
2014/04/10新居浜市立図書館(本館) 図書目録リスト
【別置】：I
【分類】：000～099
【配架区分】：泉幸吉文庫

館名 資料ＩＤ タイトル 責任表示 請求記号 出版者
本 0112978500 学問のすすめ 大河内  一男‖ほか著 I002/ｵ 筑摩書房
本 0112353630 C(コンピユータ)&C(コミユニケーシヨン)とソフトウ 小林 宏治‖著 I007/ｺ サイマル出版会
本 0112982960 学生と読書 河合  栄治郎‖編 I019/ｶﾞ 日本評論社
本 0112958489 書斎と読書 三省堂‖編 I019/ｼ 三省堂
本 0112962697 私の読書と人生 清水  幾太郎‖著 I019/ｼ 要書房
本 0112364227 読書人 読むべし 百目鬼 恭三郎‖著 I019/ﾄﾞ 新潮社
本 0112958513 書書周游 萩原  延寿‖著 I019/ﾊ 朝日新聞社
本 0112364183 読書術 エミイル・ファゲ‖著 石川 湧‖訳 I019/ﾌ 春秋社
本 0112364147 読書と人生 三木 清‖著 I019/ﾐ 小山書店
本 0112964686 紙魚繁昌記 続 [内田  魯庵‖著] 斎藤  昌三‖編纂 I020/ｳ 書物展望社
本 0112980980 奇書 岡田  甫‖著 I020/ｵ 有光書房
本 0112960314 書物と世間 桑木  厳翼‖著 I020/ｸ 春秋社松柏館
本 0112958498 書斎随歩 斎藤  昌三‖著 I020/ｻ 書物展望社
本 0112362005 典籍雑考 新村 出‖著 I020/ｼ 筑摩書房
本 0112362014 典籍叢談 新村 出‖著 I020/ｼ 荻原星文館
本 0112358494 本の話 寿岳 文章‖著 I020/ｼﾞ 白凰社
本 0112990540 古書新説 森  銑三‖著 I020/ﾓ 七丈書院
本 0112358485 本の正坐 寿岳 文章‖著 I022/ｼﾞ 芸艸堂
本 0112958452 職場雑話 石川  武美‖著 I023/ｲ 主婦の友社
本 0112365422 中村直勝著書及論文目録 中村直勝博士古稀記念会‖編 I027/ﾅ 中村直勝博士古稀記念会
本 0112973845 一冊の本 [1] 朝日新聞学芸部‖編 I028/ｲ/1 雪華社
本 0112973854 一冊の本 2 朝日新聞学芸部‖編 I028/ｲ/2 雪華社
本 0112350535 世界名著解題 1 柳田 泉‖編 I028/ｾ/1 春秋社
本 0112350544 世界名著解題 2 柳田 泉‖編 I028/ｾ/2 春秋社
本 0112350553 世界名著解題 3 柳田 泉‖編 I028/ｾ/3 春秋社
本 0112962893 私の古典 エコノミスト編集部‖編 I028/ﾜ 毎日新聞社
本 0112356959 時代と文化 安倍 能成‖著 I041/ｱ 岩波書店
本 0112970526 梅原猛全対話 1 梅原  猛‖著 I041/ｳ/1 集英社
本 0112970535 梅原猛全対話 2 梅原  猛‖著 I041/ｳ/2 集英社
本 0112970544 梅原猛全対話 3 梅原 猛‖著 I041/ｳ/3 集英社
本 0112970553 梅原猛全対話 4 梅原  猛‖著 I041/ｳ/4 集英社
本 0112970562 梅原猛全対話 5 梅原 猛‖著 I041/ｳ/5 集英社
本 0112970571 梅原猛全対話 6 梅原  猛‖著 I041/ｳ/6 集英社
本 0112980365 近代の超克 河上  徹太郎‖著者代表 I041/ｶ 創元社
本 0112980178 現代の対話 末川  博‖[ほか]著 I041/ｽ 雄渾社
本 0112961938 生涯一書生 谷川 徹三‖著 I041/ﾀ 岩波書店
本 0113015674 人間を考える 第1巻 松下  幸之助‖著 I041/ﾏ/1 PHP研究所
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本 0112957051 柳田国男対談集 柳田 国男‖著 I041/ﾔ 筑摩書房
本 0112356619 自然 荒垣  秀雄‖[著] I049/ｱ 朝日新聞社
本 0112955623 青年と教養 安倍  能成‖著 I049/ｱ 岩波書店
本 0112962777 私の歩み 安倍  能成‖著 I049/ｱ 要書房
本 0112965934 春風夏雨 岡  潔‖[著] I049/ｵ 毎日新聞社
本 0112367670 日本の味 大山 澄太‖著 I049/ｵ 子文書房
本 0113001527 バスクの星 S・カンドウ‖著 I049/ｶ 東峰書房
本 0112965220 秋風三千里 菊池  貞二‖[著] I049/ｷ 南北社
本 0112354782 痩松園随筆 黒田 亮‖著 I049/ｸ 三省堂
本 0112974407 因縁の糸 左藤  義詮‖著 I049/ｻ 創元社
本 0112357976 梟の目 波多野 承五郎‖著 I049/ﾊ 実業之日本社
本 0112352720 世紀末超文明論 福永 法源‖著 I049/ﾌ アースエイド
本 0112955847 物とこころ 松下  幸之助‖著 千  宗室‖著 I049/ﾏ 読売新聞社
本 0112362737 冬温夏清 宮本  又次‖著 I049/ﾐ [宮本又次]
本 0113004864 ふたたび人間を問う 安田  武‖著 高橋  和巳‖著 I049/ﾔ 雄渾社
本 0112353355 メディアとしての博物館 梅棹 忠夫‖著 I069/ｳ 平凡社
本 0112345016 中国の博物館 1 I069/ﾁ/1 講談社
本 0112345025 中国の博物館 2 I069/ﾁ/2 講談社
本 0112345034 中国の博物館 3 I069/ﾁ/3 講談社
本 0112345043 中国の博物館 4 I069/ﾁ/4 講談社
本 0112345052 中国の博物館 5 I069/ﾁ/5 講談社
本 0112345061 中国の博物館 6 I069/ﾁ/6 講談社
本 0112345070 中国の博物館 7 I069/ﾁ/7 講談社
本 0112345089 中国の博物館 8 I069/ﾁ/8 講談社
本 0112345098 中国の博物館 第2期6 講談社‖編集 文物出版社‖編集 I069/ﾁ/2-6 講談社
本 0112966336 日本の博物館 1 I069/ﾆ 講談社
本 0112952671 世界大思想全集 社会・宗教・科学思想篇  27 I080/ｾ 河出書房
本 0112342965 世界教養全集 1 I080/ｾ/1 平凡社
本 0112342974 世界教養全集 2 I080/ｾ/2 平凡社
本 0112342983 世界教養全集 3 I080/ｾ/3 平凡社
本 0112342992 世界教養全集 4 I080/ｾ/4 平凡社
本 0112343009 世界教養全集 6 I080/ｾ/6 平凡社
本 0112343018 世界教養全集 7 I080/ｾ/7 平凡社
本 0112343036 世界教養全集 8 I080/ｾ/8 平凡社
本 0112343027 世界教養全集 9 I080/ｾ/9 平凡社
本 0112343045 世界教養全集 10 I080/ｾ/10 平凡社
本 0112343054 世界教養全集 11 I080/ｾ/11 平凡社
本 0112343063 世界教養全集 13 I080/ｾ/13 平凡社
本 0112343072 世界教養全集 14 I080/ｾ/14 平凡社
本 0112343081 世界教養全集 15 I080/ｾ/15 平凡社
本 0112343090 世界教養全集 16 I080/ｾ/16 平凡社
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本 0112343107 世界教養全集 17 I080/ｾ/17 平凡社
本 0112343116 世界教養全集 18 I080/ｾ/18 平凡社
本 0112343125 世界教養全集 19 I080/ｾ/19 平凡社
本 0112343134 世界教養全集 20 I080/ｾ/20 平凡社
本 0112343143 世界教養全集 21 I080/ｾ/21 平凡社
本 0112343152 世界教養全集 22 I080/ｾ/22 平凡社
本 0112343161 世界教養全集 23 I080/ｾ/23 平凡社
本 0112343170 世界教養全集 24 I080/ｾ/24 平凡社
本 0112343189 世界教養全集 25 I080/ｾ/25 平凡社
本 0112343198 世界教養全集 26 I080/ｾ/26 平凡社
本 0112343205 世界教養全集 27 I080/ｾ/27 平凡社
本 0112343214 世界教養全集 28 I080/ｾ/28 平凡社
本 0112343223 世界教養全集 29 I080/ｾ/29 平凡社
本 0112343232 世界教養全集 30 I080/ｾ/30 平凡社
本 0112343241 世界教養全集 31 I080/ｾ/31 平凡社
本 0112343250 世界教養全集 32 I080/ｾ/32 平凡社
本 0112343269 世界教養全集 33 I080/ｾ/33 平凡社
本 0112343278 世界教養全集 34 I080/ｾ/34 平凡社
本 0112343287 世界教養全集 別巻1 I080/ｾ/別1 平凡社
本 0112343296 世界教養全集 別巻2 I080/ｾ/別2 平凡社
本 0112343303 世界教養全集 別巻3 I080/ｾ/別3 平凡社
本 0112351277 世界教養全集 別巻4 I080/ｾ/別4 平凡社
本 0112346042 世界の名著 17 I080/ｾ/17 中央公論社
本 0112346051 世界の名著 22 I080/ｾ/22 中央公論社
本 0112346060 世界の名著 24 I080/ｾ/24 中央公論社
本 0112346079 世界の名著 45 I080/ｾ/45 中央公論社
本 0112346088 世界の名著 55 I080/ｾ/55 中央公論社
本 0112346097 世界の名著 61 I080/ｾ/61 中央公論社
本 0112952546 世界古典文学全集 25 I080/ｾ/25 筑摩書房
本 0112364557 世界古典文学全集 28 I080/ｾ/28 筑摩書房
本 0112971810 阿部次郎選集 1 阿部  次郎‖著 I081/ｱ 羽田書店
本 0112960010 阿部次郎選集 3 阿部  次郎‖著 I081/ｱ 羽田書店
本 0112970580 梅原猛著作集 1 梅原 猛‖著 I081/ｳ/1 集英社
本 0112970599 梅原猛著作集 3 梅原 猛‖著 I081/ｳ/3 集英社
本 0112970606 梅原猛著作集 4 梅原 猛‖著 I081/ｳ/4 集英社
本 0112970615 梅原猛著作集 5 梅原 猛‖著 I081/ｳ/5 集英社
本 0112970624 梅原猛著作集 6 梅原 猛‖著 I081/ｳ/6 集英社
本 0112970633 梅原猛著作集 7 梅原 猛‖著 I081/ｳ/7 集英社
本 0112970642 梅原猛著作集 8 梅原 猛‖著 I081/ｳ/8 集英社
本 0112970651 梅原猛著作集 9 梅原  猛‖著 I081/ｳ/9 集英社
本 0112970660 梅原猛著作集 10 梅原 猛‖著 I081/ｳ/10 集英社
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本 0112970679 梅原猛著作集 12 梅原 猛‖著 I081/ｳ/12 集英社
本 0112970688 梅原猛著作集 13 梅原 猛‖著 I081/ｳ/13 集英社
本 0112970697 梅原猛著作集 14 梅原 猛‖著 I081/ｳ/14 集英社
本 0113011204 川上嘉市著作集 第1篇 I081/ｶ/1 高風館
本 0113011213 川上嘉市著作集 第2篇 I081/ｶ/2 高風館
本 0113011222 川上嘉市著作集 第3篇 I081/ｶ/3 高風館
本 0113011231 川上嘉市著作集 第4篇 I081/ｶ/4 高風館
本 0113011240 川上嘉市著作集 第5篇 I081/ｶ/5 高風館
本 0113011259 川上嘉市著作集 第6篇 I081/ｶ/6 高風館
本 0113011268 川上嘉市著作集 第7篇 I081/ｶ/7 高風館
本 0113011277 川上嘉市著作集 第8篇 I081/ｶ/8 高風館
本 0113011295 川上嘉市著作集 第10篇 I081/ｶ/10 高風館
本 0113011302 川上嘉市著作集 第11篇 I081/ｶ/11 高風館
本 0113011311 川上嘉市著作集 第12篇 I081/ｶ/12 高風館
本 0113011320 川上嘉市著作集 第13篇 I081/ｶ/13 高風館
本 0113011286 川上嘉市著作集 第9篇 I081/ｶ/9 高風館
本 0112989231 小泉信三全集 15 小泉  信三‖著 I081/ｺ/15 文芸春秋
本 0112989240 小泉信三全集 16 小泉  信三‖著 I081/ｺ/16 文芸春秋
本 0112351721 思想との対話 10 I081/ｼ/10 講談社
本 0113002580 思想との対話 12 I081/ｼ/12 講談社
本 0112356842 思想との対話 6 I081/ｼ/6 講談社
本 0112364156 人生の本 2 亀井 勝一郎‖編 臼井 吉見‖編 I081/ｼﾞ/2 文芸春秋
本 0112964098 人生の本 4 亀井  勝一郎‖編 臼井  吉見‖編 I081/ｼﾞ/4 文芸春秋
本 0112963614 人生の本 5 亀井  勝一郎‖編 臼井  吉見‖編 I081/ｼﾞ/5 文芸春秋
本 0112988946 人生の本 6 亀井  勝一郎‖編 臼井  吉見‖編 I081/ｼﾞ/6 文芸春秋
本 0112354005 10冊の本 7 井上 靖‖編 臼井 吉見‖編 I081/ｼﾞ/7 主婦の友社
本 0112353220 10冊の本 8 井上 靖‖編 臼井 吉見‖編 I081/ｼﾞ/8 主婦の友社
本 0112981890 人生の本 8 亀井  勝一郎‖編 臼井  吉見‖編 I081/ｼﾞ/8 文芸春秋
本 0112965300 人生の本 9 亀井  勝一郎‖編 臼井  吉見‖編 I081/ｼﾞ/9 文芸春秋
本 0113013612 人生の本 10 亀井  勝一郎,臼井  吉見‖編 I081/ｼﾞ/10 文藝春秋
本 0112356600 生活の随筆 11 I081/ｾ/11 筑摩書房
本 0112356691 生活の本 5 臼井 吉見‖編 河盛 好蔵‖編 I081/ｾ/5 文芸春秋
本 0112951574 生活の本 8 臼井  吉見‖編 河盛  好蔵‖編 I081/ｾ/8 文芸春秋
本 0112976405 生活の本 別巻 臼井  吉見‖編 河盛  好蔵‖編 I081/ｾ/ﾍﾞﾂ 文芸春秋
本 0112340583 田中正造選集 1 田中 正造‖著 I081/ﾀ/1 岩波書店
本 0112340592 田中正造選集 2 田中 正造‖著 I081/ﾀ/2 岩波書店
本 0112340609 田中正造選集 3 田中 正造‖著 I081/ﾀ/3 岩波書店
本 0112340618 田中正造選集 4 田中 正造‖著 I081/ﾀ/4 岩波書店
本 0112340627 田中正造選集 5 田中 正造‖著 I081/ﾀ/5 岩波書店
本 0112340636 田中正造選集 7 田中 正造‖著 I081/ﾀ/7 岩波書店
本 0112999890 土田杏村全集 第1巻 土田  杏村‖[著] I081/ﾂ/1 第一書房
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本 0112999907 土田杏村全集 第2巻 土田  杏村‖[著] I081/ﾂ/2 第一書房
本 0112999916 土田杏村全集 第3巻 土田  杏村‖[著] I081/ﾂ/3 第一書房
本 0112999925 土田杏村全集 第4巻 土田  杏村‖[著] I081/ﾂ/4 第一書房
本 0112999934 土田杏村全集 第5巻 土田  杏村‖[著] I081/ﾂ/5 第一書房
本 0112999952 土田杏村全集 第6巻 土田  杏村‖[著] I081/ﾂ/6 第一書房
本 0112999961 土田杏村全集 第7巻 土田  杏村‖[著] I081/ﾂ/7 第一書房
本 0112999970 土田杏村全集 第8巻 土田  杏村‖[著] I081/ﾂ/8 第一書房
本 0112999989 土田杏村全集 第9巻 土田  杏村‖[著] I081/ﾂ/9 第一書房
本 0112999998 土田杏村全集 第10巻 土田  杏村‖[著] I081/ﾂ/10 第一書房
本 0112360016 津田左右吉全集 第1巻 津田 左右吉‖著 I081/ﾂ/1 岩波書店
本 0112360025 津田左右吉全集 第2巻 津田 左右吉‖著 I081/ﾂ/2 岩波書店
本 0112360034 津田左右吉全集 第3巻 津田 左右吉‖著 I081/ﾂ/3 岩波書店
本 0112360043 津田左右吉全集 第4巻 津田 左右吉‖著 I081/ﾂ/4 岩波書店
本 0112360052 津田左右吉全集 第5巻 津田 左右吉‖著 I081/ﾂ/5 岩波書店
本 0112360061 津田左右吉全集 第6巻 津田 左右吉‖著 I081/ﾂ/6 岩波書店
本 0112360070 津田左右吉全集 第7巻 津田 左右吉‖著 I081/ﾂ/7 岩波書店
本 0112360089 津田左右吉全集 第8巻 津田 左右吉‖著 I081/ﾂ/8 岩波書店
本 0112360098 津田左右吉全集 第9巻 津田 左右吉‖著 I081/ﾂ/9 岩波書店
本 0112360105 津田左右吉全集 第10巻 津田 左右吉‖著 I081/ﾂ/10 岩波書店
本 0112360114 津田左右吉全集 第11巻 津田 左右吉‖著 I081/ﾂ/11 岩波書店
本 0112360123 津田左右吉全集 第12巻 津田 左右吉‖著 I081/ﾂ/12 岩波書店
本 0112360132 津田左右吉全集 第13巻 津田 左右吉‖著 I081/ﾂ/13 岩波書店
本 0112360141 津田左右吉全集 第14巻 津田 左右吉‖著 I081/ﾂ/14 岩波書店
本 0112360150 津田左右吉全集 第15巻 津田 左右吉‖著 I081/ﾂ/15 岩波書店
本 0112360169 津田左右吉全集 第16巻 津田 左右吉‖著 I081/ﾂ/16 岩波書店
本 0112360178 津田左右吉全集 第17巻 津田 左右吉‖著 I081/ﾂ/17 岩波書店
本 0112360187 津田左右吉全集 第18巻 津田 左右吉‖著 I081/ﾂ/18 岩波書店
本 0112360196 津田左右吉全集 第19巻 津田 左右吉‖著 I081/ﾂ/19 岩波書店
本 0112360203 津田左右吉全集 第20巻 津田 左右吉‖著 I081/ﾂ/20 岩波書店
本 0112360212 津田左右吉全集 第21巻 津田 左右吉‖著 I081/ﾂ/21 岩波書店
本 0112360221 津田左右吉全集 第22巻 津田 左右吉‖著 I081/ﾂ/22 岩波書店
本 0112360230 津田左右吉全集 第23巻 津田 左右吉‖著 I081/ﾂ/23 岩波書店
本 0112360249 津田左右吉全集 第24巻 津田 左右吉‖著 I081/ﾂ/24 岩波書店
本 0112360258 津田左右吉全集 第25巻 津田 左右吉‖著 I081/ﾂ/25 岩波書店
本 0112360267 津田左右吉全集 第26巻 津田 左右吉‖著 I081/ﾂ/26 岩波書店
本 0112360276 津田左右吉全集 第27巻 津田 左右吉‖著 I081/ﾂ/27 岩波書店
本 0112360285 津田左右吉全集 第28巻 津田 左右吉‖著 I081/ﾂ/28 岩波書店
本 0112365011 中井正一全集 2 中井 正一‖[著] 久野 収‖編 I081/ﾅ/2 美術出版社
本 0112365020 中井正一全集 3 [中井 正一‖著] 久野 収‖編 I081/ﾅ/3 美術出版社
本 0112362283 廿世紀思想 6 石原 純‖[ほか]編輯 I081/ﾆ/6 河出書房
本 0112333662 日本思想大系 5 I081/ﾆ/5 岩波書店
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本 0112333671 日本思想大系 12 I081/ﾆ/12 岩波書店
本 0112333680 日本思想大系 13 I081/ﾆ/13 岩波書店
本 0112332805 日本教養全集 15 I081/ﾆ/15 角川書店
本 0112333699 日本思想大系 24 I081/ﾆ/24 岩波書店
本 0112333706 日本思想大系 61 I081/ﾆ/61 岩波書店
本 0112336062 福沢諭吉全集 第1巻 [福沢 諭吉‖著] 慶応義塾‖編纂 I081/ﾌ/1 岩波書店
本 0112336071 福沢諭吉全集 第2巻 [福沢 諭吉‖著] 慶応義塾‖編纂 I081/ﾌ/2 岩波書店
本 0112336080 福沢諭吉全集 第3巻 [福沢 諭吉‖著] 慶応義塾‖編纂 I081/ﾌ/3 岩波書店
本 0112336099 福沢諭吉全集 第4巻 [福沢 諭吉‖著] 慶応義塾‖編纂 I081/ﾌ/4 岩波書店
本 0112336106 福沢諭吉全集 第5巻 [福沢 諭吉‖著] 慶応義塾‖編纂 I081/ﾌ/5 岩波書店
本 0112336115 福沢諭吉全集 第6巻 [福沢 諭吉‖著] 慶応義塾‖編纂 I081/ﾌ/6 岩波書店
本 0112336124 福沢諭吉全集 第7巻 [福沢 諭吉‖著] 慶応義塾‖編纂 I081/ﾌ/7 岩波書店
本 0112336133 福沢諭吉全集 第8巻 [福沢 諭吉‖著] 慶応義塾‖編纂 I081/ﾌ/8 岩波書店
本 0112336142 福沢諭吉全集 第9巻 [福沢 諭吉‖著] 慶応義塾‖編纂 I081/ﾌ/9 岩波書店
本 0112336151 福沢諭吉全集 第10巻 [福沢 諭吉‖著] 慶応義塾‖編纂 I081/ﾌ/10 岩波書店
本 0112336160 福沢諭吉全集 第11巻 [福沢 諭吉‖著] 慶応義塾‖編纂 I081/ﾌ/11 岩波書店
本 0112336179 福沢諭吉全集 第12巻 [福沢 諭吉‖著] 慶応義塾‖編纂 I081/ﾌ/12 岩波書店
本 0112336188 福沢諭吉全集 第13巻 [福沢 諭吉‖著] 慶応義塾‖編纂 I081/ﾌ/13 岩波書店
本 0112336197 福沢諭吉全集 第14巻 [福沢 諭吉‖著] 慶応義塾‖編纂 I081/ﾌ/14 岩波書店
本 0113010580 福沢全集 続第1巻 [福沢  諭吉‖著] 慶応義塾‖編 I081/ﾌ/1 岩波書店
本 0113010599 福沢全集 続第2巻 [福沢  諭吉‖著] 慶応義塾‖編 I081/ﾌ/2 岩波書店
本 0113010606 福沢全集 続第3巻 [福沢  諭吉‖著] 慶応義塾‖編 I081/ﾌ/3 岩波書店
本 0112346391 三谷隆正全集 第1巻 三谷 隆正‖著 I081/ﾐ/1 岩波書店
本 0112346408 三谷隆正全集 第2巻 三谷 隆正‖著 I081/ﾐ/2 岩波書店
本 0112346417 三谷隆正全集 第3巻 三谷 隆正‖著 I081/ﾐ/3 岩波書店
本 0112346426 三谷隆正全集 第4巻 三谷 隆正‖著 I081/ﾐ/4 岩波書店
本 0112346435 三谷隆正全集 第5巻 三谷 隆正‖著 I081/ﾐ/5 岩波書店
本 0112339657 吉満義彦著作集 第2巻 吉満 義彦‖著 I081/ﾖ/2 みすず書房
本 0112950441 吉満義彦全集 第4巻 吉満  義彦‖著 I081/ﾖ/4 みすず書房
本 0112986396 漢文大系 第1巻 服部  宇之吉‖校訂 富山房編輯部‖ I082/ｶ/1 富山房
本 0112986403 漢文大系 第2巻 服部  宇之吉‖校訂 富山房編輯部‖ I082/ｶ/2 富山房
本 0112986412 漢文大系 第3巻 三島  毅‖評点 富山房編輯部‖編輯 I082/ｶ/3 富山房
本 0112348727 シュヴァイツァー著作集 第3巻 シュヴァイツァー‖[著] I084/ｼ/3 白水社
本 0112348736 シュヴァイツァー著作集 第4巻 アルベルト・シュヴァイツァー‖著 I084/ｼ/4 白水社
本 0112348745 シュヴァイツァー著作集 第5巻 シュヴァイツァー‖[著] I084/ｼ/5 白水社
本 0112348754 シュヴァイツァー著作集 第6巻 シュヴァイツァー‖[著] I084/ｼ/6 白水社
本 0112348763 シュヴァイツァー著作集 第7巻 シュヴァイツァー‖[著] I084/ｼ/7 白水社
本 0112348772 シュヴァイツァー著作集 第8巻 アルベルト・シュヴァイツァー‖著 I084/ｼ/8 白水社
本 0112348781 シュヴァイツァー著作集 第9巻 シュヴァイツァー‖[著] I084/ｼ/9 白水社
本 0112348790 シュヴァイツァー著作集 第10巻 シュヴァイツァー‖[著] I084/ｼ/10 白水社
本 0112348807 シュヴァイツァー著作集 第12巻 アルベルト・シュヴァイツァー‖著 I084/ｼ/12 白水社
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本 0112352169 マキアヴェルリ選集 第5巻 [マキアヴェルリ‖著] 多賀 善彦‖ I087/ﾏ/5 創元社
本 0112352178 マキアヴェルリ選集 第6巻 [マキアヴェルリ‖著] 多賀 善彦‖ I087/ﾏ/6 創元社
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