
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】：800～899
【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 0112991282 ことばと文化 鈴木  孝夫‖著 I801/ｽ 岩波書店
本 0113002571 人間とことばと文学と 西尾  実‖著 I804/ﾆ 岩波書店
本 0112991184 ことばの発見 渡部  昇一‖著 I804/ﾜ 中央公論社
本 0113022381 国語・国文 第2巻  第10号 京都帝国大学国文学会‖編 I805/ｺ/2-1 星野書店
本 0113022372 国語国文の研究 第22号 吉澤  義則‖編 I805/ｺ/22 文献書院
本 0113001741 話のコツ 安倍  季雄‖著 I809/ｱ 厚生閣
本 0112991317 コトバの心理と技術 大久保  忠利‖著 I809/ｵ 春秋社
本 0112991246 言葉の使い方 田代  晃二‖著 I809/ﾀ 創元社
本 0112989927 国語と文化 安藤  正次‖著 I810/ｱ 創元社
本 0112989945 国語の愛護 五十嵐  力‖著 I810/ｲ 白水社
本 0112989981 国語の心 岩淵  悦太郎‖[著] I810/ｲ 毎日新聞社
本 0112991326 コトバの生理と文法論 大久保  忠利‖著 I810/ｵ 春秋社
本 0113012980 国字改良問題並に其歸趨 川上  嘉市‖著 I810/ｶ カナモジカイ
本 0112997295 日本古代語音組織考 北里  闌‖著 I810/ｷ 啓光社出版部
本 0112990050 国語学 佐伯  梅友‖[ほか]編著 I810/ｺ 三省堂
本 0112990096 国語学辞典 国語学会‖編 I810/ｺ 東京堂
本 0112990005 国語の尊厳 第1輯 日本国語会‖編 I810/ｺ 国民評論社
本 0112990103 国語学叢録 新村  出‖著 I810/ｼ 一条書房
本 0112989954 国語の規準 新村  出‖著 I810/ｼ 敞文館
本 0112990014 国語の伝統 塩田  良平‖編 宇野  精一‖編 I810/ｼ 雪華社
本 0112996795 東方言語史叢考 新村  出‖著 I810/ｼ 岩波書店
本 0112366760 対談日本語を考える 大野 晋‖編 I810/ﾀ 中央公論社
本 0112989874 国語学史 時枝  誠記‖著 I810/ﾄ 岩波書店
本 0112366270 西尾実国語教育全集 第7巻 西尾 実‖著 岩淵 悦太郎‖[ほか]編 I810/ﾆ/7 教育出版
本 0112366289 西尾実国語教育全集 第8巻 西尾 実‖著 岩淵 悦太郎‖[ほか]編 I810/ﾆ/8 教育出版
本 0112366298 西尾実国語教育全集 第9巻 西尾 実‖著 岩淵 悦太郎‖[ほか]編 I810/ﾆ/9 教育出版
本 0112366305 西尾実国語教育全集 第10巻 西尾 実‖著 岩淵 悦太郎‖[ほか]編 I810/ﾆ/10 教育出版
本 0112366314 西尾実国語教育全集 別巻1 西尾 実‖著 岩淵 悦太郎‖[ほか]編 I810/ﾆ/ﾍﾞﾂ 教育出版
本 0112366323 西尾実国語教育全集 別巻2 西尾 実‖著 岩淵 悦太郎‖[ほか]編 I810/ﾆ/ﾍﾞﾂ 教育出版
本 0112990112 国語学論集 橋本博士還暦記念会‖編 I810/ﾊ 岩波書店
本 0112990158 橋本進吉博士著作集 第2冊 橋本  進吉‖著 I810/ﾊ 岩波書店
本 0112990041 橋本進吉博士著作集 第6冊 橋本  進吉‖著 I810/ﾊ 岩波書店
本 0112990087 国語学史要 山田  孝雄‖著 I810/ﾔ 岩波書店
本 0112990149 国語尊重の根本義 山田  孝雄‖著 I810/ﾔ 白水社
本 0112989972 国語の将来 柳田  国男‖著 I810/ﾔ 創元社
本 0112990032 国語の本質 山田  孝雄‖著 I810/ﾔ 白水社
本 0113013104 口語送りがな法  標準漢字準拠 岡崎  常太郎‖著 I811/ｵ 統正社
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本 0112984487 かな 小松  茂美‖著 I811/ｺ 岩波書店
本 0112984717 仮名遣の歴史 山田  孝雄‖著 I811/ﾔ 宝文館出版
本 0112332609 日本語の根本的研究 北里 闌‖著 I812/ｷ 紫【エン】会
本 0112991139 言葉の歴史 新村  出‖著 I812/ｼ 創元社
本 0112999480 東亜語源志 新村 出‖著 I812/ｼ 岡書院
本 0112990737 岩波古語辞典 大野  晋‖[ほか]編 I813/ｲ 岩波書店
本 0112989883 広辞苑 新村  出‖編 I813/ｺ 岩波書店
本 0113018591 故事ことわざ辞典 鈴木  棠三,広田  栄太郎‖編 I813/ｺ 東京堂
本 0112990504 故事名言・由来・ことわざ総解説 三浦  一郎‖[ほか]著 I813/ｺ 自由国民社
本 0112990130 新潮国語辞典 山田  俊雄‖編修 築島  裕‖編修 I813/ｼ 新潮社
本 0112991451 成語林 旺文社‖編 I813/ｾ 旺文社
本 0112991503 日本類語大辞典 志田  義秀‖共編 佐伯  常麿‖共編 I813/ﾆ 晴光館
本 0112991549 日本国語大辞典 第1巻 日本大辞典刊行会‖編 I813/ﾆ/1 小学館
本 0112993020 日本国語大辞典 第2巻 日本大辞典刊行会‖編 I813/ﾆ/2 小学館
本 0112993039 日本国語大辞典 第3巻 日本大辞典刊行会‖編 I813/ﾆ/3 小学館
本 0112993048 日本国語大辞典 第4巻 日本大辞典刊行会‖編 I813/ﾆ/4 小学館
本 0112993057 日本国語大辞典 第5巻 日本大辞典刊行会‖編 I813/ﾆ/5 小学館
本 0112993066 日本国語大辞典 第6巻 日本大辞典刊行会‖編 I813/ﾆ/6 小学館
本 0112993075 日本国語大辞典 第7巻 日本大辞典刊行会‖編 I813/ﾆ/7 小学館
本 0112993084 日本国語大辞典 第8巻 日本大辞典刊行会‖編 I813/ﾆ/8 小学館
本 0112993093 日本国語大辞典 第9巻 日本大辞典刊行会‖編 I813/ﾆ/9 小学館
本 0112993100 日本国語大辞典 第10巻 日本大辞典刊行会‖編 I813/ﾆ/10 小学館
本 0112990078 国語の力を増しましょう 岩淵  悦太郎‖著 I814/ｲ 日本リーダーズダイジェス
本 0112996483 時文新抄 岩城  準太郎‖編 I817/ｼﾞ 立川書店
本 0112981836 蝸牛考 柳田  国男‖著 I818/ﾔ 創元社
本 0112986519 漢文の話 吉川  幸次郎‖著 I820/ﾖ 筑摩書房
本 0112986163 漢字と文化 藤堂  明保‖著 I821/ﾄ 徳間書店
本 0112986181 漢字の起源 藤堂  明保‖著 I821/ﾄ 徳間書店
本 0112991237 言葉の系譜 藤堂  明保‖著 I821/ﾄ 新潮社
本 0112996465 諸子文粋 簡野  道明‖編 I827/ｼ 明治書院
本 0112991219 言語に映じたる原人の思想 金沢  庄三郎‖著 I829/ｶ 創元社
本 0113028401 THE CONCISE OXFORD DICTIONARY OF CURRENT ENGLISH H.W.FOWLER‖編 F.G.FOWLER‖編 I833/TH Oxford University Press
本 0112982087 英語表現辞典 大塚  高信‖[ほか]編集 I836/ｴ 研究社出版
本 0112950619 標音仏和辞典 山本  直文‖編 I853/ﾋ 白水社
本 0112985734 ガリシスムの研究 井上  源次郎‖著 I855/ｲ 白水社
本 0112997160 趣味の仏文解釈 石川  剛‖著 I857/ｲ 郁文堂書店
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