
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】：300～399
【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 0112971874 アジアの見方 岩村  忍‖著 I302/ｲ 講談社
本 0112972374 アメリカと日本 伊藤  道郎‖著 I302/ｲ 八雲書店
本 0112962562 忘れられた日本 岡本  太郎‖著 I302/ｵ 中央公論社
本 0112960172 沙漠の国 笠間  杲雄‖著 I302/ｶ 岩波書店
本 0112337640 中国往還 加藤 周一‖著 I302/ｶ 中央公論社
本 0112367055 日本の五人の紳士 フランク・ギブニイ‖著 石川 欣一 I302/ｷﾞ 毎日新聞社
本 0112366804 日本人の顔 司馬 遼太郎‖著 I302/ｼ 朝日新聞社
本 0112960840 退屈な迷宮 関川 夏央‖著 I302/ｾ 新潮社
本 0112334876 日本論 戴 季陶‖著 市川 宏‖訳 I302/ﾀ 社会思想社
本 0112334849 入門世界地図の読み方 高野 孟‖著 I302/ﾀ 日本実業出版社
本 0112972622 ある韓国人のこころ 鄭  敬謨‖著 I302/ﾁ 朝日新聞社
本 0112964347 支那論 内藤  湖南‖著 I302/ﾅ 創元社
本 0112335198 日本人の美意識 山崎  正和‖ほか[著] I302/ﾆ 朝日新聞社
本 0112366788 日本の原点 林 房雄‖著 I302/ﾊ 日本教文社
本 0112356370 新東洋事情 深田 祐介‖著 I302/ﾌ 文芸春秋
本 0112980169 現代の世界 4 堀江  薫雄‖[ほか]総編集 I302/ﾎ ダイヤモンド社
本 0112965373 儒教ルネッサンスを考える 溝口  雄三‖編著 中嶋  嶺雄‖編著 I302/ﾐ 大修館書店
本 0112354407 戦中戦後 安倍 能成‖著 I304/ｱ 白日書院
本 0112335544 日本文化の条件 会田 雄次‖著 I304/ｱ 番町書房
本 0112368269 日本はどこへ行くのか 天谷 直弘‖著 I304/ｱ PHP研究所
本 0112973426 出雲からの挑戦 岩国  哲人‖著 I304/ｲ 日本放送出版協会
本 0112981701 形の発見 内田  義彦‖著 I304/ｳ 藤原書店
本 0112985486 神と人との間 鵜飼  信成‖著 I304/ｳ 弘文堂
本 0112981355 オリーブの森で語りあう M.エンデ‖[ほか著] 丘沢 静也‖訳 I304/ｴ 岩波書店
本 0112980720 ケネディからの伝言 落合 信彦‖著 I304/ｵ 小学館
本 0112352560 生活の貧しさと心の貧しさ 大塚 久雄‖[著] I304/ｵ みすず書房
本 0112364913 内省と建設 樺 俊雄‖著 I304/ｶ 三笠書房
本 0112367466 日本の内と外 加藤 周一‖著 I304/ｶ 文芸春秋
本 0112987965 近代世界の変容 田中  豊治‖[ほか]編 I304/ｷ リブロポート
本 0112974167 今の日本 小泉  信三‖著 I304/ｺ 慶友社
本 0112353532 戦後思潮の超克 小堀 桂一郎‖著 I304/ｺ 日本教文社
本 0112337436 秩序ある進歩 小泉 信三‖著 I304/ｺ ダイヤモンド社
本 0112335296 日本存亡のとき 高坂 正尭‖著 I304/ｺ 講談社
本 0112980944 菊と鷲 佐藤 隆三‖著 I304/ｻ 講談社
本 0112974791 美しき行為 清水  幾太郎‖著 I304/ｼ 実業之日本社
本 0112986289 巻頭随筆 田中  美知太郎‖著 I304/ﾀ 文芸春秋
本 0112358038 文化感覚論 田中 忠雄‖著 I304/ﾀ 朝倉書店

1／8



2014/04/10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 0112953091 宣戦の大詔 徳富  猪一郎‖著 I304/ﾄ 東京日日新聞社
本 0112366724 討論・日本人の再建 三島 由紀夫‖[ほか]編 I304/ﾄ 原書房
本 0112957097 必勝国民読本 徳富  猪一郎‖著 I304/ﾄ 毎日新聞社
本 0112973729 一年有半 中江  篤介‖著 中江  篤介‖著 I304/ﾅ 岩波書店
本 0112954517 三酔人経綸問答 中江  兆民‖[著] 桑原  武夫‖訳  I304/ﾅ 岩波書店
本 0112953304 太陽は東から出る 中谷  宇吉郎‖著 I304/ﾅ 新潮社
本 0112366733 日本の選択 毎日新聞社‖編 I304/ﾆ 毎日新聞社
本 0112368367 日本の論点 文芸春秋‖編 I304/ﾆ 文芸春秋
本 0112989035 現代とはなにか [羽仁  五郎‖著] 日本評論社編集部 I304/ﾊ 日本評論社
本 0113001929 羽仁五郎対談集 羽仁  五郎‖著者代表 I304/ﾊ 潮出版社
本 0112955552 未来としての過去 ユルゲン  ハーバーマス‖著 河上  I304/ﾊ 未来社
本 0112990988 子や孫の時代へ何を残すか 広中  和歌子‖編訳 I304/ﾋ 創知社
本 0112368241 日本を思ふ 福田 恒存‖著 I304/ﾌ 文芸春秋
本 0112974185 イメージ・アップ 松山 幸雄‖著 I304/ﾏ 朝日新聞社
本 0112366591 私の夢・日本の夢21世紀の日本 松下 幸之助‖著 I304/ﾏ PHP研究所
本 0112351188 人生問答 上 松下 幸之助‖著 池田 大作‖著 I304/ﾏ/1 潮出版社
本 0112351197 人生問答 下 松下 幸之助‖著 池田 大作‖著 I304/ﾏ/2 潮出版社
本 0112957827 雪と足と むの  たけじ‖著 I304/ﾑ 文芸春秋新社
本 0112334803 人間の原理を求めて 森 有正‖対談 小田 実‖対談 I304/ﾓ 筑摩書房
本 0112353051 風景的世界の探究 山岸 健‖著 I304/ﾔ 慶応通信
本 0112958194 予言する日本人 竹内書店編集部‖編 I304/ﾖ 竹内書店
本 0112955810 ものの見方について 笠  信太郎‖著 I304/ﾘ 河出書房
本 0112952500 腐敗の時代 渡部  昇一‖[著] I304/ﾜ 文芸春秋
本 0112359322 文科の時代 渡部  昇一‖[著] I304/ﾜ 文芸春秋
本 0112955561 未来をゆびさすもの 渡辺  慧‖著 I304/ﾜ 中央公論社
本 0112980757 共産主義と人間尊重 小泉  信三‖著 I309/ｺ 文芸春秋新社
本 0112962615 私とマルクシズム 小泉  信三‖著 I309/ｺ 文芸春秋新社
本 0112345962 サン-シモン著作集 第1巻 クロード・アンリ・ド・ルーヴロワ I309/ｻ/1 恒星社厚生閣
本 0112345971 サン-シモン著作集 第2巻 クロード・アンリ・ド・ルーヴロワ I309/ｻ/2 恒星社厚生閣
本 0112345980 サン-シモン著作集 第3巻 クロード・アンリ・ド・ルーヴロワ I309/ｻ/3 恒星社厚生閣
本 0112359581 マルクス死後五十年 小泉  信三‖著 I309/ﾏ 改造社
本 0112977967 苦悶するデモクラシー 美濃部  亮吉‖著 I309/ﾐ 文芸春秋
本 0112972061 スルタンガリエフの夢 山内  昌之‖著 I309/ﾔ 東京大学出版会
本 0112335321 〈激論〉日本大改造案 大前 研一‖著 田原 総一朗‖著 I310/ｵ 徳間書店
本 0113013453 自由の旗の下に  正義の友として勇敢な敵として ロバート・F・ケネディ‖著 波多野 I310/ｹ 日本外政学会
本 0112352766 今日の政治的関心 田中 美知太郎‖著 I310/ﾀ 文芸春秋
本 0113016030 私のなかの昭和史  回顧と展望 竹本  孫一‖著 I310/ﾀ 荒地出版社
本 0113015861 おかしな国会物語 柳沢  錬造‖著 I310/ﾔ 富士社会教育センター出版
本 0112956285 世界と日本 吉田  茂‖著 I310/ﾖ 番町書房
本 0112963384 信仰・理性・文明 H.J.ラスキ‖[著] 中野  好夫‖訳 I310/ﾗ 岩波書店
本 0112958292 政治問答 ランケ‖著 相原  信作‖訳 I310/ﾗ 岩波書店
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2014/04/10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 0112958265 西洋史論叢  政治と思想 長博士還暦記念論文集刊行会‖編輯 I311/ｾ 富山房
本 0112962982 世界観と国家観 西谷  啓治‖著 I311/ﾆ 弘文堂書房
本 0112952733 戦中と戦後の間 丸山  真男‖[著] I311/ﾏ みすず書房
本 0112989053 現代革命の考察 上巻 ハロルド  ラスキ‖[著] 笠原  美子 I311/ﾗ/1 みすず書房
本 0112989062 現代革命の考察 下巻 ハロルド  ラスキ‖[著] 笠原  美子 I311/ﾗ/2 みすず書房
本 0112368278 日本はアジアか 渋沢 雅英‖[著] I312/ｼ サイマル出版会
本 0112353881 東久迩政権・五十日 長谷川 峻‖著 I312/ﾊ 行研
本 0112343376 西園寺公と政局 第1巻 原田 熊雄‖述 I312/ﾊ/1 岩波書店
本 0112343385 西園寺公と政局 第2巻 原田 熊雄‖述 I312/ﾊ/2 岩波書店
本 0112343394 西園寺公と政局 第3巻 原田 熊雄‖述 I312/ﾊ/3 岩波書店
本 0112951002 枢密院重要議事覚書 深井  英五‖著 I312/ﾌ 岩波書店
本 0112356637 史観・宰相論 松本 清張‖著 I312/ﾏ 文芸春秋
本 0113012631 激動の日本 渡辺  銕蔵‖著 I312/ﾜ 自由アジア社
本 0112362381 天皇及三笠宮問題 里見 岸雄‖著 I313/ｻ 錦正社
本 0112362256 天皇 蜷川 新‖著 I313/ﾆ 光文社
本 0112359224 ミカドと世紀末 山口  昌男‖著 猪瀬  直樹‖著 I313/ﾔ 平凡社
本 0112983175 科学的社会主義の不滅の党として 宮本 顕治‖著 I315/ﾐ 新日本出版社
本 0112972800 アンネ・フランクはなぜ殺されたか バーバラ・ロガスキー‖著 藤本 和 I316/ﾛ 岩波書店
本 0112364389 都市の論理 羽仁  五郎‖著 I318/ﾊ 勁草書房
本 0113015013 世界は一つ  万人に自由と幸福を コンラード・アデナウアー‖著 庄野 I319/ｱ 鳳映社
本 0112982719 外交感覚 高坂  正尭‖著 I319/ｺ 中央公論社
本 0112980347 草の根はどよめく 古在  由重‖著 I319/ｺ 築地書館
本 0112355852 宗教が語る世界の平和 国際MRA日本協会‖編 I319/ｼ PHP研究所
本 0112354318 戦争と平和の政治学 田畑 忍‖著 I319/ﾀ 有斐閣
本 0112363399 東南アジアの日本批判 渋沢  雅英‖編 斎藤  志郎‖編 I319/ﾄ サイマル出版会
本 0112337837 千島樺太侵略史 中村 善太郎‖著 I319/ﾅ 創元社
本 0112366975 日本の運命 吉野 源三郎‖編 I319/ﾆ 評論社
本 0112971598 君の心が戦争を起こす 羽仁  五郎‖著 I319/ﾊ 光文社
本 0112952626 世界政治と国家理性 H  J  モーゲンソー‖著 鈴木  成高 I319/ﾓ 創文社
本 0112357351 太平洋の彼岸 E・O・ライシャワー‖[著] 高松 棟 I319/ﾗ 日本外政学会
本 0112958880 ライシャワーの見た日本 E  O  ライシャワー‖著 林  伸郎‖ I319/ﾗ 徳間書店
本 0112358751 平和の解剖 エメリー  リーヴス‖著 稲垣  守克 I319/ﾚ 毎日新聞社
本 0112999131 法の哲学綱要 ヘーゲル‖[著] 速水  敬二‖訳 I321/ﾍ 鉄塔書院
本 0112963044 聖徳太子の深層 田中  健一‖著 I322/ﾀ 都市出版
本 0112956864 もういちど憲法を読む 樋口  陽一‖著 I323/ﾋ 岩波書店
本 0112978715 憲法講話 宮沢  俊義‖著 I323/ﾐ 岩波書店
本 0112973890 イデオロギーとしての家族制度 川島  武宜‖[著] I324/ｶ 岩波書店
本 0112367073 日本の財団 林 雄二郎‖著 山岡 義典‖著 I324/ﾊ 中央公論社
本 0112364414 橡(トチ)の並木 鈴木 忠一‖著 I327/ｽ 日本評論社
本 0113014602 調停徒然草 阪東  政雄‖著 I327/ﾊﾞ 「忘れな草」刊行会
本 0112959059 裁判の書 三宅  正太郎‖著 I327/ﾐ 牧野書店
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2014/04/10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 0112972855 EECと日本経済 土屋  清‖編著 I329/ｲ ダイヤモンド社
本 0112997188 文学のための経済学 大熊  信行‖著 I330/ｵ 春秋社
本 0112360631 都留重人著作集 第8巻 都留 重人‖著 I330/ﾂ/8 講談社
本 0112988642 経済学を語る 宇野  弘蔵‖著 I331/ｳ 東京大学出版会
本 0112964711 社会科学と価値判断の諸問題 マックス  ウェーバー‖著 戸田  武 I331/ｳ 有斐閣
本 0112357690 プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神 上巻 マックス・ウェーバー‖著 梶山 力 I331/ｳ/1 岩波書店
本 0112998640 経済学要論 神戸  正雄‖著 I331/ｶ 弘文堂書房
本 0113014764 第二貧乏物語 河上  肇‖著 I331/ｶ 改造社
本 0112996991 現代国民経済の趨勢 作田  荘一‖著 I331/ｻ 青年教育普及会
本 0112953493 J.S.ミルと現代 杉原 四郎‖著 I331/ｽ 岩波書店
本 0113012944 マックス・ウエーバー  基督教的ヒューマニズムと時 青山  秀夫‖著 I331/ﾏ 岩波書店
本 0112346195 証言・戦後経済史 鎌田 勲‖編 高村 寿一‖編 I332/ｱ 日本経済新聞社
本 0112369981 日本経済史概要 内田 銀蔵‖著 I332/ｳ 創元社
本 0112986760 来るべき黄金時代 ビル・エモット‖著 鈴木 主税‖訳 I332/ｴ 草思社
本 0112342377 政商から財閥へ 楫西 光速‖著 I332/ｶ 筑摩書房
本 0113014844 中国は日本をどう見ているか  日中復交をはばむ背景 木村  禧八郎‖著 I332/ｷ 財政経済弘報社
本 0112998668 日本経済史 黒正  巌‖著 I332/ｺ 国史講座刊行会
本 0112988651 経済五十年 向坂  逸郎‖著 I332/ｻ 時事通信社
本 0112964597 資本主義の思想構造 内田  義彦‖編 小林  昇‖編 I332/ｼ 岩波書店
本 0112997151 支那及印度経済論 財部  静治‖著 I332/ﾀ 日本評論社
本 0112964604 資本主義は変ったか 高橋  正雄‖著 I332/ﾀ 有紀書房
本 0112367171 日本の時代は終わったか ピーター・タスカ‖著 I332/ﾀ 講談社
本 0112332752 日本企業の悲劇 霍見 芳浩‖著 I332/ﾂ 光文社
本 0112332798 日本経済の転機 都留  重人‖[著] I332/ﾂ 朝日新聞社
本 0112362835 東洋資本主義 〓 照彦‖著 I332/ﾄ 講談社
本 0112334019 日本資本主義の群像 栂井 義雄‖著 I332/ﾄ 教育社
本 0112335465 日本封建制の分析 帝国大学新聞社‖編 I332/ﾆ 帝国大学新聞社出版部
本 0112358920 封建制と資本制 高村  象平‖[ほか]編輯 I332/ﾎ 有斐閣
本 0112983479 大阪経済人と文化 宮本  又次‖著 I332/ﾐ 実教出版
本 0112983488 大阪経済文化史談義 宮本  又次‖著 I332/ﾐ 文献出版
本 0112983521 大阪商人太平記 明治中期篇 宮本  又次‖著 I332/ﾐ 創元社
本 0113016450 欧州広域圏の建設 東京かぶと新聞社編輯部‖編 I333/ｵ 東京かぶと新聞社
本 0113016334 国家改造の原理及其実行  主として経済的観察 河合  良成‖著 I333/ｶ 日本評論社
本 0112998105 世界と日本 東京政治経済研究所‖[編] I333/ｾ 岩波書店
本 0112973015 生き残る道 ウイリアム  ヴオート‖[著] 飯塚  I334/ｳﾞ トッパン
本 0112364432 土地と日本人 司馬 遼太郎‖[著] I334/ｼ 中央公論社
本 0112341118 私の三井昭和史 江戸 英雄‖著 I335/ｴ 東洋経済新報社
本 0112335376 日本的経営 尾高 邦雄‖著 I335/ｵ 中央公論社
本 0112984147 改革への道 亀井  正夫‖著 I335/ｶ 創元社
本 0112982737 会社の寿命 日経ビジネス‖編 I335/ｶ 日本経済新聞社
本 0112981140 情報社会に向って 北川  一栄‖遺稿 住友電気工業株式 I335/ｷ [住友電気工業株式会社北
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本 0112354906 創造的破壊の精神 北川 一栄‖著 I335/ｷ 東京書房社
本 0112367000 日本の会社 坂本 藤良‖著 I335/ｻ 光文社
本 0112951930 三菱 阪口  昭‖著 I335/ｻ 中央公論社
本 0113004579 新住友ビルデイング竣工記念 住友商事株式会社‖編集 I335/ｽ [住友商事]
本 0112963641 住友商事株式会社史 住友商事株式会社社史編纂室‖編集 I335/ｽ 住友商事
本 0113015157 大企業と重役たち  陽のあたる場所を裏からみれば 田口  憲一‖著 I335/ﾀ 東洋経済新報社
本 0112360579 堤義明は語る [堤 義明‖著] 上之郷利昭‖責任編 I335/ﾂ 講談社
本 0112367457 日本の大企業 中村 孝俊‖著 I335/ﾅ 岩波書店
本 0112333467 日本財閥とその解体 資料 持株会社整理委員会調査部第二課‖ I335/ﾆ 持株会社整理委員会
本 0112333458 日本財閥とその解体 持株会社整理委員会調査部第二課‖ I335/ﾆ 持株会社整理委員会
本 0112963883 日本の人脈  財界 読売新聞社‖編 I335/ﾆ 読売新聞社
本 0112981612 大いなる摂理 長谷川 周重‖著 I335/ﾊ アイペック
本 0112983326 俺の考え 本田  宗一郎‖著 I335/ﾎ 実業之日本社
本 0112951887 三井百年 星野  靖之助‖著 I335/ﾎ 鹿島研究所出版会
本 0112963972 財界首脳部 三鬼  陽之助‖著 I335/ﾐ 文藝春秋新社
本 0112332672 三井財閥 安岡 重明‖編 I335/ﾐ 日本経済新聞社
本 0112951949 三菱財閥 三島  康雄‖編 I335/ﾐ 日本経済新聞社
本 0112951958 三菱紳士 三鬼  陽之助‖著 I335/ﾐ 光文社
本 0112956533 安田保善社とその関係事業史 「安田保善社とその関係事業史」編 I335/ﾔ 「安田保善社とその関係事
本 0112985994 関西の財界人 横山  五市‖編 I335/ﾖ 青泉社
本 0112352748 人材銀行 寺崎 実‖[ほか]著 I336/ﾃ 産業能率短期大学出版部
本 0112966069 少数精鋭主義 富田  岩芳‖著 I336/ﾄ 日本事務能率協会
本 0112959969 物価を考える 都留  重人‖著 I337/ﾂ 岩波書店
本 0112987698 銀行-冬の時代 日経ビジネス‖編 I338/ｷﾞ 日本経済新聞社
本 0112340084 住友銀行七人の頭取 近藤 弘‖著 I338/ｺ 日本実業出版社
本 0112357137 失言恐慌 佐高 信‖著 I338/ｻ 駸々堂出版
本 0112963749 住友信託銀行五十年史 住友信託銀行五十年史編纂委員会‖ I338/ｽ 住友信託銀行
本 0112963758 住友信託銀行五十年史 別巻 住友信託銀行五十年史編纂委員会‖ I338/ｽ/ﾍﾞﾂ 住友信託銀行
本 0113003758 住友海上火災保険株式会社百年史 日本経営史研究所‖編集 住友海上火 I339/ｽ 住友海上火災保険
本 0112955936 明治生命80年史 明治生命保険相互会社80年史編集室 I339/ﾒ 明治生命保険
本 0112996376 財政学要論 神戸  正雄‖著 I341/ｶ 弘文堂書房
本 0112353499 外から見た日本人 綾部 恒雄‖編著 I361/ｱ 朝日新聞社
本 0112971892 アジアのなかの日本 飯塚  浩二‖著 I361/ｲ 中央公論社
本 0112957729 美と宗教の発見 梅原  猛‖[著] I361/ｳ 筑摩書房
本 0112358430 ヴェーバー社会科学の基礎研究 内田 芳明‖著 I361/ｳ 岩波書店
本 0112983530 大阪人 朝日新聞社‖編 I361/ｵ 朝日新聞社
本 0112359493 マックス・ヴェーバー研究 大塚 久雄‖[ほか]著 I361/ｵ 岩波書店
本 0112953723 フランス文化論 クゥルティウス‖[著] 大野  俊一‖ I361/ｸ 創元社
本 0112988991 現代の系譜 中部日本新聞社‖編 I361/ｹﾞ 東京中日新聞出版局
本 0112357789 文化類型学研究 高山 岩男‖著 I361/ｺ 弘文堂書房
本 0112964739 社会的人間論 清水  幾太郎‖著 I361/ｼ 河出書房
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本 0112955393 民族の心 アンドレ  シーグフリード‖[著] 福 I361/ｼ ダヴィッド社
本 0112965104 生活文化の東西 鼓  常良‖著 I361/ﾂ 章華社
本 0112972383 アメリカの世紀 寺西  五郎‖著 I361/ﾃ 大月書店
本 0112335562 日本文化の話 長与 善郎‖著 I361/ﾅ 弘文堂書房
本 0112366822 日本および日本人 毎日新聞社‖編 I361/ﾆ 毎日新聞社
本 0112335624 日本文化研究 第1巻 国際文化振興会‖[編]著 I361/ﾆ 国際文化振興会
本 0112345793 しろうと理論 A.F.ファーンハム‖著 田名場 忍‖ I361/ﾌ 北大路書房
本 0112359484 マックス・ヴェーバー 住谷 一彦‖[著] I361/ﾏ 日本放送出版協会
本 0112359475 マックス・ヴェーバーの思想像 安藤  英治‖[ほか]編集 I361/ﾏ 新泉社
本 0112984021 女・老いをひらく 高齢化社会をよくする女性の会‖編 I367/ｵ ミネルヴァ書房
本 0112961117 老人讃歌 鴻池  雅夫‖著 I367/ｺ 燦葉出版社
本 0112951529 誕生から死まで 関口 礼子‖著 I367/ｾ 勁草書房
本 0112357538 世界子どもの歴史 4 I367/ｾ/4 第一法規
本 0112357529 世界子どもの歴史 9 I367/ｾ/9 第一法規
本 0112976691 老いを生きる意味 浜田 晋‖著 I367/ﾊ 岩波書店
本 0112978421 老いを創める 日野原  重明‖著 I367/ﾋ 朝日新聞社
本 0112953233 男性と女性 上 M  ミード‖[著] 田中  寿美子‖訳 I367/ﾐ/1 東京創元新社
本 0112953242 男性と女性 下 M  ミード‖[著] 田中  寿美子‖訳 I367/ﾐ/2 東京創元新社
本 0112337445 血、パン、詩。 アドリエンヌ・リッチ‖著 大島 か I367/ﾘ 晶文社
本 0112962367 若ものたち 毎日新聞社会部‖編著 I367/ﾜ 三一書房
本 0112359563 魔薬 剣持  加津夫‖著 I368/ｹ 井上書房
本 0112972917 家で死ぬ 大沼  和加子‖著 佐藤  陽子‖著 I369/ｵ 勁草書房
本 0112989785 高齢者の住みよい社会 [日本共産党‖編] I369/ｺ 日本共産党中央委員会出版
本 0112361916 天災と国防 寺田 寅彦‖著 I369/ﾃ 岩波書店
本 0112354988 ベトナム難民少女の十年 トラン・ゴク・ラン‖著 吹浦 忠正 I369/ﾄ 中央公論社
本 0112959736 二つの祖国二つの故郷 難民を助ける会‖編集 I369/ﾌ 難民を助ける会
本 0112333948 日本人の創造 上原 専禄‖著 宗像 誠也‖著 I370/ｳ 東洋書館
本 0112991166 子どもと学校 河合  隼雄‖著 I370/ｶ 岩波書店
本 0112365958 名も無き民のこゝろ 河村 幹雄‖[著] 河村 英雄‖編 I370/ｶ 岩波書店
本 0112980276 形成的自覚 木村  素衛‖著 I370/ｷ 弘文堂書房
本 0112332618 世界教育宝典 日本教育編[6] I370/ｾ 玉川大学出版部
本 0112332627 世界教育宝典 日本教育編[5] I370/ｾ 玉川大学出版部
本 0112987073 教育論 アラン‖[著] 水野  成夫‖共訳 I371/ｱ 創元社
本 0112966130 少年期 波多野  勤子‖著 I371/ﾊ 光文社
本 0112987368 教育社会学 上巻 F  J  ブラウン‖[著] 西本  三十二 I371/ﾌﾞ/1 朝倉書店
本 0112987377 教育社会学 下巻 F  J  ブラウン‖[著] 西本  三十二 I371/ﾌﾞ/2 朝倉書店
本 0112347719 モスクワの新人類たち 曽根 真由理‖著 I372/ｿ 主婦と生活社
本 0113011696 歴史教育論 高橋  〓一‖著 I375/ﾀ 河出書房
本 0112355923 自然・人間・古典との対話 西尾 実‖著 I375/ﾆ 国土社
本 0112352533 若いヨーロッパ 阿部 良雄‖著 I377/ｱ 河出書房新社
本 0112961974 わが解体 高橋  和巳‖[著] I377/ﾀ 河出書房新社
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本 0112351669 放送50年外史 上 西本 三十二‖著 I379/ﾆ/1 日本放送教育協会
本 0112351678 放送50年外史 下 西本 三十二‖著 I379/ﾆ/2 日本放送教育協会
本 0112363521 天分に生きる 蓮沼 門三‖著 I379/ﾊ 修養団出版部
本 0112989669 こうすればわが子はみるみる変わる 山崎  房一‖著 I379/ﾔ 竹井出版
本 0112955981 民俗学 赤松  啓介‖著 I380/ｱ 三笠書房
本 0112989106 民間伝承論 柳田  国男‖著 I380/ｹﾞ/7 共立社書店
本 0112981337 折口学への招待 高崎  正秀‖[著] I380/ﾀ 桜楓社
本 0113017253 民俗学論考 松村  武雄‖著 I380/ﾏ 大岡山書店
本 0112974201 妹の力 柳田  国男‖著 I380/ﾔ 創元社
本 0112356021 民俗学について 柳田 国男‖著 I380/ﾔ 筑摩書房
本 0112344776 定本 柳田国男集 第1巻 柳田 国男‖著 I380/ﾔ/1 筑摩書房
本 0112344785 定本 柳田国男集 第8巻 柳田 国男‖著 I380/ﾔ/8 筑摩書房
本 0112344794 定本 柳田国男集 第10巻 柳田 国男‖著 I380/ﾔ/10 筑摩書房
本 0112344801 定本 柳田国男集 第18巻 柳田 国男‖著 I380/ﾔ/18 筑摩書房
本 0112344810 定本 柳田国男集 第19巻 柳田 国男‖著 I380/ﾔ/19 筑摩書房
本 0112344829 定本 柳田国男集 第26巻 柳田 国男‖著 I380/ﾔ/26 筑摩書房
本 0112344838 定本 柳田国男集 第31巻 柳田 国男‖著 I380/ﾔ/31 筑摩書房
本 0112344847 定本 柳田国男集 別巻 第1 柳田 国男‖著 I380/ﾔ/別1 筑摩書房
本 0112344856 定本 柳田国男集 別巻 第2 柳田 国男‖著 I380/ﾔ/別2 筑摩書房
本 0112357146 定本 柳田国男集 別巻 第3 柳田 国男‖著 I380/ﾔ/34 筑摩書房
本 0112357155 定本 柳田国男集 別巻 第4 柳田 国男‖著 I380/ﾔ/35 筑摩書房
本 0112954606 山村の四季 宇都宮  貞子‖著 I382/ｳ 創文社
本 0112980409 愛の島々 ベンクト  ダニエルソン‖[著] 奥  I382/ﾀﾞ 新潮社
本 0112367689 日本の民族・文化 岩村 忍‖編 関 敬吾‖編 I382/ﾆ 講談社
本 0112980926 菊と刀 上巻 ルース  ベネディクト‖著 長谷川  I382/ﾍﾞ/1 社会思想研究会出版部
本 0112980935 菊と刀 下巻 ルース  ベネディクト‖著 長谷川  I382/ﾍﾞ/2 社会思想研究会出版部
本 0112980702 月曜通信 柳田  国男‖著 I382/ﾔ 修道社
本 0112363576 東北民俗誌 山口 弥一郎‖著 I382/ﾔ 富貴書房
本 0112363978 遠野物語 柳田 国男‖著 I382/ﾔ 集英社
本 0112952797 火の昔 柳田  国男‖著 I382/ﾔ 実業之日本社
本 0112957792 雪国の春 柳田  国男‖著 I382/ﾔ 創元社
本 0112957756 雪国の民俗 柳田  国男‖著 三木  茂‖著 I382/ﾔ 養徳社
本 0112963062 新装 双雅房‖編纂 I383/ｼ 双雅房
本 0112955589 民家巡礼 溝口  歌子‖共著 小林  昌人‖共著 I383/ﾐ 東峰書院
本 0112958461 食物と心臓 柳田  国男‖著 I383/ﾔ 創元社
本 0112966997 万祝 長塚  誠志‖写真 小島  孝夫‖[ほ I384/ﾅ 岩崎美術社
本 0112981818 家閑談 柳田  国男‖著 I384/ﾔ 鎌倉書房
本 0112337524 小さき者の声 柳田 国男‖著 I384/ﾔ 三国書房
本 0112348816 礼儀作法全集 第1巻 大江 スミ‖編纂 I385/ｵ/1 中央公論社
本 0112348825 礼儀作法全集 第2巻 大江 スミ‖編纂 I385/ｵ/2 中央公論社
本 0112348834 礼儀作法全集 第3巻 大江 スミ‖編纂 I385/ｵ/3 中央公論社
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本 0112348843 礼儀作法全集 第4巻 大江 スミ‖編纂 I385/ｵ/4 中央公論社
本 0112348852 礼儀作法全集 第5巻 大江 スミ‖編纂 I385/ｵ/5 中央公論社
本 0112985967 冠婚葬祭入門 塩月  弥栄子‖著 I385/ｼ 光文社
本 0113014504 野山の仏 戸塚  孝一郎‖著 I385/ﾄ 金剛社
本 0113017734 起請の心 中村  直勝‖著 I385/ﾅ 便利堂
本 0112971589 気品ある生き方のすすめ 浜尾 実‖著 I385/ﾊ 講談社
本 0113002036 葬のマナー 横山  潔‖著 I385/ﾖ チクマ秀版社
本 0112367064 日本の祭 柳田 國男‖著 I386/ﾔ 弘文堂書房
本 0112967308 神楽 渡部  雄吉‖著 I386/ﾜ 新潮社
本 0113002385 入門白山信仰 内海  邦彦‖著 I387/ｳ 批評社
本 0112998980 石神問答 柳田  国男‖著 I387/ﾔ 創元社
本 0112973220 石神問答 柳田  国男‖著 I387/ﾔ 創元社
本 0112984496 神奈川の伝説 読売新聞社横浜支局‖編集 I388/ｶ 有隣堂
本 0112357333 昔話と日本人の心 河合 隼雄‖著 I388/ｶ 岩波書店
本 0112960822 羅生門の鬼 島津  久基‖著 I388/ｼ 新潮社
本 0112366074 南島昔話叢書 9 I388/ﾅ 同朋舎
本 0112366948 日本のことわざ 下 金子 武雄‖著 I388/ﾆ/3 朝日新聞社
本 0112954704 山島民譚集 柳田  国男‖著 I388/ﾔ 創元社
本 0112358617 女性と民間伝承 柳田 国男‖[著] I388/ﾔ 角川書店
本 0113004775 伝説 柳田  国男‖著 I388/ﾔ 岩波書店
本 0112367484 日本の伝説 柳田 国男‖著 I388/ﾔ 三国書房
本 0112955464 昔話覚書 柳田  国男‖著 I388/ﾔ 三省堂
本 0112955455 昔話と文学 柳田  国男‖著 I388/ﾔ 創元社
本 0112357360 桃太郎の誕生 柳田 国男‖著 I388/ﾔ 三省堂
本 0112973239 石田英一郎対談集 石田 英一郎‖著者代表 I389/ｲ 筑摩書房
本 0112347693 桃太郎の母 石田 英一郎‖[著] I389/ｲ 講談社
本 0112356833 思想闘争と宣伝 米山 桂三‖著 I391/ﾖ 目黒書店
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