
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】：100～199
【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 0112996492 哲学概論 紀平  正美‖著 I100/ｷ 岩波書店
本 0112996642 現代の哲学 高橋  里美‖著 I100/ﾀ 岩波書店
本 0112998212 哲学講話 得能  文‖著 I100/ﾄ 第一書房
本 0112985565 神の思ひ 出  隆‖著 I104/ｲ 岩波書店
本 0112987448 行の哲学 紀平  正美‖著 I104/ｷ 岩波書店
本 0113015727 苦悩と思索  フランス哲学断想 串田  孫一‖著 I104/ｸ 角川書店
本 0113015683 人間と実存 九鬼  周造‖著 I104/ｸ 岩波書店
本 0112997035 街頭の哲学 松原  寛‖著 I104/ﾏ モナス
本 0113022899 哲学講座 第1 吉澤  孔三郎‖編 I105/ﾃ/1 近代社
本 0113022906 哲学講座 第2 吉澤  孔三郎‖編 I105/ﾃ/2 近代社
本 0113022915 哲学講座 第3 吉澤  孔三郎‖編 I105/ﾃ/3 近代社
本 0113022924 哲学講座 第4 吉澤  孔三郎‖編 I105/ﾃ/4 近代社
本 0113022933 哲学講座 第5 吉澤  孔三郎‖編 I105/ﾃ/5 近代社
本 0113022942 哲学講座 第6 吉澤  孔三郎‖編 I105/ﾃ/6 近代社
本 0113022951 哲学講座 第7 吉澤  孔三郎‖編 I105/ﾃ/7 近代社
本 0113022960 哲学講座 第8 吉澤  孔三郎‖編 I105/ﾃ/8 近代社
本 0113022979 哲学講座 第9 吉澤  孔三郎‖編 I105/ﾃ/9 近代社
本 0113022988 哲学講座 第10 吉澤  孔三郎‖編 I105/ﾃ/10 近代社
本 0113022997 哲学講座 第11 吉澤  孔三郎‖編 I105/ﾃ/11 近代社
本 0113023004 哲学講座 第12 吉澤  孔三郎‖編 I105/ﾃ/12 近代社
本 0113023013 哲学講座 第13 吉澤  孔三郎‖編 I105/ﾃ/13 近代社
本 0113023022 哲学講座 第14 吉澤  孔三郎‖編 I105/ﾃ/14 近代社
本 0113023031 哲学講座 第15 吉澤  孔三郎‖編 I105/ﾃ/15 近代社
本 0113021104 世界思潮 Ⅰ I108/ｾ/1 [岩波書店]
本 0113021113 世界思潮 Ⅱ I108/ｾ/2 [岩波書店]
本 0113021122 世界思潮 Ⅲ I108/ｾ/3 [岩波書店]
本 0113021131 世界思潮 Ⅳ I108/ｾ/4 [岩波書店]
本 0113021140 世界思潮 Ⅴ I108/ｾ/5 [岩波書店]
本 0113021159 世界思潮 Ⅵ I108/ｾ/6 [岩波書店]
本 0112361257 哲学講座 5 筑摩書房編集部‖編 I108/ﾃ 筑摩書房
本 0112361266 哲学教養講座 5 I108/ﾃ/5 三笠書房
本 0113015692 偶然性の問題 九鬼  周造‖著 I112/ｸ 岩波書店
本 0113011927 ものの考え方  合理性への逸脱 ウォーコップ‖著 深瀬  基寛‖訳 I113/ｳ 清水弘文堂書房
本 0113013051 思想の旅 S・カンドウ‖著 I113/ｶ 三省堂出版
本 0112958700 ヒューマニズム論 1 みすず書房編集部‖編 I113/ﾋ/1 みすず書房
本 0112958719 ヒューマニズム論 2 [みすず書房編集部‖編] I113/ﾋ/2 みすず書房
本 0112998276 人間学とは何か 池島  重信‖訳 桝田  啓三郎‖訳 I114/ｲ 鉄塔書院
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館名 資料ＩＤ タイトル 責任表示 請求記号 出版者
本 0112998365 人間論 土田  杏村‖著 I114/ﾂ 第一書房
本 0113022130 人間学 理想社‖編 I114/ﾆ 理想社出版部
本 0112996633 認識論 紀平  正美‖著 I115/ｷ 岩波書店
本 0112996580 論理学及研究法 桑木  厳翼‖講述 渋谷  正太郎‖講 I116/ｸ 同文館
本 0113013685 思索の道 エルネスト・デイムネ‖著 大竹  勝 I116/ﾃﾞ 改造社
本 0113002848 認識とパタン 渡辺  慧‖著 I116/ﾜ 岩波書店
本 0112359313 文化の衰頽と再建 アルバート  シュヴァイツァー‖[著 I118/ｼ みすず書房
本 0113012999 文化の没落と再建 シュワイツェル‖著 石原  兵永‖訳 I118/ｼ 新教出版社
本 0112982470 叡知の台座 井筒  俊彦‖著 I120/ｲ 岩波書店
本 0113022274 岩波講座東洋思潮 I120/ｲ 岩波書店
本 0113000403 岩波講座東洋思潮 [1-1] I120/ｲ/1-1 岩波書店
本 0113000412 岩波講座東洋思潮 [1-2] I120/ｲ/1-2 岩波書店
本 0113000421 岩波講座東洋思潮 [1-3] I120/ｲ/1-3 岩波書店
本 0113000430 岩波講座東洋思潮 [1-4] I120/ｲ/1-4 岩波書店
本 0113000449 岩波講座東洋思潮 [1-5] I120/ｲ/1-5 岩波書店
本 0113000458 岩波講座東洋思潮 [1-6] I120/ｲ/1-6 岩波書店
本 0113000467 岩波講座東洋思潮 [1-7] I120/ｲ/1-7 岩波書店
本 0112994403 岩波講座東洋思潮 [2-1] I120/ｲ/2-1 岩波書店
本 0112994412 岩波講座東洋思潮 [2-2] I120/ｲ/2-2 岩波書店
本 0112994421 岩波講座東洋思潮 [2-3] I120/ｲ/2-3 岩波書店
本 0112994430 岩波講座東洋思潮 [2-4] I120/ｲ/2-4 岩波書店
本 0112994449 岩波講座東洋思潮 [2-5] I120/ｲ/2-5 岩波書店
本 0112994458 岩波講座東洋思潮 [2-6] I120/ｲ/2-6 岩波書店
本 0113000476 岩波講座東洋思潮 [3-1] I120/ｲ/3-1 岩波書店
本 0113000485 岩波講座東洋思潮 [3-2] I120/ｲ/3-2 岩波書店
本 0113000494 岩波講座東洋思潮 [3-3] I120/ｲ/3-3 岩波書店
本 0113000500 岩波講座東洋思潮 [3-4] I120/ｲ/3-4 岩波書店
本 0113000519 岩波講座東洋思潮 [3-5] I120/ｲ/3-5 岩波書店
本 0113000528 岩波講座東洋思潮 [4-1] I120/ｲ/4-1 岩波書店
本 0113000537 岩波講座東洋思潮 [4-2] I120/ｲ/4-2 岩波書店
本 0113000573 岩波講座東洋思潮 [4-3] I120/ｲ/4-3 岩波書店
本 0113000546 岩波講座東洋思潮 [4-4] I120/ｲ/4-4 岩波書店
本 0113000564 岩波講座東洋思潮 [4-5] I120/ｲ/4-5 岩波書店
本 0113000555 岩波講座東洋思潮 [4-6] I120/ｲ/4-6 岩波書店
本 0113000582 岩波講座東洋思潮 [5-1] I120/ｲ/5-1 岩波書店
本 0113000591 岩波講座東洋思潮 [5-2] I120/ｲ/5-2 岩波書店
本 0113000608 岩波講座東洋思潮 [5-3] I120/ｲ/5-3 岩波書店
本 0113000617 岩波講座東洋思潮 [5-4] I120/ｲ/5-4 岩波書店
本 0113000626 岩波講座東洋思潮 [5-5] I120/ｲ/5-5 岩波書店
本 0113000635 岩波講座東洋思潮 [5-6] I120/ｲ/5-6 岩波書店
本 0113000644 岩波講座東洋思潮 [6-1] I120/ｲ/6-1 岩波書店
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館名 資料ＩＤ タイトル 責任表示 請求記号 出版者
本 0113000653 岩波講座東洋思潮 [6-2] I120/ｲ/6-2 岩波書店
本 0113000662 岩波講座東洋思潮 [6-3] I120/ｲ/6-3 岩波書店
本 0113000671 岩波講座東洋思潮 [6-4] I120/ｲ/6-4 岩波書店
本 0113000680 岩波講座東洋思潮 [6-5] I120/ｲ/6-5 岩波書店
本 0113000699 岩波講座東洋思潮 [7-1] I120/ｲ/7-1 岩波書店
本 0113000706 岩波講座東洋思潮 [7-2] I120/ｲ/7-2 岩波書店
本 0113000715 岩波講座東洋思潮 [7-3] I120/ｲ/7-3 岩波書店
本 0113000724 岩波講座東洋思潮 [7-4] I120/ｲ/7-4 岩波書店
本 0113000733 岩波講座東洋思潮 [7-5] I120/ｲ/7-5 岩波書店
本 0113000742 岩波講座東洋思潮 [7-6] I120/ｲ/7-6 岩波書店
本 0113000751 岩波講座東洋思潮 [8-1] I120/ｲ/8-1 岩波書店
本 0113000760 岩波講座東洋思潮 [8-2] I120/ｲ/8-2 岩波書店
本 0113000779 岩波講座東洋思潮 [8-3] I120/ｲ/8-3 岩波書店
本 0113000788 岩波講座東洋思潮 [8-4] I120/ｲ/8-4 岩波書店
本 0113000797 岩波講座東洋思潮 [8-5] I120/ｲ/8-5 岩波書店
本 0113000804 岩波講座東洋思潮 [8-6] I120/ｲ/8-6 岩波書店
本 0113000813 岩波講座東洋思潮 [9-1] I120/ｲ/9-1 岩波書店
本 0112994573 岩波講座東洋思潮 [9-2] I120/ｲ/9-2 岩波書店
本 0113000822 岩波講座東洋思潮 [9-3] I120/ｲ/9-3 岩波書店
本 0113000831 岩波講座東洋思潮 [9-4] I120/ｲ/9-4 岩波書店
本 0113000840 岩波講座東洋思潮 [9-5] I120/ｲ/9-5 岩波書店
本 0113000859 岩波講座東洋思潮 [10-1] I120/ｲ/10- 岩波書店
本 0113000868 岩波講座東洋思潮 [10-2] I120/ｲ/10- 岩波書店
本 0113000877 岩波講座東洋思潮 [10-3] I120/ｲ/10- 岩波書店
本 0113000886 岩波講座東洋思潮 [10-4] I120/ｲ/10- 岩波書店
本 0113000895 岩波講座東洋思潮 [10-5] I120/ｲ/10- 岩波書店
本 0113000902 岩波講座東洋思潮 [11-1] I120/ｲ/11- 岩波書店
本 0113000911 岩波講座東洋思潮 [11-2] I120/ｲ/11- 岩波書店
本 0112994582 岩波講座東洋思潮 [11-3] I120/ｲ/11- 岩波書店
本 0113000920 岩波講座東洋思潮 [11-4] I120/ｲ/11- 岩波書店
本 0113000939 岩波講座東洋思潮 [11-5] I120/ｲ/11- 岩波書店
本 0113000948 岩波講座東洋思潮 [11-6] I120/ｲ/11- 岩波書店
本 0113000957 岩波講座東洋思潮 [12-1] I120/ｲ/12- 岩波書店
本 0113000966 岩波講座東洋思潮 [12-2] I120/ｲ/12- 岩波書店
本 0113000975 岩波講座東洋思潮 [12-3] I120/ｲ/12- 岩波書店
本 0113000984 岩波講座東洋思潮 [12-4] I120/ｲ/12- 岩波書店
本 0113000993 岩波講座東洋思潮 [12-5] I120/ｲ/12- 岩波書店
本 0113001000 岩波講座東洋思潮 [12-6] I120/ｲ/12- 岩波書店
本 0113001019 岩波講座東洋思潮 [13-1] I120/ｲ/13- 岩波書店
本 0113001028 岩波講座東洋思潮 [13-2] I120/ｲ/13- 岩波書店
本 0113001037 岩波講座東洋思潮 [13-3] I120/ｲ/13- 岩波書店
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本 0113001046 岩波講座東洋思潮 [13-4] I120/ｲ/13- 岩波書店
本 0113001055 岩波講座東洋思潮 [13-5] I120/ｲ/13- 岩波書店
本 0113001064 岩波講座東洋思潮 [13-6] I120/ｲ/13- 岩波書店
本 0113001073 岩波講座東洋思潮 [14-1] I120/ｲ/14- 岩波書店
本 0113001082 岩波講座東洋思潮 [14-2] I120/ｲ/14- 岩波書店
本 0112994546 岩波講座東洋思潮 [14-2] I120/ｲ/14- 岩波書店
本 0112994564 岩波講座東洋思潮 [14-3] I120/ｲ/14- 岩波書店
本 0113001091 岩波講座東洋思潮 [14-4] I120/ｲ/14- 岩波書店
本 0113001108 岩波講座東洋思潮 [14-5] I120/ｲ/14- 岩波書店
本 0112994555 岩波講座東洋思潮 [14-6] I120/ｲ/14- 岩波書店
本 0113001117 岩波講座東洋思潮 [15-1] I120/ｲ/15- 岩波書店
本 0113001126 岩波講座東洋思潮 [15-2] I120/ｲ/15- 岩波書店
本 0113001135 岩波講座東洋思潮 [15-3] I120/ｲ/15- 岩波書店
本 0113001144 岩波講座東洋思潮 [15-4] I120/ｲ/15- 岩波書店
本 0113001153 岩波講座東洋思潮 [16-1] I120/ｲ/16- 岩波書店
本 0113001162 岩波講座東洋思潮 [16-2] I120/ｲ/16- 岩波書店
本 0113001171 岩波講座東洋思潮 [16-3] I120/ｲ/16- 岩波書店
本 0113001180 岩波講座東洋思潮 [16-4] I120/ｲ/16- 岩波書店
本 0113001199 岩波講座東洋思潮 [16-5] I120/ｲ/16- 岩波書店
本 0112994467 岩波講座東洋思潮 [17-1] I120/ｲ/17- 岩波書店
本 0112994476 岩波講座東洋思潮 [17-2] I120/ｲ/17- 岩波書店
本 0112994485 岩波講座東洋思潮 [17-3] I120/ｲ/17- 岩波書店
本 0112994494 岩波講座東洋思潮 [17-4] I120/ｲ/17- 岩波書店
本 0112994500 岩波講座東洋思潮 [17-5] I120/ｲ/17- 岩波書店
本 0112994519 岩波講座東洋思潮 [17-6] I120/ｲ/17- 岩波書店
本 0112994528 岩波講座東洋思潮 [17-7] I120/ｲ/17- 岩波書店
本 0112994537 岩波講座東洋思潮 [17-8] I120/ｲ/17- 岩波書店
本 0113001233 岩波講座東洋思潮 [18-1] I120/ｲ/18- 岩波書店
本 0113001206 岩波講座東洋思潮 [18-2] I120/ｲ/18- 岩波書店
本 0113001215 岩波講座東洋思潮 [18-3] I120/ｲ/18- 岩波書店
本 0112994608 岩波講座東洋思潮 [18-4] I120/ｲ/18- 岩波書店
本 0113001224 岩波講座東洋思潮 [18-5] I120/ｲ/18- 岩波書店
本 0112994591 岩波講座東洋思潮 [18-6] I120/ｲ/18- 岩波書店
本 0112994617 岩波講座東洋思潮 [18-7] I120/ｲ/18- 岩波書店
本 0112997357 日本精神新講 緋田  工‖著 I121/ｱ 新光閣
本 0113013113 國学綱要 浅野  晃‖著 I121/ｱ 大同印書館
本 0112985672 賀茂真淵の学問 井上  豊‖著 I121/ｲ 八木書店
本 0112989909 国学論 井上  豊‖著 I121/ｲ 八雲書林
本 0112333430 日本思想史の諸問題 家永 三郎‖著 I121/ｲ 斎藤書店
本 0112985654 賀茂真淵 大石  新‖著 I121/ｵ 柳原書店
本 0112982684 王朝の求道と色好み 亀井  勝一郎‖著 I121/ｶ 文芸春秋新社
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本 0112985636 賀茂真淵 三枝  康高‖著 I121/ｶ 吉川弘文館
本 0112989801 国学の三傑 河原  万吉‖著 I121/ｶ 潮文閣
本 0112997222 日本精神の哲学 鹿子木  員信‖著 I121/ｶ 直日のむすび出版部
本 0112983291 益軒十訓 上巻 [貝原  益軒‖著] I121/ｶ/1 有朋堂書店
本 0113019199 益軒十訓 下 貝原  益軒‖著 三浦  理‖編 I121/ｶ/2 有朋堂書店
本 0112985618 校本賀茂真淵全集 思想篇上 賀茂  真淵‖[著] 山本  饒‖編 I121/ｶ/1 弘文堂書房
本 0112985627 校本賀茂真淵全集 思想篇下 賀茂  真淵‖[著] 山本  饒‖編 I121/ｶ/2 弘文堂書房
本 0113022862 賀茂真淵全集 巻7 賀茂  真淵‖[著] 佐佐木  信綱‖監 I121/ｶ/7 吉川弘文館
本 0113022871 賀茂真淵全集 巻8 賀茂  真淵‖[著] 佐佐木  信綱‖監 I121/ｶ/8 吉川弘文館
本 0113022880 賀茂真淵全集 巻9 賀茂  真淵‖[著] 佐佐木  信綱‖監 I121/ｶ/9 吉川弘文館
本 0112989892 国学発達史 清原  貞雄‖著 I121/ｷ 畝傍書房
本 0112996820 日本精神と弁証法 紀平  正美‖著 安岡  正篤‖著 I121/ｷ 青年教育普及会
本 0112988036 近代日本思想史講座 1 I121/ｷ/1 筑摩書房
本 0112988045 近代日本思想史講座 7 I121/ｷ/7 筑摩書房
本 0112980294 契沖の生涯 久松  潜一‖著 I121/ｹ 創元社
本 0112985681 賀茂真淵伝 小山  正‖著 I121/ｺ 春秋社
本 0112975317 国学大系 第3巻 I121/ｺ/3 地平社
本 0112986653 言志四録詳解 佐藤  坦‖原著 飯田  伝一‖講述 I121/ｻ 東京開成館
本 0112998392 日本思想史概説 田中  義能‖著 I121/ﾀ 日本学術研究会
本 0112333975 日本人の自然観 高瀬 重雄‖著 I121/ﾀ 河原書店
本 0112985645 賀茂真淵の精神 辻森  秀英‖著 I121/ﾂ 道統社
本 0112959237 田安宗武 第4冊 土岐  善麿‖著 I121/ﾄ/4 日本評論社
本 0112987787 近世文学史論 内藤  湖南‖著 I121/ﾅ 創元社
本 0112975040 永遠の影 西田  幾多郎‖著 西田  外彦‖編纂 I121/ﾆ 斎藤書店
本 0112988795 芸術と道徳 西田  幾多郎‖著 I121/ﾆ 岩波書店
本 0112354434 善の研究 西田 幾多郎‖著 I121/ﾆ 岩波書店
本 0112354425 善の研究 西田 幾多郎‖著 I121/ﾆ 岩波書店
本 0112366564 西田幾多郎全集 第12巻 西田 幾多郎‖著 I121/ﾆ/12 岩波書店
本 0112367215 日本の思想 15 I121/ﾆ/15 筑摩書房
本 0112366573 西田幾多郎全集 別巻2 西田 幾多郎‖著 I121/ﾆ/別2 岩波書店
本 0112366555 西田幾多郎全集 別巻3 西田 幾多郎‖著 I121/ﾆ/別3 岩波書店
本 0112989838 国学思想史 野村  八良‖著 I121/ﾉ 明世堂書店
本 0112989794 国学 久松  潜一‖著 I121/ﾋ 至文堂
本 0112998418 日本思想の研究 補永  茂助‖著 I121/ﾎ 教育研究会
本 0112982906 学問と人生 三木  清‖著 I121/ﾐ 中央公論社
本 0112999300 観念形態論 三木  清‖著 I121/ﾐ 鉄塔書院
本 0112999293 史的観念論の諸問題 三木  清‖著 I121/ﾐ 岩波書店
本 0113015237 うひ山ふみ・鈴屋答問録 本居  宣長‖著 I121/ﾓ 岩波書店
本 0113013462 本居宣長 井上  豊‖著 I121/ﾓ 春陽堂
本 0113013257 本居宣長 芳賀  登‖著 I121/ﾓ 牧書店
本 0112347728 本居宣長全集 第3冊 [本居 宣長‖著] 村岡 典嗣‖編纂 I121/ﾓ 岩波書店
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本 0113024744 桃垣葉 上 角  正方‖編輯 I121/ﾓ/1 敷田年継
本 0113024753 桃垣葉 下 角  正方‖編輯 I121/ﾓ/2 敷田年継
本 0112341323 本居宣長全集 別巻 1 本居 宣長‖[著] 大久保 正‖編集・ I121/ﾓ/ﾍﾞﾂ 筑摩書房
本 0112341332 本居宣長全集 別巻 2 本居 宣長‖著 大久保 正‖編集・校 I121/ﾓ/ﾍﾞﾂ 筑摩書房
本 0112989810 国学の本義 山田  孝雄‖著 I121/ﾔ 畝傍書房
本 0112987830 近世日本社会と宋学 渡辺  浩‖著 I121/ﾜ 東京大学出版会
本 0113017690 支那古典叢函 第2 五十澤  二郎‖訳 I122/ｼ/2 方円寺書院
本 0113017707 支那古典叢函 第3 五十澤  二郎‖訳 I122/ｼ/3 方円寺書院
本 0113017681 支那古典叢函 第4 五十澤  二郎‖訳 I122/ｼ/4 方円寺書院
本 0113017672 支那古典叢函 第5 五十澤  二郎‖訳 I122/ｼ/5 方円寺書院
本 0112364174 読書【セン】余 狩野 直喜‖著 I122/ﾄﾞ 弘文堂書房
本 0112997561 孟子通解 簡野  道明‖著 I123/ﾓ 明治書院
本 0112986369 韓非子 下巻 [韓  非‖著] 町田  三郎‖訳注 I124/ｶ 中央公論社
本 0112997464 孔子全集 原文 藤原  正‖纂訳 I124/ｺ 岩波書店
本 0112997473 孔子全集 国訳 藤原  正‖纂訳 I124/ｺ 岩波書店
本 0113004711 王陽明全集 第9巻 [王  陽明‖著] I125/ｵ/9 明徳出版社
本 0113012560 ギリシャの哲學と政治 出  隆‖著 I131/ｲ 岩波書店
本 0112952298 プラトンの手紙 プラトン‖[著] 青木  巌‖訳 I131/ﾌﾟ 生活社
本 0113011507 アウグスチヌス小傳 三谷  隆正‖著 I132/ｱ 三省堂
本 0112357440 聖アウグスティヌス伝及「神の都」 中山 昌樹‖著訳 I132/ｱ 新生堂
本 0112958078 モンテーニュ論攷 関根  秀雄‖著 I132/ﾓ 八雲書店
本 0112987867 近代の思想 高桑  純夫‖編 I133/ﾀ 毎日新聞社
本 0112998971 近世に於ける「我」の自覚史 朝永  三十郎‖著 I133/ﾄ 東京宝文館
本 0112998374 現今の哲学問題 得能  文‖著 I133/ﾄ 第一書房
本 0112987938 近代精神の形成 マクマレイ‖編 堀  秀彦‖訳 I133/ﾏ 東洋経済出版部
本 0112987876 近代の精神 マイケル  ロバーツ‖[著] 加藤  憲 I133/ﾛ 筑摩書房
本 0112961858 プレルーディエン〈序曲〉 下巻 ヴィンデルバント‖著 篠田  英雄‖ I134/ｳﾞ 岩波書店
本 0112996553 カント雑考 桑木  厳翼‖著 I134/ｸ 岩波書店
本 0112999275 ヘーゲルとヘーゲル主義 近藤  俊二‖編 I134/ｺ 岩波書店
本 0112998953 ディルタイ論文集 ディルタイ‖[著] 栗林  茂‖訳 I134/ﾃﾞ 丸善
本 0112998962 哲学の本質 ウィルヘルム  ディルタイ‖著 勝部 I134/ﾃﾞ 大村書店
本 0112987545 ギリシア人の世界 ニイチェ‖著 野中  正夫‖訳 I134/ﾆ 筑摩書房
本 0112366181 ニイチェ研究 下 和辻 哲郎‖著 I134/ﾆ 筑摩書房
本 0112998294 精神現象論序説 ヘーゲル‖[著] 大江  清一‖訳 I134/ﾍ 理想社出版部
本 0112998061 ヘーゲル哲学物語 松原  寛‖著 I134/ﾏ 同文館
本 0112981747 家族の感情 アラン‖[著] 串田  孫一‖[ほか]訳 I135/ｱ 風間書房
本 0113002839 人間論 アラン‖[著] 鈴木  清‖訳 I135/ｱ 白水社
本 0113013006 仏蘭西哲學雑記帖 串田  孫一‖著 I135/ｸ 風間書房
本 0112953812 仏蘭西モラリスト フォルテュナ  ストロフスキー‖著 I135/ｽ 弘文堂書房
本 0112360711 デカルト 1 所 雄章‖著 I135/ﾃﾞ 勁草書房
本 0112361140 デカルトよりパスカルへ 森 有正‖著 I135/ﾃﾞ 日新書院
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本 0112959022 エピクテートスとモンテーニユとに関するパスカルと パスカル‖著 前田  陽一‖訳 I135/ﾊﾟ 創元社
本 0113013060 エピクテートスとモンテーニユとに關するパスカルと パスカル‖著 前田  陽一‖訳 I135/ﾊﾟ 創元社
本 0113001493 パスカル エミィル  ブトルウ‖[著] 森  有正 I135/ﾊﾟ 創元社
本 0112335884 パスカル書簡集 パスカル‖[著] 由木 康‖共訳 I135/ﾊﾟ 白水社
本 0112335875 パスカル小品集 [パスカル‖著] 由木 康‖訳 I135/ﾊﾟ 白水社
本 0112335768 パスカル伝 由木 康‖著 I135/ﾊﾟ 白水社
本 0112354087 パンセ パスカル‖[著] 津田  穣‖訳 I135/ﾊﾟ 新潮社
本 0112354078 パンセと小品 パスカル‖[著] 後藤 末雄‖訳 I135/ﾊﾟ 北隆館
本 0112335820 愛の情念に関する説 パスカル‖[著] 津田 穣‖[訳]著 I135/ﾊﾟ 養徳社
本 0112974005 田舎の友への手紙 ブレエズ  パスカル‖著 森  有正‖ I135/ﾊﾟ 白水社
本 0113013649 病と死についての冥想  祈りと小品と手紙 パスカル‖著 田辺  保‖訳 I135/ﾊﾟ 新教出版社
本 0113001518 パスカル冥想録 上 パスカル‖[著] 由木  康‖訳 I135/ﾊﾟ/1 白水社
本 0113014915 パスカル冥想録 下 パスカル‖著 由木  康‖訳 I135/ﾊﾟ/2 白水社
本 0112335866 パンセ 上 ブレーズ パスカル‖[著] 津田 穣‖ I135/ﾊﾟ/1 世界文学社
本 0112951173 ベルグソンの哲学 アルベール  チボウデ‖著 高橋  広 I135/ﾍﾞ 三田文学出版部
本 0113013248 形而上學序説 アンリ・ベルグソン‖著 坂田  徳男 I135/ﾍﾞ みすず書房
本 0112982915 学問芸術論 ルソー‖著 前川  貞次郎‖訳 I135/ﾙ 岩波書店
本 0113015941 孤独な散歩者の夢想 ジャン・ジャック・ルソオ‖著 新城 I135/ﾙ 愛宕書房
本 0112979420 孤独な散歩者の夢想 ジヤン  ジヤック  ルソオ‖[著] 青 I135/ﾙ 大日本雄弁会講談社
本 0113002526 人間の心理 宮城  音弥‖編 I140/ﾆ 中山書店
本 0113028946 Release From Nervous Tension David Harold Fink‖著 I141/FI SIMON AND SCHUSTER
本 0112998267 性格学 高良  武久‖著 I141/ｺ 三省堂
本 0113028937 FRANK BUCHMAN Garth Lean‖著 I150/BU Constable
本 0113028964 REMAKING THE WORLD Frank N.D. BUCHMAN‖著 I150/BU BLANDFORD PRESS
本 0113028731 REMAKING MEN Paul Campbell‖著 Peter Howard‖ I150/CA BLANDFORD PRESS
本 0112999319 イデオロギーと共存 I150/ｲ MRAハウス
本 0112999346 倫理御進講草案 [杉浦  重剛‖著] 猪狩  又蔵‖編纂 I150/ｽ 杉浦重剛先生倫理御進講草
本 0113002599 人間の学としての倫理学 和辻  哲郎‖著 I150/ﾜ 岩波書店
本 0112996982 国体の真意義 紀平  正美‖著 安岡  正篤‖著 I155/ｷ 青年教育普及会
本 0113023040 大日本精神 倉賀野  胤正‖編 I155/ﾀﾞ 大日本古典会
本 0112990256 国体の本義 山田  孝雄‖著 I155/ﾔ 宝文館
本 0112954401 尊皇思想とその伝統 和辻  哲郎‖著 I155/ﾜ 岩波書店
本 0112999505 大和民族の使命 後巻 渡辺  薫美‖著 I155/ﾜ 渡辺家塾
本 0112999499 大和民族の使命 前巻 渡辺  薫美‖著 I155/ﾜ 渡辺家塾
本 0112367288 日本の臣道 アメリカの国民性 和辻 哲郎‖著 I155/ﾜ 筑摩書房
本 0112983219 永遠の言葉とその背景 金沢  誠‖[ほか]編 I159/ｶ 自由国民社
本 0113015736 人間育成 田中  義雄‖著 I159/ﾀ 四季社
本 0112974452 上に立つ人の道 村上  瑚磨雄‖著 I159/ﾑ 富山房
本 0113017011 幼学綱要 末岡  武俊‖編 I159/ﾖ 日本精神文化振興会
本 0113017020 幼学綱要  現代語訳 高山  菊次‖編 I159/ﾖ 教材社
本 0112990407 古事記と道元・親鸞 今成  覚禅‖著 I160/ｲ 平凡社
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本 0113002474 人間と宗教 北森  嘉蔵‖著 I160/ｷ 東海大学出版会
本 0112998864 宗教的人間 前田  利鎌‖著 松岡  譲‖編輯 I161/ﾏ 岩波書店
本 0112333396 日本神話の研究 松本 信広‖著 I164/ﾆ 鎌倉書房
本 0113017280 神ながらの道 筧  克彦‖著 I170/ｶ 皇学舎
本 0112957131 宗像神社史 下巻 宗像神社復興期成会‖編纂 I175/ﾑ 宗像神社復興期成会
本 0113010713 川面凡児全集 第8巻 川面  凡児‖著 I178/ｶ/8 川面凡児先生十周年記念会
本 0113010722 川面凡児全集 第9巻 川面  凡児‖著 I178/ｶ/9 川面凡児先生十周年記念会
本 0113010731 川面凡児全集 第10巻 川面  凡児‖著 I178/ｶ/10 川面凡児先生十周年記念会
本 0112988090 講座近代仏教 第4巻 法蔵館編集部‖編集 I180/ｺ/4 法蔵館
本 0112988107 講座近代仏教 第6巻 法蔵館編集部‖編集 I180/ｺ/6 法蔵館
本 0113026476 大日本仏教全書 10巻 [仏書刊行会‖編] I180/ﾀﾞ/10 小島  棟吉
本 0112999373 大日本仏教全書 [161] 仏書刊行会‖編纂 I180/ﾀﾞ 大日本仏教全書発行所
本 0112959861 仏教の思想 11 塚本  善隆‖責任編集 I181/ﾌﾞ/11 角川書店
本 0112998301 日本仏教史の研究 1 大屋  徳城‖著 I182/ｵ 東方文献刊行会
本 0112998114 日本上代仏教の社会経済 細川  亀市‖著 I182/ﾎ 白揚社
本 0112998052 日本精神と日本仏教 矢吹  慶輝‖著 I182/ﾔ 仏教聯合会
本 0112988232 華厳経 上巻 江部  鴨村‖訳 I183/ｴ/1 住友寛一
本 0112988241 華厳経 下巻 江部  鴨村‖訳 I183/ｴ/2 住友寛一
本 0113012891 國譯一切経  和漢撰述部 論疏部6 I183/ｺ 大東出版社
本 0113026500 千手千眼陀羅尼経 守屋  考蔵‖編 I183/ｾ 守屋  孝蔵
本 0112990513 古写経の鑑賞 田中  塊堂‖著 I183/ﾀ 宝雲舎
本 0112966014 勝鬘経義疏の上宮王撰に関する研究 花山  信勝‖著 I183/ﾊ 岩波書店
本 0113022504 佛説大報父母恩重経 中川  善教‖編 I183/ﾌﾞ/1
本 0113022513 讃父母恩重経 中川  善教‖編 I183/ﾌﾞ/2
本 0112358305 法句経 荻原 雲来‖訳注 I183/ﾎ 岩波書店
本 0113016432 般若心経解説 山崎  益州‖著 I183/ﾔ 広誠院
本 0113020187 閑居友  尊経閣叢刊 上 I184/ｶ/1 侯爵前田家育徳財団
本 0113020196 閑居友  尊経閣叢刊 下 I184/ｶ/2 侯爵前田家育徳財団
本 0113020203 閑居友  尊経閣叢刊 解説 I184/ｶ/3 侯爵前田家育徳財団
本 0113014997 無心といふこと 鈴木  大拙‖著 I184/ｽ 創元社
本 0113026261 三宝絵  尊経閣叢刊 上 源  為憲‖著 I184/ﾐ/1 育徳財団
本 0113026270 三宝絵  尊経閣叢刊 中 源  為憲‖著 I184/ﾐ/2 育徳財団
本 0113026289 三宝絵  尊経閣叢刊 下 源  為憲‖著 I184/ﾐ/3 育徳財団
本 0113026234 南都巡礼記 実叡‖著 I185/ｼﾞ 侯爵前田家育徳財団
本 0112367643 日本の仏像 佐和 隆研‖著 I186/ｻ 至文堂
本 0113011785 暁烏敏先生講話集 暁烏  敏‖著 I188/ｱ 歴史図書社
本 0112333350 日本教育道 暁烏 敏‖著 I188/ｱ 玉川学園出版部
本 0113014112 道しるべ 岩井  智海‖著 I188/ｲ 旭蓮社
本 0113012034 遊行一遍上人 吉川  清‖著 I188/ｲ 紙硯社
本 0112998454 鈴泉遺芳 [岩井  智海‖著] I188/ｲ 知恩院寺務所
本 0112999355 太秦広隆寺史 橋川  正‖編纂 I188/ｳ 京都太秦聖徳太子報徳会本

8／13



2014/04/11新居浜市立図書館(本館) 図書目録リスト
館名 資料ＩＤ タイトル 責任表示 請求記号 出版者
本 0112997446 園城寺之研究 天台宗寺門派御遠忌事務局‖編纂 I188/ｴ 園城寺
本 0112345917 正法眼蔵思想大系 第6巻 岡田 宜法‖著 I188/ｵ/6 法政大学出版局
本 0112345926 正法眼蔵思想大系 第7巻 岡田 宜法‖著 I188/ｵ/7 法政大学出版局
本 0112345935 正法眼蔵思想大系 第8巻 岡田 宜法‖著 I188/ｵ/8 法政大学出版局
本 0112980301 華厳の思想 鎌田  茂雄‖[著] I188/ｶ 講談社
本 0113026083 葛城の慈雲尊者 松阪  青渓‖編 I188/ｶ 高貴寺学寮
本 0113016511 三願転入の論理 紀平  正美‖著 I188/ｷ 山喜房
本 0112996508 無門関解釈 紀平  正美‖著 I188/ｷ 岩波書店
本 0112989295 現代禅講座 第1巻 I188/ｹﾞ 角川書店
本 0113022452 考誉現有大僧正 加藤  鏡心‖編 I188/ｺ 知恩院寺務所
本 0112987153 正法眼蔵の愛語に学ぶ 酒井  大岳‖著 I188/ｻ 鈴木出版
本 0112342484 親鸞 笠原 一男‖著 I188/ｼ 筑摩書房
本 0113014452 親鸞の思想 井関  保‖著 I188/ｼ 桜楓社
本 0113015647 親鸞の宗教 宮井  義雄‖著 I188/ｼ 法蔵館
本 0112985896 内側から見た創価学会 塩瀬  哲生‖著 I188/ｼ 時の経済社
本 0113026092 慈雲尊者の話 長谷  寶秀‖編 I188/ｼﾞ 高貴寺
本 0113018500 慈恩大師傳 佐伯  良謙‖著 I188/ｼﾞ 藤井  左兵衛
本 0113016842 趙州禅師語録 従シン‖著 秋月  龍ミン‖訳 I188/ｼﾞ 春秋社
本 0113028116 慈雲尊者鑽仰会報 第1号 片本  鹿造‖編 I188/ｼﾞ/1 慈雲尊者鑽仰会
本 0113028125 慈雲尊者鑽仰会報 第2号 片本  鹿造‖編 I188/ｼﾞ/2 慈雲尊者鑽仰会
本 0113028134 慈雲尊者鑽仰会報 第3号 片本  鹿造‖編 I188/ｼﾞ/3 慈雲尊者鑽仰会
本 0113026056 慈雲尊者鑚仰会講演集 第1輯 伎人  慈城‖編 I188/ｼﾞ/1 高貴寺
本 0113026065 慈雲尊者鑚仰会講演集 第2輯 伎人  慈城‖編 I188/ｼﾞ/2 高貴寺
本 0113026074 慈雲尊者鑚仰会講演集 第3輯 伎人  慈城‖編 I188/ｼﾞ/3 高貴寺
本 0113025538 真言宗全書 第1巻  1 高岡  隆心‖編 I188/ｼ/1-1 真言宗全書刊行会
本 0113025547 真言宗全書 第1巻  2 高岡  隆心‖編 I188/ｼ/1-2 真言宗全書刊行会
本 0113025351 真言宗全書 第2巻  1 高岡  隆心‖編 I188/ｼ/2-1 真言宗全書刊行会
本 0113025360 真言宗全書 第2巻  2 高岡  隆心‖編 I188/ｼ/2-2 真言宗全書刊行会
本 0113025556 真言宗全書 第3巻  1 高岡  隆心‖編 I188/ｼ/3-1 真言宗全書刊行会
本 0113025565 真言宗全書 第3巻  2 高岡  隆心‖編 I188/ｼ/3-2 真言宗全書刊行会
本 0113025574 真言宗全書 第4巻  1 高岡  隆心‖編 I188/ｼ/4-1 真言宗全書刊行会
本 0113025583 真言宗全書 第4巻  2 高岡  隆心‖編 I188/ｼ/4-2 真言宗全書刊行会
本 0113025798 真言宗全書 第5巻  1 高岡  隆心‖編 I188/ｼ/5-1 真言宗全書刊行会
本 0113025805 真言宗全書 第5巻  2 高岡  隆心‖編 I188/ｼ/5-2 真言宗全書刊行会
本 0113025057 真言宗全書 第6巻  1 高岡  隆心‖編 I188/ｼ/6-1 真言宗全書刊行会
本 0113025066 真言宗全書 第6巻  2 高岡  隆心‖編 I188/ｼ/6-2 真言宗全書刊行会
本 0113025191 真言宗全書 第7巻  1 高岡  隆心‖編 I188/ｼ/7-1 真言宗全書刊行会
本 0113025208 真言宗全書 第7巻  2 高岡  隆心‖編 I188/ｼ/7-2 真言宗全書刊行会
本 0113025477 真言宗全書 第8巻  1 高岡  隆心‖編 I188/ｼ/8-1 真言宗全書刊行会
本 0113025486 真言宗全書 第8巻  2 高岡  隆心‖編 I188/ｼ/8-2 真言宗全書刊行会
本 0113025690 真言宗全書 第9巻  1 高岡  隆心‖編 I188/ｼ/9-1 真言宗全書刊行会
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本 0113025707 真言宗全書 第9巻  2 高岡  隆心‖編 I188/ｼ/9-2 真言宗全書刊行会
本 0113025672 真言宗全書 第10巻  1 高岡  隆心‖編 I188/ｼ/10- 真言宗全書刊行会
本 0113025681 真言宗全書 第10巻  2 高岡  隆心‖編 I188/ｼ/10- 真言宗全書刊行会
本 0113025431 真言宗全書 第11巻  1 高岡  隆心‖編 I188/ｼ/11- 真言宗全書刊行会
本 0113025440 真言宗全書 第11巻  2 高岡  隆心‖編 I188/ｼ/11- 真言宗全書刊行会
本 0113025039 真言宗全書 第12巻  1 高岡  隆心‖編 I188/ｼ/12- 真言宗全書刊行会
本 0113025048 真言宗全書 第12巻  2 高岡  隆心‖編 I188/ｼ/12- 真言宗全書刊行会
本 0113025235 真言宗全書 第13巻  1 高岡  隆心‖編 I188/ｼ/13- 真言宗全書刊行会
本 0113025244 真言宗全書 第13巻  2 高岡  隆心‖編 I188/ｼ/13- 真言宗全書刊行会
本 0113025217 真言宗全書 第14巻  1 高岡  隆心‖編 I188/ｼ/14- 真言宗全書刊行会
本 0113025226 真言宗全書 第14巻  2 高岡  隆心‖編 I188/ｼ/14- 真言宗全書刊行会
本 0113025413 真言宗全書 第15巻  1 高岡  隆心‖編 I188/ｼ/15- 真言宗全書刊行会
本 0113025422 真言宗全書 第15巻  2 高岡  隆心‖編 I188/ｼ/15- 真言宗全書刊行会
本 0113025734 真言宗全書 第16巻  1 高岡  隆心‖編 I188/ｼ/16- 真言宗全書刊行会
本 0113025743 真言宗全書 第16巻  2 高岡  隆心‖編 I188/ｼ/16- 真言宗全書刊行会
本 0113025333 真言宗全書 第17巻  1 高岡  隆心‖編 I188/ｼ/17- 真言宗全書刊行会
本 0113025342 真言宗全書 第17巻  2 高岡  隆心‖編 I188/ｼ/17- 真言宗全書刊行会
本 0113025397 真言宗全書 第18巻  1 高岡  隆心‖編 I188/ｼ/18- 真言宗全書刊行会
本 0113025404 真言宗全書 第18巻  2 高岡  隆心‖編 I188/ｼ/18- 真言宗全書刊行会
本 0113025173 真言宗全書 第19巻  1 高岡  隆心‖編 I188/ｼ/19- 真言宗全書刊行会
本 0113025182 真言宗全書 第19巻  2 高岡  隆心‖編 I188/ｼ/19- 真言宗全書刊行会
本 0113025636 真言宗全書 第20巻  1 高岡  隆心‖編 I188/ｼ/20- 真言宗全書刊行会
本 0113025645 真言宗全書 第20巻  2 高岡  隆心‖編 I188/ｼ/20- 真言宗全書刊行会
本 0113025770 真言宗全書 第21巻  1 高岡  隆心‖編 I188/ｼ/21- 真言宗全書刊行会
本 0113025789 真言宗全書 第21巻  2 高岡  隆心‖編 I188/ｼ/21- 真言宗全書刊行会
本 0113025155 真言宗全書 第22巻  1 高岡  隆心‖編 I188/ｼ/22- 真言宗全書刊行会
本 0113025164 真言宗全書 第22巻  2 高岡  隆心‖編 I188/ｼ/22- 真言宗全書刊行会
本 0113025299 真言宗全書 第23巻  1 高岡  隆心‖編 I188/ｼ/23- 真言宗全書刊行会
本 0113025306 真言宗全書 第23巻  2 高岡  隆心‖編 I188/ｼ/23- 真言宗全書刊行会
本 0113025075 真言宗全書 第24巻  1 高岡  隆心‖編 I188/ｼ/24- 真言宗全書刊行会
本 0113025084 真言宗全書 第24巻  2 高岡  隆心‖編 I188/ｼ/24- 真言宗全書刊行会
本 0113025814 真言宗全書 第25巻  1 高岡  隆心‖編 I188/ｼ/25- 真言宗全書刊行会
本 0113025823 真言宗全書 第25巻  2 高岡  隆心‖編 I188/ｼ/25- 真言宗全書刊行会
本 0113025271 真言宗全書 第26巻  1 高岡  隆心‖編 I188/ｼ/26- 真言宗全書刊行会
本 0113025280 真言宗全書 第26巻  2 高岡  隆心‖編 I188/ｼ/26- 真言宗全書刊行会
本 0113025315 真言宗全書 第27巻  1 高岡  隆心‖編 I188/ｼ/27- 真言宗全書刊行会
本 0113025324 真言宗全書 第27巻  2 高岡  隆心‖編 I188/ｼ/27- 真言宗全書刊行会
本 0113025618 真言宗全書 第28巻  1 高岡  隆心‖編 I188/ｼ/28- 真言宗全書刊行会
本 0113025627 真言宗全書 第28巻  2 高岡  隆心‖編 I188/ｼ/28- 真言宗全書刊行会
本 0113025495 真言宗全書 第29巻  1 高岡  隆心‖編 I188/ｼ/29- 真言宗全書刊行会
本 0113025501 真言宗全書 第29巻  2 高岡  隆心‖編 I188/ｼ/29- 真言宗全書刊行会
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本 0113025592 真言宗全書 第30巻  1 高岡  隆心‖編 I188/ｼ/30- 真言宗全書刊行会
本 0113025609 真言宗全書 第30巻  2 高岡  隆心‖編 I188/ｼ/30- 真言宗全書刊行会
本 0113025510 真言宗全書 第31巻  1 高岡  隆心‖編 I188/ｼ/31- 真言宗全書刊行会
本 0113025529 真言宗全書 第31巻  2 高岡  隆心‖編 I188/ｼ/31- 真言宗全書刊行会
本 0113025832 真言宗全書 第32巻  1 高岡  隆心‖編 I188/ｼ/32- 真言宗全書刊行会
本 0113025841 真言宗全書 第32巻  2 高岡  隆心‖編 I188/ｼ/32- 真言宗全書刊行会
本 0113025379 真言宗全書 第33巻  1 高岡  隆心‖編 I188/ｼ/33- 真言宗全書刊行会
本 0113025388 真言宗全書 第33巻  2 高岡  隆心‖編 I188/ｼ/33- 真言宗全書刊行会
本 0113025716 真言宗全書 第34巻  1 高岡  隆心‖編 I188/ｼ/34- 真言宗全書刊行会
本 0113025725 真言宗全書 第34巻  2 高岡  隆心‖編 I188/ｼ/34- 真言宗全書刊行会
本 0113025253 真言宗全書 第35巻  1 高岡  隆心‖編 I188/ｼ/35- 真言宗全書刊行会
本 0113025262 真言宗全書 第35巻  2 高岡  隆心‖編 I188/ｼ/35- 真言宗全書刊行会
本 0113025654 真言宗全書 第36巻  1 高岡  隆心‖編 I188/ｼ/36- 真言宗全書刊行会
本 0113025663 真言宗全書 第36巻  2 高岡  隆心‖編 I188/ｼ/36- 真言宗全書刊行会
本 0113025093 真言宗全書 第37巻  1 高岡  隆心‖編 I188/ｼ/37- 真言宗全書刊行会
本 0113025100 真言宗全書 第37巻  2 高岡  隆心‖編 I188/ｼ/37- 真言宗全書刊行会
本 0113025119 真言宗全書 第38巻  1 高岡  隆心‖編 I188/ｼ/38- 真言宗全書刊行会
本 0113025128 真言宗全書 第38巻  2 高岡  隆心‖編 I188/ｼ/38- 真言宗全書刊行会
本 0113025011 真言宗全書 第39巻  1 高岡  隆心‖編 I188/ｼ/39- 真言宗全書刊行会
本 0113025020 真言宗全書 第39巻  2 高岡  隆心‖編 I188/ｼ/39- 真言宗全書刊行会
本 0113025752 真言宗全書 第40巻  1 高岡  隆心‖編 I188/ｼ/40- 真言宗全書刊行会
本 0113025761 真言宗全書 第40巻  2 高岡  隆心‖編 I188/ｼ/40- 真言宗全書刊行会
本 0113025137 真言宗全書 第41巻  1 高岡  隆心‖編 I188/ｼ/41- 真言宗全書刊行会
本 0113025146 真言宗全書 第41巻  2 高岡  隆心‖編 I188/ｼ/41- 真言宗全書刊行会
本 0113025459 真言宗全書 第42巻  1 高岡  隆心‖編 I188/ｼ/42- 真言宗全書刊行会
本 0113025468 真言宗全書 第42巻  2 高岡  隆心‖編 I188/ｼ/42- 真言宗全書刊行会
本 0112973685 一禅者の思索 鈴木  大拙‖著 I188/ｽ 一条書房
本 0113013211 華厳の研究 鈴木  大拙‖著 I188/ｽ 法蔵館
本 0112958586 浄土系思想論 鈴木  大拙‖著 I188/ｽ 法蔵館
本 0113022407 吹毛軒 吹毛軒遺芳録刊行会‖著 I188/ｽ 佛通寺
本 0112976325 禅と日本文化 鈴木 大拙‖著 北川 桃雄‖訳 I188/ｽ 岩波書店
本 0112953117 禅百題 鈴木  大拙‖著 I188/ｽ 大東出版社
本 0113002447 対話  人間いかに生くべきか 鈴木  大拙‖[著] 古田  紹欽‖編 I188/ｽ 社会思想社
本 0112997302 大燈国師百二十則 鈴木  大拙‖著 I188/ｽ 大東出版社
本 0112956007 無心ということ 鈴木  大拙‖著 I188/ｽ 角川書店
本 0112345463 鈴木大拙全集 第6巻 鈴木 大拙‖著 I188/ｽ/6 岩波書店
本 0112345472 鈴木大拙全集 第7巻 鈴木 大拙‖著 I188/ｽ/7 岩波書店
本 0112345481 鈴木大拙全集 第15巻 鈴木 大拙‖著 I188/ｽ/15 岩波書店
本 0112345490 鈴木大拙全集 第20巻 鈴木 大拙‖著 I188/ｽ/20 岩波書店
本 0112345506 鈴木大拙全集 第21巻 鈴木 大拙‖著 I188/ｽ/21 岩波書店
本 0113022247 追悼  宗碩和尚 福森  利正‖著 I188/ｿ 淡交社
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本 0112998070 密教概論 高神  覚昇‖著 I188/ﾀ 甲子社書房
本 0112975004 醍醐雑事記 中島  俊司‖編纂 I188/ﾀﾞ 醍醐寺
本 0113002786 人間道元 佐橋  法竜‖著 I188/ﾄﾞ 春秋社
本 0113028063 曹洞修證義 [道元]‖著 I188/ﾄﾞ 大八木  実
本 0112362933 道元 菊村 紀彦‖著 I188/ﾄﾞ 社会思想社
本 0112362924 道元 田中 忠雄‖著 I188/ﾄﾞ 新潮社
本 0112363442 道元禅師全集 下巻別冊 道元‖著 大久保 道舟‖編 I188/ﾄﾞ/別 筑摩書房
本 0112335553 日本文化と浄土教論攷 井川定慶博士喜寿記念会‖編 I188/ﾆ 井川博士喜寿記念会出版部
本 0113022096 極楽世界 原田  亀太郎‖著 I188/ﾊ
本 0112983380 原本校註・漢和対照往生要集 花山  信勝‖校訂並びに訳註 I188/ﾊ 小山書店
本 0112337490 歎異抄入門 本多 顕彰‖著 I188/ﾎ 光文社
本 0113017798 法然上人全集 源空‖著 I188/ﾎ 仏教文学会
本 0112362906 修養第一道元禅師詳伝 松崎 覚本‖著 I188/ﾏ 日比谷出版社
本 0112345739 正法眼蔵 第1巻 [道元‖原著] 増谷 文雄‖著 I188/ﾏ/1 角川書店
本 0112976307 正法眼蔵 第2巻 [道元‖原著] 増谷  文雄‖著 I188/ﾏ 角川書店
本 0112979313 正法眼蔵 第3巻 [道元‖原著] 増谷  文雄‖著 I188/ﾏ/3 角川書店
本 0112345748 正法眼蔵 第4巻 [道元‖原著] 増谷 文雄‖著 I188/ﾏ/4 角川書店
本 0112345757 正法眼蔵 第5巻 [道元‖原著] 増谷 文雄‖著 I188/ﾏ/5 角川書店
本 0112345766 正法眼蔵 第6巻 [道元‖原著] 増谷 文雄‖著 I188/ﾏ/6 角川書店
本 0112345775 正法眼蔵 第7巻 [道元‖原著] 増谷 文雄‖著 I188/ﾏ/7 角川書店
本 0112345784 正法眼蔵 第8巻 [道元‖原著] 増谷  文雄‖著 I188/ﾏ/8 角川書店
本 0112965435 修証義の仏教 水野  弘元‖著 I188/ﾐ 春秋社
本 0113017495 夢窓国師偈頌及歌集  附  西山夜話 I188/ﾑ 住友  寛一
本 0112345828 正法眼蔵参究 現成公案 安谷 白雲‖著 I188/ﾔ 春秋社
本 0112976316 正法眼蔵参究 山水経・有時 安谷  白雲‖著 I188/ﾔ 春秋社
本 0112345855 正法眼蔵参究 仏性 安谷 白雲‖著 I188/ﾔ 春秋社
本 0112345837 正法眼蔵参究 弁道話 安谷 白雲‖著 I188/ﾔ 春秋社
本 0112345846 正法眼蔵参究 谿声山色・礼拝得髄 安谷 白雲‖著 I188/ﾔ 春秋社
本 0112355585 良寛 伊丹 末雄‖著 I188/ﾘ 国書刊行会
本 0112960635 良寛の一生 須佐  晋長‖著 I188/ﾘ 第一書房
本 0113018831 臨済録  校訂 森江  英二‖編 鈴木  大拙‖編 I188/ﾘ 森江書店
本 0113011437 藤井武全集 第6巻 I190/ﾌ/6 藤井武全集刊行会
本 0113011446 藤井武全集 第7巻 I190/ﾌ/7 藤井武全集刊行会
本 0113011455 藤井武全集 第8巻 I190/ﾌ/8 藤井武全集刊行会
本 0113011464 藤井武全集 第9巻 I190/ﾌ/9 藤井武全集刊行会
本 0113011473 藤井武全集 第10巻 I190/ﾌ/10 藤井武全集刊行会
本 0113011482 藤井武全集 第11巻 I190/ﾌ/11 藤井武全集刊行会
本 0113011491 藤井武全集 第12巻 I190/ﾌ/12 藤井武全集刊行会
本 0112987670 基督に往くまで イー  ジー  ホワイト‖著 小出  永 I190/ﾎ 末世之福音社
本 0112987625 キリストとその時代 2 ダニエル  ロップス‖著 S.カンドウ I192/ﾀﾞ 三省堂出版
本 0112986635 原始基督教の文化史的意義 和辻  哲郎‖著 I192/ﾜ 岩波書店

12／13



2014/04/11新居浜市立図書館(本館) 図書目録リスト
館名 資料ＩＤ タイトル 責任表示 請求記号 出版者
本 0112958808 ヨブ記 浅野 順一‖著 I193/ｱ 岩波書店
本 0112964588 詩篇 浅野 順一‖著 I193/ｱ 岩波書店
本 0113017128 旧新約聖書 エフ・バロット‖編 I193/ｷ 英国聖書協会
本 0113017137 旧新約聖書  引照附 I193/ｷ 米国聖書協会
本 0113014773 聖書入門 北森  嘉蔵‖著 I193/ｷ 教文館
本 0113015834 パウロの手紙  高校生のためのローマ・コリント・ガ 小林  宏‖著 I193/ｺ 新教出版社
本 0112958602 ショート・バイブル 新約篇 エドガー  J.グッドスピード‖編 J. I193/ｼ 巌松堂書店
本 0112950478 新約聖書 新改訳聖書刊行会‖訳 I193/ｼ 日本聖書刊行会
本 0112958817 ヨブ記註解 関根  正雄‖著 I193/ｾ 教文館
本 0113016977 聖書 I193/ｾ 日本聖書協会
本 0112960715 聖書のことば 関根  文之助‖著 I193/ｾ 講談社
本 0113015843 パウロ 波多野  精一‖著 I193/ﾊ 新教出版社
本 0112961064 ロマ書 上巻 カール  バルト‖[著] 吉村  善夫‖ I193/ﾊﾞ 角川書店
本 0113028615 THE IMITATION OF CHRIST Thomas A Kempis‖著 Richard Whitf I194/KE PETER PAUPER PRESS
本 0113014023 聴かれざる祈祷 内村  鑑三‖著 I194/ｳ 教文館
本 0112971918 アシイシの聖フランチェスコ巡礼の書 ヨェルゲンゼン‖著 山村  静一‖訳 I198/ｲ 岩波書店
本 0112973701 一日一生 内村  鑑三‖著 畔上  賢造‖編 I198/ｳ 警醒社書店
本 0112977315 歓喜と希望 内村  鑑三‖著 I198/ｳ 淡路書房
本 0112977547 基督信徒のなぐさめ 内村  鑑三‖著 I198/ｳ 岩波書店
本 0112986671 求安録 内村  鑑三‖著 I198/ｳ 岩波書店
本 0112974755 内村鑑三随筆集 内村  鑑三‖著 I198/ｳ 岩波書店
本 0112958871 余は如何にして基督信徒となりし乎 内村  鑑三‖著 鈴木  俊郎‖訳 I198/ｳ 岩波書店
本 0112982336 内村鑑三信仰著作全集 21 内村  鑑三‖著 I198/ｳ/21 教文館
本 0112982345 内村鑑三信仰著作全集 22 内村  鑑三‖著 I198/ｳ/22 教文館
本 0112982354 内村鑑三信仰著作全集 23 内村  鑑三‖著 I198/ｳ/23 教文館
本 0112982363 内村鑑三信仰著作全集 24 内村  鑑三‖著 I198/ｳ/24 教文館
本 0112987395 吉利支丹天草陶板の研究 久我  五千男‖著 I198/ｸ 草人社
本 0113002107 薔薇の聖女 ヂェズアルダ‖著 柏熊  達生‖訳 I198/ｼﾞ 中央出版社
本 0113011570 聖フランシス 宮崎  安右衛門‖著 I198/ﾐ 南北書園
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