】生成会 【発行・制作所】東京都千代田区
四番町4 【発行・制作者】串田孫一

26925 逐次刊行物 【資料名】心,第31巻12月號 【著・作者】串田孫一 【発行年月日】昭和53年12月1日
【発行・制作所】生成会 【発行・制作所住所】東京都千代
田区四番町4 【発行・制作者】串田孫一

26926 逐次刊行物 【資料名】心,第33巻7月號 【著・作者】串田孫一 【発行年月日】昭和55年7月1日
【発行・制作所】心編集委員会 【発行・制作所住所】東京
都千代田区四番町4 【発行・制作者】串田孫一

26927 逐次刊行物 【資料名】心,第33巻8月號 【著・作者】串田孫一 【発行年月日】昭和55年8月1日
【発行・制作所】心編集委員会 【発行・制作所住所】東京
都千代田区四番町4 【発行・制作者】串田孫一

26928 逐次刊行物 【資料名】心,第33巻9月號 【著・作者】串田孫一 【発行年月日】昭和55年9月1日
【発行・制作所】心編集委員会 【発行・制作所住所】東京
都千代田区四番町4 【発行・制作者】串田孫一

26929 逐次刊行物 【資料名】心,第33巻10月號 【著・作者】串田孫一 【発行年月日】昭和55年10月1日
【発行・制作所】心編集委員会 【発行・制作所住所】東京
都千代田区四番町4 【発行・制作者】串田孫一

26930 逐次刊行物 【資料名】心,第33巻11月號 【著・作者】串田孫一 【発行年月日】昭和55年11月1日
【発行・制作所】心編集委員会 【発行・制作所住所】東京
都千代田区四番町4 【発行・制作者】串田孫一

26931 逐次刊行物 【資料名】心,第33巻12月號 【著・作者】串田孫一 【発行年月日】昭和55年12月1日
【発行・制作所】心編集委員会 【発行・制作所住所】東京
都千代田区四番町4 【発行・制作者】串田孫一

27499 逐次刊行物 【資料名】国文学解釈と鑑賞第72巻第4号 【著・作者】川上潤 【発行年月日】平成19年4月1日
【発行・制作所】至文堂 【発行・制作所住所】東京都新宿
区西五軒町4-2

28909 逐次刊行物 【資料名】国文学解釈と鑑賞 平成20年4月号第73巻4号 【著・作者】米澤泰治

29713 逐次刊行物 【資料名】大原美術館紀要 第3号 【著・作者】大原美術館 【発行年月日】平成21年12月23日
【発行・制作所】大原美術館 【発行・制作所住所】岡山県
倉敷市中央1-1-15

6910-1990 逐次刊行物 【資料名】新しき村（合本）42巻1号～12号
6910-1987 逐次刊行物 【資料名】新しき村（合本）第39巻第1第12号
6910-1992 逐次刊行物 【資料名】新しき村（合本）44巻1号～12号
6910-2004 逐次刊行物 【資料名】新しき村（合本）56巻1号～12号
6910-2005 逐次刊行物 【資料名】新しき村（合本）57巻1号～12号
6910-2006 逐次刊行物 【資料名】新しき村（合本）58巻1号～12号
6910-2001 逐次刊行物 【資料名】新しき村（合本）53巻1号～12号
6910-2002 逐次刊行物 【資料名】新しき村（合本）54巻1号～12号
6910-2003 逐次刊行物 【資料名】新しき村（合本）55巻1号～12号
6910-1998 逐次刊行物 【資料名】新しき村（合本）50巻1号～12号
6910-1999 逐次刊行物 【資料名】新しき村（合本）51巻1号～12号



6910-2000 逐次刊行物 【資料名】新しき村（合本）52巻1号～12号
6910-1997 逐次刊行物 【資料名】新しき村（合本）49巻1号～12号
6910-1996 逐次刊行物 【資料名】新しき村（合本）48巻1号～12号
6910-1995 逐次刊行物 【資料名】新しき村（合本）47巻1号～12号
6910-1994 逐次刊行物 【資料名】新しき村（合本）46巻1号～12号
6910-1989 逐次刊行物 【資料名】新しき村（合本）41巻1号～12号
6910-1991 逐次刊行物 【資料名】新しき村（合本）43巻1号～12号
6910-2007 逐次刊行物 【資料名】新しき村（合本）59巻1号～12号
6910-2008 逐次刊行物 【資料名】新しき村（合本）60巻1号～12号
6910-2009 逐次刊行物 【資料名】新しき村（合本）61巻1号～12号
6910-1986 逐次刊行物 【資料名】新しき村（合本）第38巻第1第12号
6910-1985 逐次刊行物 【資料名】新しき村（合本）第37巻第1第12号
6910-1984 逐次刊行物 【資料名】新しき村（合本）第36巻第1第12号

33532 逐次刊行物 【資料名】週刊 名画の秘密 第4号 【発行年月日】2015年7月21日
【発行・制作所】デアゴスティーニ・ジャパン 【発行・制
作所住所】東京都中央区晴海1-8-12

35280 逐次刊行物
【資料名】ダ・ヴィンチ No 306 2019 OCTOBER 第26巻
第10号 通巻306号

【発行年月日】令和1年10月6日
【発行・制作所】KADOKAWA 【発行・制作所住所】東京
都千代田区富士見2ー13ー3

35354 逐次刊行物 【資料名】新しき村 第72巻 第1号 【発行年月日】令和2年1月1日
【発行・制作所】新しき村 【発行・制作所住所】埼玉県入
間郡毛呂山町葛貫423

35396 逐次刊行物 【資料名】新しき村 第72巻 第2号 【発行年月日】令和2年4月1日
【発行・制作所】新しき村 【発行・制作所住所】埼玉県入
間郡毛呂山町葛貫423

35426 逐次刊行物 【資料名】新しき村 第72巻 第3号 【発行年月日】令和2年7月1日
【発行・制作所】新しき村 【発行・制作所住所】埼玉県入
間郡毛呂山町葛貫423

35513 逐次刊行物 【資料名】新しき村 第72巻 第4号 【発行年月日】令和2年10月1日
【発行・制作所】新しき村 【発行・制作所住所】埼玉県入
間郡毛呂山町葛貫423

14164 印刷物
【資料名】志賀直哉の空想美術館，文豪と美の交遊，特別
展

【発行年月日】平成8年10月12日 【発行年月日】平成8年
10月12日

【発行・制作所】奈良県立美術館 【発行・制作所住所】奈
良市登大路町一〇-六

14860 印刷物 【資料名】柳宗悦展，「平常」の美「日常」の神秘 【著・作者】三重県立美術館 【発行年月日】平成9年7月9日
【発行・制作所】三重県立美術館協力会 【発行・制作所住
所】津市大谷町11 【発行・制作者】三重県立美術館協力会

15104 印刷物
【資料名】中川孝収集・実篤文庫目録，県立神奈川近代文
学館収蔵文庫目録9 【シリーズ名】県立神奈川近代文学館
収蔵文庫目録9

【著・作者】（財）神奈川文学振興会 【発行年月日】1998年4月28日

【発行・制作所】県立神奈川近代文学館，（財）神奈川文
学振興会 【発行・制作所住所】横浜市中区山手町110 【発
行・制作者】県立神奈川近代文学館，（財）神奈川文学振
興会

29153 印刷物
【資料名】新しき村 ニウス 大正九年第十三年（コピー製
本）

【著・作者】新しき村 【発行年月日】1920～1924 【発行・制作所】新しき村

29374 印刷物 【資料名】『白樺』誕生100年 白樺派の愛した美術
【著・作者】京都文化博物館 【著・作者】宇都宮美術館
【著・作者】（財）ひろしま美術館 【著・作者】神奈川県
立近代美術館 【著・作者】読売新聞大阪本社

【発行年月日】平成21年6月1日 【発行・制作所】読売新聞大阪本社

26692 印刷物 【資料名】武者小路実篤と新しき村 図録 【著・作者】さいたま文学館（編集） 【発行年月日】平成18年9月25日
【発行・制作所】さいたま文学館 【発行・制作所住所】埼
玉県桶川市若宮1-5-9

7153 印刷物
【資料名】生誕百年 武者小路実篤と白樺美術展 別冊 神奈
川と白樺

【著・作者】欠
【発行・制作所】神奈川文学振興会 【発行・制作所住所】
横浜市中区山手町一一〇

7152 印刷物 【資料名】「白樺」と大正期の美術展 【著・作者】東京都美術館 （編） 【発行年月日】1977年6月25日
【発行・制作所】東京都美術館 【発行・制作所住所】東京
都台東区上野公園8番36号

31751 印刷物 【資料名】岸田吟香・劉生・麗子ー知られざる精神の系譜
【著・作者】世田谷美術館 【著・作者】岡山県立美術館
【著・作者】毎日新聞社

【発行年月日】2014/ 【発行・制作所】毎日新聞社

34240 印刷物
【資料名】椿貞雄 歿後60年 師・劉生、そして家族ととも
に

【発行年月日】2017年6月7日
【発行・制作所】千葉市美術館 【発行・制作所住所】千葉
市中央区中央3-10-8



閲覧1 図書 【資料名】私の貝殻 【著・作者】武者小路実篤 【発行年月日】1962年1月20日 【発行・制作所】池田書店

閲覧2 図書
【資料名】大正の作家たち【シリーズ名】新 日本文壇史 第
二巻

【著・作者】川西政明 【発行年月日】2010年5月17日 【発行・制作所】岩波書店

閲覧3 印刷物
【資料名】調布市・崖線樹木地ガイドマップもりのちず
（入間町・若葉町編）

【発行年月日】平成28年3月 【発行・制作所】調布市環境部環境政策課

閲覧4 図書 【資料名】山渓フィールドブックス野鳥 【発行・制作所】山と渓谷社
閲覧5 図書 【資料名】身近な樹木 葉、花、樹形でわかる400種 【発行・制作所】主婦の友社
閲覧6 図書 【資料名】子どものための調布市の歴史 【発行・制作所】調布市立図書館
閲覧7 図書 【資料名】日本の美術 水墨画 【著・作者】河野元昭（監修） 【発行年月日】2002年 【発行・制作所】美術年鑑社
閲覧8 図書 【資料名】写真で見る 100年前の日本〈1〉暮らし 【発行年月日】2015年 【発行・制作所】マール社
閲覧9 図書 【資料名】写真で見る 100年前の日本〈2〉風景 【発行年月日】2015年 【発行・制作所】マール社

閲覧10 逐次刊行物 【資料名】心,第24巻5月號 【著・作者】武者小路實篤 【発行年月日】昭和46年5月1日
【発行・制作所】生成会 【発行・制作所住所】東京都三鷹
市井の頭3-24-16 【発行・制作者】武者小路實篤

閲覧11 逐次刊行物 【資料名】心,第24巻10月號 【著・作者】武者小路實篤 【発行年月日】昭和46年10月1日
【発行・制作所】生成会 【発行・制作所住所】東京都三鷹
市井の頭3-24-16 【発行・制作者】武者小路實篤

閲覧12 逐次刊行物 【資料名】新しき村（合本） 昭和58年

このほか、当館発行物をご覧いただけます。


