
2014/04/11新居浜市立図書館(本館) 図書目録リスト
【別置】：I
【分類】：912～919.9
【配架区分】：書庫・一般

館名 資料ＩＤ タイトル 責任表示 請求記号 出版者
本 0112335713 鼠小僧 河竹  黙阿弥‖作 河竹  繁俊‖校訂 I912.5/ｶ 岩波書店
本 0112990470 古事記全講 尾崎  暢殃‖著 I913.2/ｵ 加藤中道館
本 0112990425 古事記の構造 神田  秀夫‖著 I913.2/ｶ 明治書院
本 0112996606 古事記の新研究 倉野  憲司‖著 I913.2/ｸ 至文堂
本 0113026010 古事記 上 I913.2/ｺ/1 育徳財団
本 0113026029 古事記 中 I913.2/ｺ/2 育徳財団
本 0113026038 古事記 下 I913.2/ｺ/3 育徳財団
本 0112990489 古事記注釈 第3巻 西郷  信綱‖著 I913.2/ｻ 平凡社
本 0112990434 古事記の精神と釈義 武田  祐吉‖著 I913.2/ﾀ 旺文社
本 0112996679 古事記新講 次田  潤‖著 I913.2/ﾂ 明治書院
本 0113026305 日本書紀 神代  上・下 酒井  宇吉‖編 I913.2/ﾆ 酒井  宇吉
本 0112990452 古事記講話 山田  孝雄‖著 I913.2/ﾔ 有本書店
本 0112973417 伊勢物語通具本 I913.3/ｲ 築地書館
本 0113018868 今鏡  尊経閣叢刊 I913.3/ｲ 侯爵前田家育徳財団
本 0113016174 今昔物語集  攷証 芳賀  矢一‖編 I913.3/ｺ 冨山房
本 0113026109 竹取物語考  附・条里図帳考,枕詞考 室谷  鐵膓‖編 I913.3/ﾀ 播仁文庫
本 0113015362 源氏物語 上 島津  久基‖編 I913.3/ﾑ 中興館
本 0113017299 源氏物語精粋 沼澤  龍雄‖著 I913.3/ﾑ 研精堂
本 0113015521 源氏物語  頭注対訳 1 宮田  和一郎‖著 I913.3/ﾑ/1 文献書院
本 0113015264 源氏物語  頭注対訳 2 宮田  和一郎‖著 I913.3/ﾑ/2 文献書院
本 0112969636 現代語訳源氏物語 第1巻 [紫式部‖著] 窪田  空穂‖訳 I913.3/ﾑ/1 改造社
本 0112969645 現代語訳源氏物語 第2巻 [紫式部‖著] 窪田  空穂‖訳 I913.3/ﾑ/2 改造社
本 0112969654 現代語訳源氏物語 第3巻 [紫式部‖著] 窪田  空穂‖訳 I913.3/ﾑ/3 改造社
本 0113011151 現代語訳源氏物語 第4巻 [紫式部‖著] 窪田  空穂‖[訳]著 I913.3/ﾑ/4 改造社
本 0112969663 現代語訳源氏物語 第5巻 [紫式部‖著] 窪田  空穂‖訳 I913.3/ﾑ/5 改造社
本 0112969672 現代語訳源氏物語 第6巻 [紫式部‖著] 窪田  空穂‖訳 I913.3/ﾑ/6 改造社
本 0113011160 現代語訳源氏物語 第7巻 [紫式部‖著] 窪田  空穂‖[訳]著 I913.3/ﾑ/7 改造社
本 0113011179 現代語訳源氏物語 第8巻 [紫式部‖著] 窪田  空穂‖[訳]著 I913.3/ﾑ/8 改造社
本 0113003767 源氏物語 巻1 [紫式部‖著] 谷崎  潤一郎‖訳 I913.3/ﾑ/1 中央公論社
本 0112969609 源氏物語 巻2 [紫式部‖著] 谷崎  潤一郎‖訳 I913.3/ﾑ/2 中央公論社
本 0113003776 源氏物語 巻2 [紫式部‖著] 谷崎  潤一郎‖訳 I913.3/ﾑ/2 中央公論社
本 0113003785 源氏物語 巻3 [紫式部‖著] 谷崎  潤一郎‖訳 I913.3/ﾑ/3 中央公論社
本 0112969618 源氏物語 巻3 [紫式部‖著] 谷崎  潤一郎‖訳 I913.3/ﾑ/3 中央公論社
本 0113003794 源氏物語 巻4 [紫式部‖著] 谷崎  潤一郎‖訳 I913.3/ﾑ/4 中央公論社
本 0113003801 源氏物語 巻5 [紫式部‖著] 谷崎  潤一郎‖訳 I913.3/ﾑ/5 中央公論社
本 0112969627 源氏物語 巻5 [紫式部‖著] 谷崎  潤一郎‖訳 I913.3/ﾑ/5 中央公論社
本 0113003810 源氏物語 巻6 [紫式部‖著] 谷崎  潤一郎‖訳 I913.3/ﾑ/6 中央公論社
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本 0113003829 源氏物語 巻7 [紫式部‖著] 谷崎  潤一郎‖訳 I913.3/ﾑ/7 中央公論社
本 0113003838 源氏物語 巻8 [紫式部‖著] 谷崎  潤一郎‖訳 I913.3/ﾑ/8 中央公論社
本 0113003847 源氏物語 巻9 [紫式部‖著] 谷崎  潤一郎‖訳 I913.3/ﾑ/9 中央公論社
本 0113003856 源氏物語 巻10 [紫式部‖著] 谷崎  潤一郎‖訳 I913.3/ﾑ/1 中央公論社
本 0113003865 源氏物語 巻11 [紫式部‖著] 谷崎  潤一郎‖訳 I913.3/ﾑ/1 中央公論社
本 0113003874 源氏物語 巻12 [紫式部‖著] 谷崎  潤一郎‖訳 I913.3/ﾑ/1 中央公論社
本 0113003883 源氏物語 巻13 [紫式部‖著] 谷崎  潤一郎‖訳 I913.3/ﾑ/1 中央公論社
本 0113003892 源氏物語 巻14 [紫式部‖著] 谷崎  潤一郎‖訳 I913.3/ﾑ/1 中央公論社
本 0113003909 源氏物語 巻15 [紫式部‖著] 谷崎  潤一郎‖訳 I913.3/ﾑ/1 中央公論社
本 0113003918 源氏物語 巻16 [紫式部‖著] 谷崎  潤一郎‖訳 I913.3/ﾑ/1 中央公論社
本 0113003927 源氏物語 巻17 [紫式部‖著] 谷崎  潤一郎‖訳 I913.3/ﾑ/1 中央公論社
本 0113003936 源氏物語 巻18 [紫式部‖著] 谷崎  潤一郎‖訳 I913.3/ﾑ/1 中央公論社
本 0113003945 源氏物語 巻19 [紫式部‖著] 谷崎  潤一郎‖訳 I913.3/ﾑ/1 中央公論社
本 0113003954 源氏物語 巻20 [紫式部‖著] 谷崎  潤一郎‖訳 I913.3/ﾑ/2 中央公論社
本 0113003963 源氏物語 巻21 [紫式部‖著] 谷崎  潤一郎‖訳 I913.3/ﾑ/2 中央公論社
本 0113003972 源氏物語 巻22 [紫式部‖著] 谷崎  潤一郎‖訳 I913.3/ﾑ/2 中央公論社
本 0113003981 源氏物語 巻23 [紫式部‖著] 谷崎  潤一郎‖訳 I913.3/ﾑ/2 中央公論社
本 0113003990 源氏物語 巻24 [紫式部‖著] 谷崎  潤一郎‖訳 I913.3/ﾑ/2 中央公論社
本 0113004007 源氏物語 巻25 [紫式部‖著] 谷崎  潤一郎‖訳 I913.3/ﾑ/2 中央公論社
本 0113004016 源氏物語 巻26 [紫式部‖著] 谷崎  潤一郎‖訳 I913.3/ﾑ/2 中央公論社
本 0113028508 THE FLOATING WORLD IN JAPANESE FICTION Howard Hibbett‖著 I913.5/HI OXFORD UNIVERSITY PRESS
本 0113015665 西鶴 朝日新聞社‖編 I913.5/ｲ 朝日新聞社
本 0112350116 西鶴 上 暉峻 康隆‖著 I913.5/ｲ/1 中央公論社
本 0112350125 西鶴 下 暉峻 康隆‖著 I913.5/ｲ/2 中央公論社
本 0113028376 TWENTY-FOUR EYES 壺井  栄‖著 I913.6/TU CHARLES E. TUTTLE COMPAN
本 0113011856 欺かざるの記 国木田  独歩‖著 I913.6/ｸ 潮出版社
本 0113022648 蓼食う虫 谷崎  潤一郎‖著 I913.6/ﾀ 創元社
本 0113022639 盲目物語 谷崎  潤一郎‖著 I913.6/ﾀ 創元社
本 0113014577 その夜 第3部 長与  善郎‖著 I913.6/ﾅ/3 朝日新聞社
本 0112358573 枕草子評釈 上巻 金子 元臣‖著 I914.3/ｶ 明治書院
本 0112355736 玉勝間 上 本居 宣長‖著 村岡典嗣‖校訂 I914.5/ﾓ 岩波書店
本 0112362782 Totto-chan 黒柳 徹子‖著 ドロシー・ブリトン I914.6/KU 講談社インターナショナル
本 0112979910 巷塵抄 安倍  能成‖著 I914.6/ｱ 小山書店
本 0112356682 自然・人間・書物 安倍 能成‖著 I914.6/ｱ 岩波書店
本 0112965480 青丘雑記 安倍  能成‖著 I914.6/ｱ 岩波書店
本 0112973122 夷斎小識 石川  淳‖著 I914.6/ｲ 中央公論社
本 0112973131 夷斎饒舌 石川  淳‖著 I914.6/ｲ 筑摩書房
本 0113018341 夷斎清言 石川  淳‖著 I914.6/ｲ 新潮社
本 0112950450 大阪 宇野  浩二‖著 I914.6/ｳ 小山書店
本 0112978582 花鳥小品 荻原  井泉水‖著 I914.6/ｵ 三笠書房
本 0112959558 月影 岡  潔‖著 I914.6/ｵ 講談社
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本 0112958283 井泉水随談 荻原  井泉水‖著 I914.6/ｵ 実業之日本社
本 0113018813 冬の花 別冊 大佛  次郎‖著 I914.6/ｵ 光風社書店
本 0112987956 近代史幻想 河上  徹太郎‖著 I914.6/ｶ 文芸春秋
本 0113015772 雲の旅 片山  敏彦‖著 I914.6/ｶ 早川書房
本 0112356904 詩心の風光 片山 敏彦‖著 I914.6/ｶ 美篶書房
本 0112356655 西欧暮色 河上 徹太郎‖[著] I914.6/ｶ 河出書房新社
本 0112351874 朴の木 唐木 順三‖[著] I914.6/ｶ 講談社
本 0112957658 有愁日記 河上  徹太郎‖著 I914.6/ｶ 新潮社
本 0112962679 私の詩と真実 河上  徹太郎‖著 I914.6/ｶ 新潮社
本 0113015040 快楽と幻想 串田  孫一‖著 I914.6/ｸ 夏目書店
本 0112987091 靄護精舎雑筆 幸田  露伴‖著 I914.6/ｺ 養徳社
本 0112978644 旧友交歓 小林  秀雄‖著 I914.6/ｺ 求竜堂
本 0112979377 小林秀雄 [小林  秀雄‖著] 佐古  純一郎‖編 I914.6/ｺ 角川書店
本 0113013863 修省論 幸田  露伴‖著 I914.6/ｺ 養徳社
本 0112357388 真贋 小林 秀雄‖著 I914.6/ｺ 新潮社
本 0112364165 読書雑記 小泉 信三‖著 I914.6/ｺ 文芸春秋新社
本 0112963632 歴史について 小林  秀雄‖[著] I914.6/ｺ 文芸春秋
本 0113015399 趣味の思索 教材社編輯部‖編 I914.6/ｼ 教材社
本 0112965355 樹下石上 薄田  泣菫‖著 I914.6/ｽ 創元社
本 0112972472 あ・ら・かると 辰野  隆‖著 I914.6/ﾀ 白水社
本 0112982498 曳尾庵随筆 辰野  隆‖著 I914.6/ﾀ 要書房
本 0112979689 心の世界 谷川  徹三‖著 I914.6/ﾀ 創元社
本 0112358699 酔眠巣雑記 辰野  隆‖著 I914.6/ﾀ 生活社
本 0112366332 二月堂の夕 谷崎 潤一郎‖著 I914.6/ﾀ 全国書房
本 0112971375 荷風随筆 永井  荷風‖著 I914.6/ﾅ 中央公論社
本 0112952225 冬の蠅 永井  荷風‖著 I914.6/ﾅ 扶桑書房
本 0112975978 冬の蠅 永井  荷風‖著 I914.6/ﾅ 丸善(発売)
本 0112959479 鎮魂の賦 福原  麟太郎‖著 I914.6/ﾌ 東京創元社
本 0113013881 小展望 山田  珠樹‖著 I914.6/ﾔ 六興商会出版部
本 0113004846 日本語録 保田  与重郎‖著 I914.6/ﾔ 新潮社
本 0112981220 うらなり抄 渡辺  一夫‖著 I914.6/ﾜ 光文社
本 0113012677 教養について  など 渡邊  一夫‖著 I914.6/ﾜ 白水社
本 0112355371 仙人掌の歌 渡辺 一夫‖著 I914.6/ﾜ 中央公論社
本 0112953938 ぶるいよん 渡辺  一夫‖著 I914.6/ﾜ 白日書院
本 0112358172 僕の手帖 渡辺 一夫‖著 I914.6/ﾜ 河出書房
本 0112359536 まぼろし雑記 渡辺  一夫‖著 I914.6/ﾜ 河出書房
本 0112956739 空しい祈祷 渡辺  一夫‖著 I914.6/ﾜ 勤労学徒援護会
本 0113026519 江談抄 大江  匡房‖著 I914/ｵ 侯爵前田育徳財団
本 0112957523 山の絵本 尾崎  喜八‖著 I915.6/ｵ 朋文堂
本 0112987411 仰臥漫録 [1] 正岡  子規‖著 I915.6/ﾏ/1 岩波書店
本 0112987420 仰臥漫録 2 正岡  子規‖著 I915.6/ﾏ/2 岩波書店
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本 0113026458 楠木合戦注文・博多日記  尊経閣刊 [良覚‖書] I915/ﾘ 育徳財団
本 0112961180 良寛全集 良寛‖[著] 大島  花束‖編著 I918.5/ﾘ 岩波書店
本 0112965131 左千夫全集 第1巻 伊藤  左千夫‖著 古泉  幾太郎‖[ I918.6/ｲ 春陽堂
本 0113020043 国木田独歩全集 第10巻  別冊 国木田独歩全集編纂委員会‖編 I918.6/ｸ/ﾍ 学習研究社
本 0112365057 現代日本文学全集 第22篇 I918.6/ｹﾞ/ 改造社
本 0112989320 現代日本文学全集 38 I918.6/ｹﾞ/ 改造社
本 0112351222 露伴叢書 前集 幸田 露伴‖著 I918.6/ｺ/1 博文館
本 0112351231 露伴叢書 後集 幸田 露伴‖著 I918.6/ｺ/2 博文館
本 0112338462 斎藤茂吉選集 第1巻 斎藤 茂吉‖著 I918.6/ｻ/1 岩波書店
本 0112338471 斎藤茂吉選集 第2巻 斎藤 茂吉‖著 I918.6/ｻ/2 岩波書店
本 0112338480 斎藤茂吉選集 第3巻 斎藤 茂吉‖著 I918.6/ｻ/3 岩波書店
本 0112338499 斎藤茂吉選集 第4巻 斎藤 茂吉‖著 I918.6/ｻ/4 岩波書店
本 0112338505 斎藤茂吉選集 第5巻 斎藤 茂吉‖著 I918.6/ｻ/5 岩波書店
本 0112338514 斎藤茂吉選集 第6巻 斎藤 茂吉‖著 I918.6/ｻ/6 岩波書店
本 0112338523 斎藤茂吉選集 第7巻 斎藤 茂吉‖著 I918.6/ｻ/7 岩波書店
本 0112338532 斎藤茂吉選集 第8巻 斎藤 茂吉‖著 I918.6/ｻ/8 岩波書店
本 0112338541 斎藤茂吉選集 第9巻 斎藤 茂吉‖著 I918.6/ｻ/9 岩波書店
本 0112338550 斎藤茂吉選集 第10巻 斎藤 茂吉‖著 I918.6/ｻ/1 岩波書店
本 0112338569 斎藤茂吉選集 第11巻 斎藤 茂吉‖著 I918.6/ｻ/1 岩波書店
本 0112338578 斎藤茂吉選集 第12巻 斎藤 茂吉‖著 I918.6/ｻ/1 岩波書店
本 0112338587 斎藤茂吉選集 第13巻 斎藤 茂吉‖著 I918.6/ｻ/1 岩波書店
本 0112338596 斎藤茂吉選集 第14巻 斎藤 茂吉‖著 I918.6/ｻ/1 岩波書店
本 0112338603 斎藤茂吉選集 第15巻 斎藤 茂吉‖著 I918.6/ｻ/1 岩波書店
本 0112338612 斎藤茂吉選集 第16巻 斎藤 茂吉‖著 I918.6/ｻ/1 岩波書店
本 0112338621 斎藤茂吉選集 第17巻 斎藤 茂吉‖著 I918.6/ｻ/1 岩波書店
本 0112338630 斎藤茂吉選集 第18巻 斎藤 茂吉‖著 I918.6/ｻ/1 岩波書店
本 0112338649 斎藤茂吉選集 第19巻 斎藤 茂吉‖著 I918.6/ｻ/1 岩波書店
本 0112338658 斎藤茂吉選集 第20巻 斎藤 茂吉‖著 I918.6/ｻ/2 岩波書店
本 0113014853 志賀直哉作品集 第5巻 志賀  直哉‖著 I918.6/ｼ/5 創元社
本 0112365306 長塚節遺稿 [長塚 節‖著] 中山省三郎‖編 I918.6/ﾅ 小山書店
本 0113003115 白鳥の話 中  勘助‖著 I918.6/ﾅ 角川書店
本 0112336981 漱石全集 第8巻 夏目 漱石‖著 I918.6/ﾅ/8 岩波書店
本 0112332789 日本近代文学大系 43 I918.6/ﾆ/4 角川書店
本 0112342714 子規全集 第1巻 正岡 子規‖著 I918.6/ﾏ/1 改造社
本 0112342723 子規全集 第2巻 正岡 子規‖著 I918.6/ﾏ/2 改造社
本 0112342732 子規全集 第3巻 正岡 子規‖著 I918.6/ﾏ/3 改造社
本 0112342741 子規全集 第4巻 正岡 子規‖著 I918.6/ﾏ/4 改造社
本 0112342750 子規全集 第5巻 正岡 子規‖著 I918.6/ﾏ/5 改造社
本 0112342769 子規全集 第6巻 正岡 子規‖著 I918.6/ﾏ/6 改造社
本 0112342778 子規全集 第7巻 正岡 子規‖著 I918.6/ﾏ/7 改造社
本 0112342787 子規全集 第8巻 正岡 子規‖著 I918.6/ﾏ/8 改造社
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本 0112342796 子規全集 第9巻 正岡 子規‖著 I918.6/ﾏ/9 改造社
本 0112342803 子規全集 第10巻 正岡 子規‖著 I918.6/ﾏ/1 改造社
本 0112342812 子規全集 第11巻 正岡 子規‖著 I918.6/ﾏ/1 改造社
本 0112342821 子規全集 第12巻 正岡 子規‖著 I918.6/ﾏ/1 改造社
本 0112342830 子規全集 第13巻 正岡 子規‖著 I918.6/ﾏ/1 改造社
本 0112342849 子規全集 第14巻 正岡 子規‖著 I918.6/ﾏ/1 改造社
本 0112342858 子規全集 第15巻 正岡 子規‖著 I918.6/ﾏ/1 改造社
本 0112342867 子規全集 第16巻 正岡 子規‖著 I918.6/ﾏ/1 改造社
本 0112342876 子規全集 第17巻 正岡 子規‖著 I918.6/ﾏ/1 改造社
本 0112342885 子規全集 第18巻 正岡 子規‖著 I918.6/ﾏ/1 改造社
本 0112342894 子規全集 第19巻 正岡 子規‖著 I918.6/ﾏ/1 改造社
本 0112342901 子規全集 第20巻 正岡  子規‖著 I918.6/ﾏ/2 改造社
本 0112342910 子規全集 第21巻 正岡 子規‖著 I918.6/ﾏ/2 改造社
本 0112342929 子規全集 第22巻 正岡 子規‖著 I918.6/ﾏ/2 改造社
本 0112974988 国文叢書 第16冊 池辺  義象‖編 I918/ｺ/1 博文館
本 0112974997 国文叢書 第17冊 池辺  義象‖編 I918/ｺ/2 博文館
本 0112997678 物語日本文学 第1巻 藤村  作‖[ほか]訳 I918/ﾓ/1 至文堂
本 0112997687 物語日本文学 第2巻 藤村  作‖[ほか]訳 I918/ﾓ/2 至文堂
本 0112997696 物語日本文学 第3巻 藤村  作‖[ほか]訳 I918/ﾓ/3 至文堂
本 0112997703 物語日本文学 第4巻 藤村  作‖[ほか]訳 I918/ﾓ/4 至文堂
本 0112997712 物語日本文学 第5巻 藤村  作‖[ほか]訳 I918/ﾓ/5 至文堂
本 0112997721 物語日本文学 第6巻 藤村  作‖[ほか]訳 I918/ﾓ/6 至文堂
本 0112347826 物語日本文学 第7巻 藤村 作‖[ほか]訳 I918/ﾓ/7 至文堂
本 0112347835 物語日本文学 第8巻 藤村 作‖[ほか]訳 I918/ﾓ/8 至文堂
本 0112347844 物語日本文学 第9巻 藤村 作‖[ほか]訳 I918/ﾓ/9 至文堂
本 0112997749 物語日本文学 第10巻 藤村  作‖[ほか]訳 I918/ﾓ/10 至文堂
本 0112997776 物語日本文学 第11巻 藤村  作‖[ほか]訳 I918/ﾓ/11 至文堂
本 0112347853 物語日本文学 第12巻 藤村 作‖[ほか]訳 I918/ﾓ/12 至文堂
本 0112347862 物語日本文学 第13巻 藤村 作‖[ほか]訳 I918/ﾓ/13 至文堂
本 0112997730 物語日本文学 第14巻 藤村  作‖[ほか]訳 I918/ﾓ/14 至文堂
本 0112347871 物語日本文学 第15巻 藤村 作‖[ほか]訳 I918/ﾓ/15 至文堂
本 0112997767 物語日本文学 第16巻 藤村  作‖[ほか]訳 I918/ﾓ/16 至文堂
本 0112997758 物語日本文学 第17巻 藤村  作‖[ほか]訳 I918/ﾓ/17 至文堂
本 0112347880 物語日本文学 第18巻 藤村 作‖[ほか]訳 I918/ﾓ/18 至文堂
本 0112347899 物語日本文学 第19巻 藤村 作‖[ほか]訳 I918/ﾓ/19 至文堂
本 0112997801 物語日本文学 第20巻 藤村  作‖[ほか]訳 I918/ﾓ/20 至文堂
本 0112997794 物語日本文学 第21巻 藤村  作‖[ほか]訳 I918/ﾓ/21 至文堂
本 0112997785 物語日本文学 第22巻 藤村  作‖[ほか]訳 I918/ﾓ/22 至文堂
本 0112997669 物語日本文学 第23巻 藤村  作‖[ほか]訳 I918/ﾓ/23 至文堂
本 0112997650 物語日本文学 第24巻 藤村  作‖[ほか]訳 I918/ﾓ/24 至文堂
本 0112347906 物語日本文学 第2期第1巻 藤村 作‖[ほか]訳 I918/ﾓ/2-1 至文堂
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本 0112997810 物語日本文学 第2期第3巻 藤村  作‖[ほか]訳 I918/ﾓ/2-3 至文堂
本 0112347915 物語日本文学 第2期第4巻 藤村 作‖[ほか]訳 I918/ﾓ/2-4 至文堂
本 0112997847 物語日本文学 第2期第5巻 藤村  作‖[ほか]訳 I918/ﾓ/2-5 至文堂
本 0112347924 物語日本文学 第2期第6巻 藤村 作‖[ほか]訳 I918/ﾓ/2-6 至文堂
本 0112997829 物語日本文学 第2期第7巻 藤村  作‖[ほか]訳 I918/ﾓ/2-7 至文堂
本 0112347933 物語日本文学 第2期第8巻 藤村 作‖[ほか]訳 I918/ﾓ/2-8 至文堂
本 0112997838 物語日本文学 第2期第9巻 藤村  作‖[ほか]訳 I918/ﾓ/2-9 至文堂
本 0112959157 物語日本文学 第2期第10巻 藤村  作‖[ほか]訳 I918/ﾓ/2-1 至文堂
本 0112955482 物語日本文学 第2期第11巻 藤村  作‖[ほか]訳 I918/ﾓ/2-1 至文堂
本 0112347942 物語日本文学 第2期第12巻 藤村 作‖[ほか]訳 I918/ﾓ/2-1 至文堂
本 0113024441 列聖全集 [1] 列聖全集編纂会‖編纂 I918/ﾚ/1 列聖全集編纂会
本 0113024450 列聖全集 [2] 列聖全集編纂会‖編纂 I918/ﾚ/2 列聖全集編纂会
本 0113024469 列聖全集 [3] 列聖全集編纂会‖編纂 I918/ﾚ/3 列聖全集編纂会
本 0113024478 列聖全集 [4] 列聖全集編纂会‖編纂 I918/ﾚ/4 列聖全集編纂会
本 0113024487 列聖全集 [5] 列聖全集編纂会‖編纂 I918/ﾚ/5 列聖全集編纂会
本 0113024496 列聖全集 [6] 列聖全集編纂会‖編纂 I918/ﾚ/6 列聖全集編纂会
本 0113024502 列聖全集 [7] 列聖全集編纂会‖編纂 I918/ﾚ/7 列聖全集編纂会
本 0113024511 列聖全集 [8] 列聖全集編纂会‖編纂 I918/ﾚ/8 列聖全集編纂会
本 0113024520 列聖全集 [9] 列聖全集編纂会‖編纂 I918/ﾚ/9 列聖全集編纂会
本 0113024539 列聖全集 [10] 列聖全集編纂会‖編纂 I918/ﾚ/10 列聖全集編纂会
本 0113024548 列聖全集 [11] 列聖全集編纂会‖編纂 I918/ﾚ/11 列聖全集編纂会
本 0113024557 列聖全集 [12] 列聖全集編纂会‖編纂 I918/ﾚ/12 列聖全集編纂会
本 0113024566 列聖全集 [13] 列聖全集編纂会‖編纂 I918/ﾚ/13 列聖全集編纂会
本 0113024575 列聖全集 [14] 列聖全集編纂会‖編纂 I918/ﾚ/14 列聖全集編纂会
本 0113024584 列聖全集 [15] 列聖全集編纂会‖編纂 I918/ﾚ/15 列聖全集編纂会
本 0113024593 列聖全集 [16] 列聖全集編纂会‖編纂 I918/ﾚ/16 列聖全集編纂会
本 0113024600 列聖全集 [17] 列聖全集編纂会‖編纂 I918/ﾚ/17 列聖全集編纂会
本 0113024619 列聖全集 [18] 列聖全集編纂会‖編纂 I918/ﾚ/18 列聖全集編纂会
本 0113024628 列聖全集 [19] 列聖全集編纂会‖編纂 I918/ﾚ/19 列聖全集編纂会
本 0113024637 列聖全集 [20] 列聖全集編纂会‖編纂 I918/ﾚ/20 列聖全集編纂会
本 0113024646 列聖全集 [21] 列聖全集編纂会‖編纂 I918/ﾚ/21 列聖全集編纂会
本 0113024655 列聖全集 [22] 列聖全集編纂会‖編纂 I918/ﾚ/22 列聖全集編纂会
本 0113024664 列聖全集 [23] 列聖全集編纂会‖編纂 I918/ﾚ/23 列聖全集編纂会
本 0113024673 列聖全集 [24] 列聖全集編纂会‖編纂 I918/ﾚ/24 列聖全集編纂会
本 0113024682 列聖全集 [25] 列聖全集編纂会‖編纂 I918/ﾚ/25 列聖全集編纂会
本 0113026154 五千巻堂集 礼 岐山  木蘇牧‖著 I919/ｷ/1 小倉  正恒
本 0113026163 五千巻堂集 楽 岐山  木蘇牧‖著 I919/ｷ/2 小倉  正恒
本 0113026172 五千巻堂集 射 岐山  木蘇牧‖著 I919/ｷ/3 小倉  正恒
本 0113026181 五千巻堂集 御 岐山  木蘇牧‖著 I919/ｷ/4 小倉  正恒
本 0113026190 五千巻堂集 書 岐山  木蘇牧‖著 I919/ｷ/5 小倉  正恒
本 0113026207 五千巻堂集 書 岐山  木蘇牧‖著 I919/ｷ/6 小倉  正恒
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本 0113025958 蒼海全集 巻1 [副島  種臣‖著] 副島  道正‖編 I919/ｿ/1 副島  道正
本 0113025967 蒼海全集 巻2 [副島  種臣‖著] 副島  道正‖編 I919/ｿ/2 副島  道正
本 0113025976 蒼海全集 巻3 [副島  種臣‖著] 副島  道正‖編 I919/ｿ/3 副島  道正
本 0113025985 蒼海全集 巻4 [副島  種臣‖著] 副島  道正‖編 I919/ｿ/4 副島  道正
本 0113025994 蒼海全集 巻5 [副島  種臣‖著] 副島  道正‖編 I919/ｿ/5 副島  道正
本 0113026001 蒼海全集 巻6 [副島  種臣‖著] 副島  道正‖編 I919/ｿ/6 副島  道正
本 0113028072 柳下[ジョウ]集 永山  近彰‖著 I919/ﾅ 永山  近彰
本 0113017752 風外詩鈔 巻1〜3 水野  詩華‖著 I919/ﾐ/1~3 水野  昌雄
本 0113017761 風外詩鈔 巻4・5 水野  詩華‖著 I919/ﾐ/4･5 水野  昌雄
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