
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】：100～199
【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 0112361239 哲学入門 三木 清‖[著] I100/ﾐ 岩波書店
本 0112361275 哲学以前 出 隆‖著 I101/ｲ 岩波書店
本 0112356744 思想の歴史 5 I102/ｼ/5 平凡社
本 0112358724 信念と実践 天野  貞祐‖著 I104/ｱ 岩波書店
本 0113016049 私の人生観 天野  貞祐‖著 I104/ｱ 岩波書店
本 0112363898 道理の感覚 天野 貞祐‖著 I104/ｱ 岩波書店
本 0112977743 愚を知る 出  隆‖著 I104/ｲ 小山書店
本 0112358626 真理と幸福 第1巻 柿花 勲‖著 I104/ｶ 天晴地明経済学会出版部
本 0112955099 表現愛 木村  素衛‖著 I104/ｷ 岩波書店
本 0112962526 和魂論ノート 古在 由重‖著 I104/ｺ 岩波書店
本 0112356780 思想史の方法と対象 武田 清子‖編 I104/ｼ 創文社
本 0113012409 魂は哲學する 陶山  務‖著 I104/ｽ アルス
本 0112333911 日本人にとっての東洋と西洋 谷川 徹三‖対談 福田 定良‖対談 I104/ﾀ 法政大学出版局
本 0112361220 哲学談議とその逸脱 田中 美知太郎‖著 I104/ﾀ 新潮社
本 0112364575 場所(トポス) 中村 雄二郎‖著 I104/ﾅ 弘文堂
本 0112963231 根源的主体性の哲学 西谷  啓治‖著 I104/ﾆ 弘文堂書房
本 0113002063 世界は舞台 [林  達夫‖著] 山口  昌男‖編 I104/ﾊ 岩波書店
本 0112352757 反西洋と非西洋 森本 和夫‖著 I104/ﾓ 春秋社
本 0112963026 私のヒューマニズム 渡辺  一夫‖著 I113/ﾜ 講談社
本 0113014611 哲学的人間学 マクス・シェラー‖著 樺  俊雄・佐 I114/ｼ 理想社出版部
本 0112958309 生成の形而上学序論 第1部 土井  虎賀寿‖著 I114/ﾄﾞ 筑摩書房
本 0113002517 人間の死にかた 中野  好夫‖著 I114/ﾅ 新潮社
本 0112357547 批評 岩上 順一‖著 I115/ｲ 白揚社
本 0112363754 東洋人の思惟方法 第2部 中村 元‖著 I120/ﾅ みすず書房
本 0112363763 東洋人の発言 中村 元‖著 I120/ﾅ アポロン社
本 0112363629 対談 東洋の心 諸橋 轍次‖著 中村 元‖著 I120/ﾓ 大修館書店
本 0112964999 日本思想史に於ける宗教的自然観の展開 家永  三郎‖著 I121/ｲ 斎藤書店
本 0112950575 広瀬淡窓の思想と教育 角光  嘯堂‖著 I121/ｶ 刀江書院
本 0112979466 古代智識階級の形成 亀井  勝一郎‖著 I121/ｶ 文芸春秋新社
本 0112339577 中世の生死と宗教観 亀井  勝一郎‖著 I121/ｶ 文芸春秋
本 0112977146 賀茂真淵の人と思想 荒木  良雄‖著 I121/ｶ 厚生閣
本 0112977128 狩野亨吉遺文集 狩野  亨吉‖[著] 安倍  能成‖編 I121/ｶ 岩波書店
本 0113022817 賀茂真淵全集 巻1 賀茂  真淵‖[著] 佐佐木  信綱‖監 I121/ｶ/1 吉川弘文館
本 0113022826 賀茂真淵全集 巻2 賀茂  真淵‖[著] 佐佐木  信綱‖監 I121/ｶ/2 吉川弘文館
本 0113022835 賀茂真淵全集 巻3 賀茂  真淵‖[著] 佐佐木  信綱‖監 I121/ｶ/3 吉川弘文館
本 0113022844 賀茂真淵全集 巻4 賀茂  真淵‖[著] 佐佐木  信綱‖監 I121/ｶ/4 吉川弘文館
本 0113022853 賀茂真淵全集 巻5 賀茂  真淵‖[著] 佐佐木  信綱‖監 I121/ｶ/5 吉川弘文館
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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 0112335250 日本精神 紀平  正美‖著 I121/ｷ 岩波書店
本 0112342698 契沖 久松 潜一‖著 I121/ｹ 吉川弘文館
本 0112983585 大塩平八郎 幸田  成友‖著 I121/ｺ 創元社
本 0112975326 国学大系 第12巻 I121/ｺ/12 地平社
本 0112975335 国学大系 第14巻 I121/ｺ/14 地平社
本 0112975344 国学大系 第20巻 I121/ｺ/20 国民社創立事務所
本 0112975353 国学大系 第21巻 I121/ｺ/21 地平社
本 0112953064 戦後日本精神史 久山  康‖編 I121/ｾ 基督教学徒兄弟団
本 0112961297 ロゴスとイデア 田中  美知太郎‖著 I121/ﾀ 岩波書店
本 0112357100 実存と愛と実践 田辺 元‖著 I121/ﾀ 筑摩書房
本 0112361337 哲学と科学との間 田辺 元‖著 I121/ﾀ 岩波書店
本 0112366742 日本人の思想的態度 つだ さうきち‖著 I121/ﾂ 中央公論社
本 0112364655 富永仲基 石浜 純太郎‖著 I121/ﾄ 創元社
本 0112953368 田安宗武 土岐  善麿‖著 I121/ﾄ 日本評論社
本 0112959246 田安宗武 第2冊 土岐  善麿‖著 I121/ﾄ/2 日本評論社
本 0112365039 中井竹山と草茅危言 中井 竹山‖[著] 稲垣 国三郎‖[編] I121/ﾅ 大正洋行
本 0112950584 広瀬淡窓咸宜園と日本文化 中島  市三郎‖著 I121/ﾅ 第一出版協会
本 0112987812 近世文学史論 内藤  湖南‖著 I121/ﾅ 創元社
本 0112354416 先哲の学問 内藤 虎次郎‖著 I121/ﾅ 弘文堂書房
本 0112962036 若き西田幾多郎先生 下村  寅太郎‖著 I121/ﾆ 人文書林
本 0112367475 日本の道 啓明会‖編 I121/ﾆ 巌松堂書店
本 0112366537 西田幾多郎先生の生涯と思想 高坂 正顕‖著 I121/ﾆ 弘文堂書房
本 0112366528 西田幾多郎と和辻哲郎 高坂 正顕‖著 I121/ﾆ 新潮社
本 0112953536 自覚に於ける直観と反省 西田  幾多郎‖著 I121/ﾆ 岩波書店
本 0112361284 哲学の根本問題 西田  幾多郎‖著 I121/ﾆ 岩波書店
本 0112366546 西田幾多郎の手紙 西田 幾多郎‖[原著] 田部 隆次‖著 I121/ﾆ 斎藤書店
本 0112356940 思索と体験 続 西田 幾多郎‖著 I121/ﾆ 岩波書店
本 0112361159 哲学論文集 第1 西田 幾多郎‖著 I121/ﾆ/1 岩波書店
本 0112366582 西田幾多郎全集 第1巻 西田 幾多郎‖著 I121/ﾆ/1 岩波書店
本 0112367206 日本の思想 2 I121/ﾆ/2 筑摩書房
本 0112361168 哲学論文集 第2 西田 幾多郎‖著 I121/ﾆ/2 岩波書店
本 0112361177 哲学論文集 第3 西田 幾多郎‖著 I121/ﾆ/3 岩波書店
本 0112361186 哲学論文集 第4 西田 幾多郎‖著 I121/ﾆ/4 岩波書店
本 0112361328 哲学論文集 第5 西田 幾多郎‖著 I121/ﾆ/5 岩波書店
本 0112361319 哲学論文集 第6 西田 幾多郎‖著 I121/ﾆ/6 岩波書店
本 0112959497 鎮魂伝 伴  信友‖著 横山  重‖校訂 I121/ﾊﾞ 大岡山書店
本 0112955339 平田篤胤 山田  孝雄‖著 I121/ﾋ 宝文館
本 0112362069 伝統 平泉 澄‖著 I121/ﾋ 至文堂
本 0112951967 水戸学要義 深作  安文‖著 I121/ﾌ 目黒書店
本 0112963053 人生論ノート 三木  清‖著 I121/ﾐ 創元社
本 0112361195 哲学ノート 三木 清 I121/ﾐ 河出書房
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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 0112361202 哲学ノート 続 三木 清‖著 I121/ﾐ 河出書房
本 0112333449 日本思想史研究 村岡 典嗣‖著 I121/ﾑ 岡書院
本 0112336320 宣長の哲学 宮島 克一‖著 I121/ﾓ 高山書院
本 0112347666 本居宣長の研究 笹月 清美‖著 I121/ﾓ 岩波書店
本 0112955721 本居宣長の人及思想 小倉  喜市‖著 I121/ﾓ 大同館書店
本 0112347675 本居宣長 小林 秀雄‖著 I121/ﾓ 新潮社
本 0113002027 バビロンの流れのほとりにて 森  有正‖著 I121/ﾓ 筑摩書房
本 0112334787 旅の空の下で 森 有正‖著 I121/ﾓ 筑摩書房
本 0112347684 本居宣長 村岡 典嗣‖著 I121/ﾓ 岩波書店
本 0112336366 宣長と篤胤 村岡 典嗣‖著 村岡典嗣著作集刊行 I121/ﾓ 創文社
本 0112347657 本居宣長 田原 嗣郎‖著 I121/ﾓ 講談社
本 0112336348 宣長の古道観 麻生 磯次‖著 I121/ﾓ 至文堂
本 0112955730 本居宣長の世界 野崎  守英‖著 I121/ﾓ 塙書房
本 0112337025 本居宣長 蓮田 善明‖著 I121/ﾓ 新潮社
本 0112341136 本居宣長全集 第1巻 本居 宣長‖[著] 大久保 正‖編集・ I121/ﾓ/1 筑摩書房
本 0112341145 本居宣長全集 第2巻 本居 宣長‖[著] 大久保 正‖編集・ I121/ﾓ/2 筑摩書房
本 0112341154 本居宣長全集 第3巻 本居 宣長‖[著] 大久保 正‖編集・ I121/ﾓ/3 筑摩書房
本 0112341163 本居宣長全集 第4巻 本居 宣長‖[著] 大久保 正‖編集・ I121/ﾓ/4 筑摩書房
本 0112341172 本居宣長全集 第5巻 本居 宣長‖[著] 大久保 正‖編集・ I121/ﾓ/5 筑摩書房
本 0112341181 本居宣長全集 第6巻 本居 宣長‖[著] 大久保 正‖編集・ I121/ﾓ/6 筑摩書房
本 0112341190 本居宣長全集 第7巻 本居 宣長‖[著] 大久保 正‖編集・ I121/ﾓ/7 筑摩書房
本 0112341207 本居宣長全集 第8巻 本居 宣長‖[著] 大久保 正‖編集・ I121/ﾓ/8 筑摩書房
本 0112341216 本居宣長全集 第9巻 本居 宣長‖[著] 大久保 正‖編集・ I121/ﾓ/9 筑摩書房
本 0112341225 本居宣長全集 第10巻 本居 宣長‖[著] 大久保 正‖編集・ I121/ﾓ/10 筑摩書房
本 0112341234 本居宣長全集 第11巻 本居 宣長‖[著] 大久保 正‖編集・ I121/ﾓ/11 筑摩書房
本 0112341243 本居宣長全集 第12巻 本居 宣長‖[著] 大久保 正‖編集・ I121/ﾓ/12 筑摩書房
本 0112341252 本居宣長全集 第13巻 本居 宣長‖[著] 大久保 正‖編集・ I121/ﾓ/13 筑摩書房
本 0112341261 本居宣長全集 第14巻 本居 宣長‖[著] 大久保 正‖編集・ I121/ﾓ/14 筑摩書房
本 0112341270 本居宣長全集 第15巻 本居 宣長‖[著] 大久保 正‖編集・ I121/ﾓ/15 筑摩書房
本 0112341289 本居宣長全集 第16巻 本居 宣長‖[著] 大久保 正‖編集・ I121/ﾓ/16 筑摩書房
本 0112341298 本居宣長全集 第18巻 本居 宣長‖[著] 大久保 正‖編集・ I121/ﾓ/18 筑摩書房
本 0112341305 本居宣長全集 第19巻 本居 宣長‖[著] 大久保 正‖編集・ I121/ﾓ/19 筑摩書房
本 0112341314 本居宣長全集 第20巻 本居 宣長‖著 大久保 正‖編集・校 I121/ﾓ/20 筑摩書房
本 0112335312 日本精神通義 安岡 正篤‖著 I121/ﾔ 日本青年館
本 0112962205 わが思想の遍歴 柳田  謙十郎‖著 I121/ﾔ 創文社
本 0112962722 和辻哲郎の思ひ出 和辻  照‖編 I121/ﾜ 岩波書店
本 0112978136 偶像再興 和辻  哲郎‖著 I121/ﾜ 岩波書店
本 0112950888 風土 和辻  哲郎‖著 I121/ﾜ 岩波書店
本 0112335269 日本精神史研究 和辻 哲郎‖著 I121/ﾜ/1 岩波書店
本 0112346952 和辻哲郎全集 第14巻 和辻 哲郎‖著 I121/ﾜ/14 岩波書店
本 0112346961 和辻哲郎全集 第15巻 和辻 哲郎‖著 I121/ﾜ/15 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 0112346970 和辻哲郎全集 第20巻 和辻 哲郎‖著 I121/ﾜ/20 岩波書店
本 0112335278 日本精神史研究 続 和辻 哲郎‖著 I121/ﾜ/2 岩波書店
本 0112999471 論語 室伏  高信‖著 I123/ｺ 日本評論社
本 0112962161 論語私感 武者小路  実篤‖著 I123/ﾑ 新潮社
本 0112336721 論語 上 吉川 幸次郎‖著 I123/ﾖ/1 朝日新聞社
本 0112336730 論語 下 吉川 幸次郎‖著 I123/ﾖ/2 朝日新聞社
本 0112997017 老荘漫筆 続 猪狩  史山‖著 I124/ｲ 古今書院
本 0112997008 老荘漫筆 猪狩  史山‖著 I124/ｲ 古今書院
本 0112958522 諸子百家 貝塚  茂樹‖著 I124/ｶ 岩波書店
本 0112989605 孔子 貝塚  茂樹‖著 I124/ｺ 岩波書店
本 0112334830 如是我聞 孔子伝 諸橋 轍次‖著 I124/ｺ 大法輪閣
本 0112964944 周漢思想研究 重沢  俊郎‖著 I124/ｼ 弘文堂書房
本 0112986350 韓非子・悪の管理学 高畠  穣‖著 I124/ﾀ 三笠書房
本 0112963464 新釈荘子 西野  広祥‖著 I124/ﾆ PHP研究所
本 0113004702 王陽明全集 第3巻 王  陽明‖著 I125/ｵ/3 明徳出版社
本 0113004695 王陽明全集 第4巻 [王  陽明‖著] I125/ｵ/4 明徳出版社
本 0112963339 呻吟語 [呂  坤‖著] 公田  連太郎‖訳註 I125/ﾘ 明徳出版社
本 0112983255 英国の曲線 出  隆‖著 I130/ｲ 理想社出版部
本 0112961714 哲学史要 井ンデルバンド‖原著 桑木  厳翼‖ I130/ｳﾞ 早稲田大学出版部
本 0112361355 哲学者の言葉 希臘の巻 速水 敬二‖編著 坂田 徳雄‖編著 I130/ﾃ 小山書店
本 0112960181 大思想家 バーネット‖[ほか述] 服部  英次郎 I130/ﾊﾞ 創元社
本 0112966112 アリストテレス全集 第9巻 アリストテレス‖[著] I131/ｱ 河出書房
本 0112357486 詩人哲学者 出 隆‖著 I131/ｲ 小山書店
本 0112358975 ソクラテスに就て ヴィンデルバンド‖著 河東  涓‖訳 I131/ｿ 岩波書店
本 0112358984 ソークラテースの思ひ出 クセノフォーン‖[著] 佐々木  理‖ I131/ｿ 拓南社
本 0112359064 ソクラテス テイラー‖著 林  竹二‖訳 I131/ｿ 桜井書店
本 0112359144 ソクラテスの弁明 プラトン‖[著] 山本  光雄‖訳 I131/ｿ 角川書店
本 0112358993 ソクラテス以前 出  隆‖著 I131/ｿ 東海書房
本 0112987554 ギリシア人の智慧 田中  美知太郎‖著 I131/ﾀ 中央公論社
本 0112976557 古典的世界から 田中  美知太郎‖著 I131/ﾀ 中央公論社
本 0112959852 パルメニデース [プラトーン‖著] 長沢  信寿‖訳 I131/ﾌﾟ 弘文堂書房
本 0112952270 プラトンに関する十一章 アラン‖[著] 武者小路  実光‖訳 I131/ﾌﾟ 日本社
本 0112952332 プラトン哲学 ジョン  バーネット‖著 出  隆‖訳 I131/ﾌﾟ 河出書房
本 0112952323 饗宴 プラトン‖[著] 久保  勉‖訳 I131/ﾌﾟ 岩波書店
本 0112952314 プラトン書簡集 プラトン‖[著] 山本  光雄‖訳 I131/ﾌﾟ 近藤書店
本 0112952289 プラトンの自叙伝 プラトン‖[著] 青木  巌‖訳 I131/ﾌﾟ 和田堀書店
本 0112952261 テアイテトス プラトン‖[著] 田中  美知太郎‖訳 I131/ﾌﾟ 岩波書店
本 0112975068 エウチュデモス プラトン‖著 山本  光雄‖訳 I131/ﾌﾟ 近藤書店
本 0112357681 善一者について プロチノス‖[著] 田中 美知太郎‖ I131/ﾌﾟ 創元社
本 0112952305 プラトン講話 桑木  厳翼‖[訳]著 I131/ﾌﾟ 春秋社
本 0113012926 ソクラテスの死 山本  光雄‖著 I131/ﾔ 角川書店
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本 0112358350 ポリス的人間の倫理学 和辻 哲郎‖著 I131/ﾜ 白日書院
本 0112954394 ソリロキア アウグスチヌス‖[著] 高桑  純夫‖ I132/ｱ 筑摩書房
本 0112978751 幸福なる生活 アウグスティヌス‖[著] 斯波  義慧 I132/ｱ 南北書園
本 0112357431 聖アゥグスティヌス懺悔録 聖アゥグスティヌス‖[著] 中山 昌 I132/ｱ 新生堂
本 0112963375 信仰・希望・愛 聖アウグスティヌス‖[著] 服部  英 I132/ｱ 増進堂
本 0112339700 中世哲学思想史研究 岩下 壮一‖著 I132/ｲ 岩波書店
本 0112979108 エラスムス J・ホイジンガ‖[著] 宮崎 信彦‖訳 I132/ｴ 筑摩書房
本 0112976995 懐疑 串田  孫一‖著 I132/ｸ 理想社
本 0112351491 モンテーニュ小論 サント・ブーヴ‖[著] 渡辺 一夫‖ I132/ｻ 白水社
本 0112349842 中世ヒューマニズムと文芸復興 エティエンヌ・ジルソン‖[著] 佐藤 I132/ｼﾞ 白水社
本 0112339693 中世哲学史 エティエンヌ・ジルソン‖[著] 渡辺 I132/ｼﾞ エンデルレ書店
本 0112339666 中世精神史序説 高桑 純夫‖著 I132/ﾀ みすず書房
本 0112951798 文学の宿命 ジョルジュ  デュアメル‖[著] 渡辺 I132/ﾃﾞ 創元社
本 0112987634 キリストにならいて トマス  ア  ケンピス‖[ほか著] 池 I132/ﾄ 新教出版社
本 0112985495 神と絶対無 西谷  啓治‖著 I132/ﾆ 国際日本研究所
本 0112349833 プルウスト文藝評論 マルセル・プルウスト‖[著] 岡部 I132/ﾌﾟ 白水社
本 0112956169 モンテーニュの自然哲学 ヴィレ‖著 関根  秀雄‖訳 I132/ﾓ 創元社
本 0112351482 モンテーニュ書簡集 モンテーニュ‖[著] 関根 秀雄‖訳 I132/ﾓ 白水社
本 0112956203 モンテーニュ伝 関根  秀雄‖著 I132/ﾓ 白水社
本 0112956212 モンテーニュ入門 関根  秀雄‖著 I132/ﾓ 八雲書店
本 0112956150 モンテーニュ 落合  太郎‖著 I132/ﾓ 岩波書店
本 0112980098 現代人モンテーニュ ビレスコフ  ヤンゼン‖著 佐藤  輝 I132/ﾔ 東京堂
本 0112972409 アメリカ精神の形成 阿部  行蔵‖著 I133/ｱ 文化書院
本 0112980695 権威と個人 バートランド  ラッセル‖著 江上  I133/ﾗ 社会思想研究会出版部
本 0113012702 言語 カッシラア‖[著] 矢田部  達郎‖訳 I134/ｶ 培風館
本 0113012711 神話 カッシラア‖[著] 矢田部  達郎‖訳 I134/ｶ 培風館
本 0113012720 認識 カッシラア‖[著] 矢田部  達郎‖訳 I134/ｶ 培風館
本 0113014933 カントからヘーゲルへ カント・フィヒテ・シェリンク・ヘ I134/ｶ 鐵塔書院
本 0112978895 孤独と人生 ショーペンハウアー‖[著] 金森  誠 I134/ｼ 白水社
本 0113002483 人間における永遠なるもの マックス  シェーラー‖[著] 篠田  I134/ｼ 第一書房
本 0112355601 歴史における詩の機能 四日谷 敬子‖著 I134/ｼ 理想社
本 0112999257 ディルタイ記述的分析的心理学 ヴイルヘルム  デイルタイ‖原著 三 I134/ﾃﾞ モナス
本 0112361248 解釈学の成立 ディルタイ‖著 池島 重信‖訳 I134/ﾃﾞ 岩波書店
本 0112362586 独逸精神史研究 【ヴィ】ルヘルム・ディルタイ‖著 I134/ﾄﾞ 政経書院
本 0112362577 独逸精神史 吹田 順助‖著 I134/ﾄﾞ 畝傍書房
本 0112366136 ニーチェ アレヴィー‖著 大野 俊一‖訳 I134/ﾆ 新潮社
本 0112366118 ニイチエとジイド アンリ・ドラン‖[著] 淀野 隆三‖ I134/ﾆ 建設社
本 0112366190 ニーチェ書簡集 ニーチェ‖[著] アルフレト・ボイム I134/ﾆ 新太陽社
本 0112366127 ニーチェ ベルトラム 浅井 真男‖訳 I134/ﾆ 筑摩書房
本 0112366172 ニイチエ愛と智慧の書 伊福吉部 隆‖著 I134/ﾆ 教材社
本 0112366207 ニイチェ研究 和辻 哲郎‖著 I134/ﾆ 筑摩書房
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本 0112950726 ハイデッガー選集 30 ハイデッガー‖著 I134/ﾊ 理想社
本 0112972524 情念について アラン‖[著] 小西  茂也‖訳 I135/ｱ 白水社
本 0112962223 わが思索のあと アラン‖作 森  有正‖訳 I135/ｱ 筑摩書房
本 0112334750 マルス アラン‖著 串田 孫一‖共訳 I135/ｱ 思索社
本 0112972542 信仰についての談話 アラン‖著 松浪  信三郎‖訳 I135/ｱ 青山出版社
本 0112978779 幸福論 アラン‖著 石川  湧‖訳 I135/ｱ 万里閣
本 0112972506 アラン 木村  艸太‖著 I135/ｱ 綜合出版社
本 0112335893 パスカル復興 ドロシー・マーガレット・イースト I135/ｲ 白水社
本 0112950673 ヴォルテール アンドレ  モロワ‖[著] 生島  遼一 I135/ｳﾞ 創元社
本 0112356986 仏蘭西哲学研究 沢瀉 久敬‖著 I135/ｵ 創元社
本 0112960476 理性の微笑 串田  孫一‖著 I135/ｸ 平和書房
本 0112356450 フランスの智慧 F・ストロウスキー‖著 森 有正‖訳 I135/ｽ 岩波書店
本 0112360748 デカルト アラン‖[著] 桑原 武夫‖訳 I135/ﾃﾞ 筑摩書房
本 0112360720 デカルトの自然像 近藤 洋逸‖[著] I135/ﾃﾞ 岩波書店
本 0112361113 デカルト哲学研究 桂 寿一‖著 I135/ﾃﾞ 近藤書店
本 0112361122 デカルト哲学の発展 桂 寿一‖著 I135/ﾃﾞ 近藤書店
本 0112361131 デカルト研究 森 有正‖著 I135/ﾃﾞ 東大協同組合出版部
本 0112360739 デカルトとその時代 野田 又夫‖著 I135/ﾃﾞ 弘文堂
本 0112361051 デカルト選集 第1巻 デカルト‖著 I135/ﾃﾞ/1 創元社
本 0112361060 デカルト選集 第2巻 デカルト‖[著] I135/ﾃﾞ/2 創元社
本 0112361079 デカルト選集 第3巻 デカルト‖[著] I135/ﾃﾞ/3 創元社
本 0112361088 デカルト選集 第4巻 デカルト‖[著] I135/ﾃﾞ/4 創元社
本 0112361097 デカルト選集 第5巻 デカルト‖[著] I135/ﾃﾞ/5 創元社
本 0112361104 デカルト選集 第6巻 デカルト‖[著] I135/ﾃﾞ/6 創元社
本 0113001509 パスカル J.メナール‖[著] 安井  源治‖訳 I135/ﾊﾟ みすず書房
本 0112335802 パスカル小論 サント・ブーヴ‖[著] 平岡 昇‖訳 I135/ﾊﾟ 白水社
本 0112335786 パスカル随想録 パスカル‖[著] 竹村  清‖訳 I135/ﾊﾟ 新生堂
本 0113012418 パスカル冥想録 パスカル‖著 由木  康‖訳 I135/ﾊﾟ 白水社
本 0112335919 パスカルに於ける人間の研究 三木 清‖著 I135/ﾊﾟ 岩波書店
本 0112335795 パスカル 松浪 信三郎‖著 I135/ﾊﾟ 日本図書
本 0113001475 パスカル 森  有正‖著 I135/ﾊﾟ 要書房
本 0112335811 パスカルの方法 森 有正‖著 I135/ﾊﾟ 弘文堂書房
本 0112335848 パスカル 前田 陽一‖著 I135/ﾊﾟ 中央公論社
本 0112335928 パスカル 竹田 篤司‖[著] I135/ﾊﾟ 河出書房新社
本 0112335937 パスカルとその時代 中村 雄二郎‖著 I135/ﾊﾟ 東京大学出版会
本 0112335839 パスカル 野田 又夫‖著 I135/ﾊﾟ 岩波書店
本 0112335777 パスカル探求 由木 康‖著 I135/ﾊﾟ 日本社
本 0112335946 パスカル全集 第1巻 パスカル‖[著] 伊吹 武彦‖監修 I135/ﾊﾟ/1 人文書院
本 0112335955 パスカル全集 第2巻 パスカル‖著 中村 雄二郎‖[ほか] I135/ﾊﾟ/2 人文書院
本 0112335900 パスカル全集 第3巻 パスカル‖著 伊吹 武彦‖監修 I135/ﾊﾟ/3 人文書院
本 0112954358 笑の哲学 ベルグソン‖著 広瀬  哲士‖訳 I135/ﾍﾞ 東京堂
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本 0112952528 ベルグソン哲学 安部  光槌‖著 I135/ﾍﾞ/1 建設社出版部
本 0112952537 ベルグソン哲学 中巻 安部  光槌‖著 I135/ﾍﾞ/2 建設社
本 0113015273 ベルグソン哲學 下 安部  光槌‖著 I135/ﾍﾞ/3 建設社
本 0112958087 モンテーニュとパスカルとの基督教弁証論 前田  陽一‖著 I135/ﾏ 創元社
本 0113014489 パスカルと哲學 三宅  茂‖著 I135/ﾐ 第一書房
本 0112980203 現代フランス思想 森  有正‖[ほか]共著 I135/ﾓ 白水社
本 0112953046 先駆者の言葉 ルッソー‖[著] 本田  喜代治‖訳編 I135/ﾙ 小石川書房
本 0112952136 ルソー 桑原  武夫‖編 I135/ﾙ 岩波書店
本 0112952145 ルソー研究 桑原  武夫‖編 I135/ﾙ 岩波書店
本 0112954232 ルソー論集 桑原  武夫‖編 I135/ﾙ 岩波書店
本 0112952163 ルソーとの散歩 今野  一雄‖著 I135/ﾙ 白水社
本 0112952154 ルソー再興 新堀  通也‖著 I135/ﾙ 福村出版
本 0112952127 ルソー 林  達夫‖著 I135/ﾙ 岩波書店
本 0112343456 ルソー全集 第1巻 ルソー‖著 I135/ﾙ/1 白水社
本 0112343465 ルソー全集 第2巻 ルソー‖著 I135/ﾙ/2 白水社
本 0112343474 ルソー全集 第3巻 ルソー‖著 I135/ﾙ/3 白水社
本 0112343483 ルソー全集 第4巻 ルソー‖著 I135/ﾙ/4 白水社
本 0112343492 ルソー全集 第5巻 ルソー‖著 I135/ﾙ/5 白水社
本 0112343508 ルソー全集 第6巻 ルソー‖著 I135/ﾙ/6 白水社
本 0112343517 ルソー全集 第7巻 ルソー‖著 I135/ﾙ/7 白水社
本 0112343526 ルソー全集 第8巻 ルソー‖著 I135/ﾙ/8 白水社
本 0112343535 ルソー全集 第9巻 ルソー‖著 I135/ﾙ/9 白水社
本 0112343544 ルソー全集 第10巻 ルソー‖著 I135/ﾙ/10 白水社
本 0112343553 ルソー全集 第11巻 ルソー‖著 I135/ﾙ/11 白水社
本 0112343562 ルソー全集 第12巻 ルソー‖著 I135/ﾙ/12 白水社
本 0112343571 ルソー全集 第13巻 ルソー‖著 I135/ﾙ/13 白水社
本 0112343580 ルソー全集 第14巻 ルソー‖著 I135/ﾙ/14 白水社
本 0112343599 ルソー全集 別巻1 ルソー‖著 I135/ﾙ/別1 白水社
本 0112343606 ルソー全集 別巻  2 ルソー‖著 I135/ﾙ/別2 白水社
本 0112978010 クロォチェ 羽仁  五郎‖著 I137/ｸ 河出書房
本 0112980908 キェルケゴールとニーチェ カール  レヴィット‖[著] 中川  秀 I139/ｷ 弘文堂書房
本 0112353676 宗教と科学の接点 河合 隼雄‖著 I140/ｶ 岩波書店
本 0112979698 心の世界 黒田  亮‖著 I140/ｸ 三省堂
本 0112996651 心理学 高橋  穣‖著 I140/ﾀ 岩波書店
本 0112996884 街頭心理学 [ウィリアム  マクドゥーガル‖著] I140/ﾏ モナス
本 0113012962 個性の発見 大谷  湧徳‖著 I141/ｵ 明玄書房
本 0112361907 天才人 E・クレッチュメル‖著 内村 祐之‖ I141/ｸ 岩波書店
本 0112986323 勘の研究 続 黒田  亮‖著 I141/ｸ 岩波書店
本 0112986314 勘の研究 黒田  亮‖著 I141/ｸ 岩波書店
本 0112979643 心の眼に映る世界 島崎  敏樹‖著 I141/ｼ 社会思想社
本 0112963320 人格の心理的発達 ピエール  ジャネー‖著 関  計夫‖ I141/ｼﾞ 慶応通信
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本 0112347158 戦略的思考とは何か アビナッシュ・ディキシット‖著 バ I141/ﾃﾞ TBSブリタニカ
本 0112973202 意志 戸川  行男‖著 I141/ﾄ 筑摩書房
本 0112987162 愛憎 カール  A  メニンジャー‖著 草野 I141/ﾒ 日本教文社
本 0112974461 精神の発達 ウェルナア‖[著] 矢田部  達郎‖訳 I143/ｳ 培風館
本 0112951690 未開人の世界・精神病者の世界 シャルル  ブロンデル‖著 宮城  音 I143/ﾌﾞ 白水社
本 0112346364 夢分析の実際 鑪 幹八郎‖著 I145/ﾀ 創元社
本 0112974194 イメージの心理学 河合  隼雄‖著 I146/ｶ 青土社
本 0112352016 心理療法序説 河合 隼雄‖著 I146/ｶ 岩波書店
本 0112964187 死ぬ瞬間 エリザベス  キューブラー  ロス‖ I146/ｷ 読売新聞社
本 0112364209 読心術 多湖 輝‖著 I147/ﾀ 光文社
本 0113013603 霊の世界觀 友清  歡眞‖著 I147/ﾄ 神道天行居
本 0113011865 新しい倫理 金子  武蔵‖編 I150/ｱ 河出書房新社
本 0112363905 道理への意志 天野 貞祐‖著 I150/ｱ 岩波書店
本 0112350045 岩波講座倫理学 第1冊 I150/ｲ/1 岩波書店
本 0112350054 岩波講座倫理学 第2冊 I150/ｲ/2 岩波書店
本 0112350063 岩波講座倫理学 第3冊 I150/ｲ/3 岩波書店
本 0112350072 岩波講座倫理学 第4冊 I150/ｲ/4 岩波書店
本 0112350081 岩波講座倫理学 第5冊 I150/ｲ/5 岩波書店
本 0112348102 岩波講座倫理学 第6冊 I150/ｲ/6 岩波書店
本 0112348111 岩波講座倫理学 第7冊 I150/ｲ/7 岩波書店
本 0112348120 岩波講座倫理学 第8冊 I150/ｲ/8 岩波書店
本 0112348139 岩波講座倫理学 第9冊 I150/ｲ/9 岩波書店
本 0112348148 岩波講座倫理学 第10冊 I150/ｲ/10 岩波書店
本 0112348157 岩波講座倫理学 第11冊 I150/ｲ/11 岩波書店
本 0112348166 岩波講座倫理学 第12冊 I150/ｲ/12 岩波書店
本 0112348175 岩波講座倫理学 第13冊 I150/ｲ/13 岩波書店
本 0112348184 岩波講座倫理学 第14冊 I150/ｲ/14 岩波書店
本 0112348193 岩波講座倫理学 第15冊 I150/ｲ/15 岩波書店
本 0112972016 あすの日本人 唐沢  富太郎‖著 I150/ｶ 日本経済新聞社
本 0112348200 倫理学 片山 正直‖著 I150/ｶ 理想社
本 0112955053 世界の再建 ピーター  ハワード‖著 相馬  雪香 I150/ﾊ 新評論社
本 0112950520 ヒルティ著作集 第4巻 ヒルティ‖[著] I150/ﾋ/4 白水社
本 0112950539 ヒルティ著作集 第5巻 ヒルティ‖[著] I150/ﾋ/5 白水社
本 0113015004 世界を再造する  MRA運動の道 ブックマン‖著 相馬  雪香,西山  I150/ﾌﾞ 毎日新聞社
本 0112363371 道徳的精神 柳田 謙十郎‖著 I150/ﾔ 弘文堂書房
本 0112337098 人格と人類性 和辻 哲郎‖著 I150/ﾜ 岩波書店
本 0112333859 日本倫理思想史 上巻 和辻 哲郎‖著 I150/ﾜ/1 岩波書店
本 0112348219 倫理学 上巻 和辻 哲郎‖著 I150/ﾜ/1 岩波書店
本 0112333216 日本倫理思想史 下巻 和辻 哲郎‖著 I150/ﾜ/2 岩波書店
本 0112348228 倫理学 中巻 和辻 哲郎‖著 I150/ﾜ/2 岩波書店
本 0112996562 人格の力 紀平  正美‖著 I151/ｷ 大同館書店
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本 0112982844 快楽主義の哲学 渋沢  竜彦‖著 I151/ｼ 光文社
本 0112978760 幸福論 三谷  隆正‖著 I151/ﾐ 近藤書店
本 0112335232 日本世界観 秋山 謙蔵‖著 I155/ｱ 第一書房
本 0112997099 大国民読本 大谷  光瑞‖著 I155/ｵ 日本文学社(発売)
本 0112335330 日本的なるもの 紀平 正美‖[著] 興亜教学研究会‖ I155/ｷ 目黒書店
本 0112996937 国体新論 黒板  勝美‖著 I155/ｸ 博文堂
本 0112355674 大日本国体概論 山田 孝雄‖述 I155/ﾔ 宝文館
本 0112342643 石田梅岩 柴田 実‖著 I157/ｲ 吉川弘文館
本 0112986984 鳩翁道話 柴田  鳩翁‖[著] 柴田  実‖校訂 I157/ｼ 平凡社
本 0112366662 二宮翁夜話の精神 佐々井 信太郎‖[著] I157/ﾆ 内閣印刷局
本 0112353523 日本人の知恵 坂口 三郎‖著 I157/ﾆ ダイヤモンド社
本 0112999391 解説二宮尊徳翁全集 逸話雑録篇 二宮尊徳翁全集刊行会‖編輯 I157/ﾆ/1 解説二宮尊徳翁全集刊行会
本 0112999408 解説二宮尊徳翁全集 訓話伝記篇 二宮尊徳翁全集刊行会‖編輯 I157/ﾆ/2 解説二宮尊徳翁全集刊行会
本 0112999417 解説二宮尊徳翁全集 現代事業篇 二宮尊徳翁全集刊行会‖編纂 I157/ﾆ/3 解説二宮尊徳翁全集刊行会
本 0112999426 解説二宮尊徳翁全集 実践事業篇 二宮尊徳翁全集刊行会‖編纂 I157/ﾆ/4 解説二宮尊徳翁全集刊行会
本 0112999435 解説二宮尊徳翁全集 生活原理篇 二宮尊徳翁全集刊行会‖編輯 I157/ﾆ/5 解説二宮尊徳翁全集刊行会
本 0112999444 解説二宮尊徳翁全集 日記書翰篇 二宮尊徳翁全集刊行会‖編輯 I157/ﾆ/6 解説二宮尊徳翁全集刊行会
本 0112991335 ことばの切れ味 秋庭  道博‖著 I159/ｱ 東洋経済新報社
本 0112979778 古教、心を照らす 新井  正明‖著 I159/ｱ 竹井出版
本 0112972944 如何に生くべきか 天野  貞祐‖著 I159/ｱ 雲井書店
本 0112973024 生きゆく道 天野  貞祐‖著 I159/ｱ 細川書店
本 0112996839 格言警句集 伊藤  長七‖著 I159/ｲ 誠文堂
本 0112357128 実践の生命 上広 哲彦‖著 I159/ｳ 実践倫理宏正会
本 0113012169 生きる力 上廣  哲彦‖著 I159/ｳ 実践倫理宏正会出版部
本 0112954367 高輪御殿進話録 上巻 小川  直子‖述 秦  賢助‖編 I159/ｵ アルス
本 0112962802 私をささえた一言 扇谷  正造‖編 I159/ｵ 青春出版社
本 0113013177 女四書 鈴木  忠房‖編 I159/ｵ 東邦書房
本 0113013774 幸福論 加藤  棊務‖著 I159/ｶ 加藤書房
本 0112963570 人生の果の果 加藤  棊務‖著 I159/ｶ 東山書房
本 0112335660 〈ねばり〉と〈もろさ〉の心理学 加藤 諦三‖著 I159/ｶ PHP研究所
本 0112972980 生きている意味 邱  永漢‖著 I159/ｷ グラフ社
本 0112981872 貝原益軒処世訓 久須本 文雄‖著 I159/ｸ 講談社
本 0112979723 心をひらく言葉 共同通信社‖編 I159/ｺ 共同通信社
本 0112973042 生きること愛すること 佐古  純一郎‖著 I159/ｻ 思潮社
本 0113013541 たしなみについて 白州  正子‖著 I159/ｼ 雄鶏社
本 0112958648 職業と人生 田中  良雄‖著 I159/ﾀ 住友修史室
本 0112962688 私の人生観 田中  良雄‖著 I159/ﾀ 四季社
本 0112978868 定本国民座右銘 日本文学報国会‖編纂 I159/ﾃ 朝日新聞社
本 0113011838 気の本  これであなたも強くなる 藤平  光一‖著 I159/ﾄ エコン出版局
本 0112951850 娘は娘・母は母 波多野  勤子‖著 I159/ﾊ 文芸春秋新社
本 0112952895 積極的考え方の力 ノーマン  V  ピール‖著 相沢  勉 I159/ﾋﾟ ダイヤモンド社
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本 0112355558 素直な心になるために 松下 幸之助‖著 I159/ﾏ PHP研究所
本 0112979992 行雲流水の心 松原  哲明‖著 I159/ﾏ 祥伝社
本 0112960118 踏まれ石の返書 むの  たけじ‖著 I159/ﾑ 文芸春秋新社
本 0112980604 愛と幸せの発見 山崎  房一‖著 I159/ﾔ PHD研究所
本 0113015077 海からの贈り物 リンドバーグ夫人‖著 吉田 健一‖ I159/ﾘ 新潮社
本 0112989197 現代宗教講座 1 創文社編集部‖編集 I160/ｹﾞ/1 創文社
本 0112989204 現代宗教講座 2 創文社編集部‖編集 I160/ｹﾞ/2 創文社
本 0112963393 現代宗教講座 3 創文社編集部‖編集 I160/ｹﾞ/3 創文社
本 0112952680 現代宗教講座 4 創文社編集部‖編集 I160/ｹﾞ/4 創文社
本 0112989213 現代宗教講座 5 創文社編集部‖編集 I160/ｹﾞ/5 創文社
本 0112989222 現代宗教講座 6 創文社編集部‖編集 I160/ｹﾞ/6 創文社
本 0112954018 歴史家の宗教 柴田  実‖著 I160/ｼ 平楽寺書店
本 0112964953 宗教 鈴木  大拙‖編 I160/ｼ 毎日新聞社
本 0112979652 心の原点 高橋  信次‖著 I160/ﾀ 三宝出版
本 0112979395 この永遠なるもの 西谷  啓治‖著 吉川  幸次郎‖著 I160/ﾆ 雄渾社
本 0112965328 信と美 柳  宗悦‖著 I160/ﾔ 生活文化研究会
本 0112997641 宗教史方法論 赤松  智城‖著 尾佐竹  猛‖著 I161/ｹﾞ/5 共立社書店
本 0112964980 宗教生活の原初形態 上巻 デュルケム‖[著] 古野  清人‖訳 I161/ﾃﾞ 刀江書院
本 0112965033 宗教哲学 波多野  精一‖著 I161/ﾊ 岩波書店
本 0112965042 宗教哲学序論 波多野  精一‖著 I161/ﾊ 岩波書店
本 0112965024 宗教哲学の本質及其根本問題 波多野  精一‖著 I161/ﾊ 岩波書店
本 0112364076 時と永遠 波多野  精一‖著 I161/ﾊ 岩波書店
本 0112363479 ディオニューソス アンリ・ジャンメール‖著 小林 真 I164/ｼﾞ 言叢社
本 0112333387 日本神話の実相 松村 武雄‖著 I164/ﾆ 培風館
本 0112333421 日本神話 上田 正昭‖著 I164/ﾆ 岩波書店
本 0112359297 神話時代 肥後  和男‖著 I164/ﾋ 至文堂
本 0112358644 神話学論考 松村 武雄‖著 I164/ﾏ 同文舘
本 0112367279 日本の神話 松本 信広‖著 I164/ﾏ 至文堂
本 0112991086 ゴム草履の宣教師 神渡  良平‖著 I169/ｶ 光言社
本 0112352579 仏陀(メシア)の法 桐山 靖雄‖著 I169/ｷ 平河出版社
本 0112962866 我ら日本人として 谷口  雅春‖著 I169/ﾀ 日本教文社
本 0112357039 谷口雅春著作集 第4巻 谷口 雅春‖著 I169/ﾀ/4 日本教文社
本 0113002795 谷口雅春著作集 第5巻 谷口  雅春‖著 I169/ﾀ/5 日本教文社
本 0112951841 谷口雅春著作集 第6巻 谷口  雅春‖著 I169/ﾀ/6 日本教文社
本 0112347461 谷口雅春著作集 第8巻 谷口 雅春‖著 I169/ﾀ/8 日本教文社
本 0112356361 捨てて勝つ 御木 徳近‖著 I169/ﾐ 大泉書店
本 0112332761 日本古代史と神道との関係 久米  邦武‖著 I170/ｸ 創元社
本 0112351703 神苑 [古川 左京‖著] 古川 清彦‖編 I170/ｼ 古川清彦
本 0112999168 皇国神典至要鈔 筧  克彦‖著 I173/ｶ 清水書店
本 0112996660 祝詞新講 次田  潤‖著 I176/ﾂ 明治書院
本 0113010651 川面凡児全集 第1巻 川面  凡児‖著 I178/ｶ/1 川面凡児先生十周年記念会
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本 0113011375 川面凡児全集 第2巻 川面  凡児‖著 I178/ｶ/2 川面凡児先生十周年記念会
本 0113010660 川面凡児全集 第3巻 川面  凡児‖著 I178/ｶ/3 川面凡児先生十周年記念会
本 0113010679 川面凡児全集 第4巻 川面  凡児‖著 I178/ｶ/4 川面凡児先生十周年記念会
本 0113010688 川面凡児全集 第5巻 川面  凡児‖著 I178/ｶ/5 川面凡児先生十周年記念会
本 0113010697 川面凡児全集 第6巻 川面  凡児‖著 I178/ｶ/6 川面凡児先生十周年記念会
本 0113010704 川面凡児全集 第7巻 川面  凡児‖著 I178/ｶ/7 川面凡児先生十周年記念会
本 0113012267 生きた佛教 飯島  貫実‖著 I180/ｲ 東成出版社
本 0112996401 仏道歴史仏の由来 梅本  苦佃‖著 I180/ｳ 洛東書院
本 0112983228 現代人の仏教 4 I180/ｹﾞ/4 筑摩書房
本 0112355246 現代人の仏教 9 I180/ｹﾞ/9 筑摩書房
本 0112357164 ダライ・ラマ自伝 ダライ・ラマ‖著 山際 素男‖訳 I180/ﾀﾞ 文芸春秋
本 0112957961 ゆきほとけ 中川  善教‖著 I180/ﾅ 鵤故郷舎出版部
本 0112974229 癒しに生かす経典の言葉108 西来  武治‖著 I180/ﾆ 春秋社
本 0112964962 宗教とはなにか 古田  紹欽‖著 I180/ﾌ 社会思想社
本 0112965015 富士川游著述選 第3巻 富士川  游‖[著] I180/ﾌ 中山文化研究所
本 0112359135 平和の道 細田  大観‖著 I180/ﾎ 細田大観
本 0112365949 南無阿弥陀仏 柳 宗悦‖著 I180/ﾔ 大法輪閣
本 0112959843 仏教 渡辺  照宏‖著 I180/ﾜ 岩波書店
本 0112337409 仏教の本質 金子 大栄‖著 I181/ｶ 文栄堂書店
本 0113015503 生死の問題 富士川  游‖著 I181/ﾌ 厚徳書院
本 0112960500 仏教学の根本問題 第3 宮本 正尊‖著 I181/ﾐ 八雲書店
本 0112988535 国東文化と石仏 大岳  順公‖文 渡辺  信幸‖写真 I182/ｵ 木耳社
本 0112337800 仏につながる人間像 大山 澄太‖著 I182/ｵ 大法輪閣
本 0112335615 日本仏教史観 金子 大栄‖著 I182/ｶ 岩波書店
本 0112964766 釈尊の生涯 水野  弘元‖著 I182/ｼ 春秋社
本 0112358742 親鸞・道元・日蓮 増谷  文雄‖著 I182/ｼ 至文堂
本 0112985958 図説日本仏教の世界 8 I182/ｽﾞ/8 集英社
本 0112335606 日本仏教史概説 圭室 諦成‖著 I182/ﾀ 理想社出版部
本 0112964365 支那仏教史研究 北魏篇 塚本  善隆‖著 I182/ﾂ 弘文堂書房
本 0112335508 日本仏教史之研究 辻 善之助‖著 I182/ﾂ/1 金港堂書籍
本 0112335517 日本仏教史之研究 続編 辻 善之助‖著 I182/ﾂ/2 金港堂書籍
本 0112367983 日本の仏教 1 I182/ﾆ/1 筑摩書房
本 0112984502 日本の仏教 5 I182/ﾆ/5 筑摩書房
本 0112367992 日本の仏教 10 I182/ﾆ/10 筑摩書房
本 0112959941 日本の仏教 11 I182/ﾆ/11 筑摩書房
本 0112368009 日本の仏教 15 I182/ﾆ/15 筑摩書房
本 0112335571 日本仏教史綱 上巻 村上 専精‖著 I182/ﾑ/1 創元社
本 0112335580 日本仏教史綱 下巻 村上 専精‖著 I182/ﾑ/2 創元社
本 0112356726 出家遁世 目崎 徳衛‖[著] I182/ﾒ 中央公論社
本 0112347522 般若心経入門 大城 立裕‖著 I183/ｵ 光文社
本 0112953288 平易に説いた大無量寿経 尾山  真訶‖著 I183/ｵ 中央出版社
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本 0112980267 華厳経物語 鎌田  茂雄‖著 I183/ｶ 大法輪閣
本 0112988358 平易に説いた華厳経 吉祥  真道‖著 I183/ｷ 中央出版社
本 0112996740 世親の宗教 佐伯  良謙‖著 I183/ｻ 藤井佐兵衛
本 0113016370 六方礼経講話 椎尾  弁匡‖著 I183/ｼ 大東出版社
本 0112979304 勝鬘経講義 上巻 高神  覚昇‖著 I183/ﾀ 八雲書店
本 0112990522 古写経綜鑑 田中  塊堂‖著 I183/ﾀ 鵤故郷舎出版部
本 0112358314 法句経講義 友松 円諦‖著 I183/ﾄ 第一書房
本 0112354130 般若心経茶道弁 中川 善教‖著 I183/ﾅ 金尾文淵堂
本 0112996410 仏教文学物語 深浦  正文‖著 I183/ﾌ 東林書房
本 0112957621 維摩経 武者小路  実篤‖著 I183/ﾑ 日本評論社
本 0113015139 信仰について 亀井  勝一郎‖著 I184/ｶ 筑摩書房
本 0112989687 高僧論纂 阪口  玄章‖著 I184/ｻ 小学館
本 0112985976 韓国古寺巡礼 百済編 鎌田 茂雄‖著 NHK取材班‖著 I185/ｶ 日本放送出版協会
本 0112990372 古寺巡礼京都 21 I185/ｺ 淡交社
本 0112965630 古社寺をたづねて 斎藤  隆三‖著 I185/ｻ 博文館
本 0112979670 心の寺々 藤島  亥治郎‖著 I185/ﾌ 毎日新聞社
本 0112967291 両界曼荼羅の智慧 石田  尚豊‖著 I186/ｲ 東京美術
本 0112359643 曼荼羅のみかた 石田 尚豊‖著 I186/ｲ 岩波書店
本 0112996615 趣味の仏像 木村  小舟‖著 I186/ｷ 広陵社
本 0112979769 虚空蔵信仰 佐野  賢治‖編 I186/ｺ 雄山閣
本 0112959987 不動明王 渡辺  照宏‖著 I186/ﾜ 大本山成田山新勝寺
本 0112337123 仏像百態 渡辺 照宏‖著 I186/ﾜ 淡交新社
本 0112342563 安国寺恵瓊 河合  正治‖著 I188/ｱ 吉川弘文館
本 0112956365 妙好人浅原才市集 浅原  才市‖[著] 鈴木  大拙‖編著 I188/ｱ 春秋社
本 0112960109 沢庵和尚の人と思想 伊藤  康安‖著 I188/ｲ 今日の問題社
本 0112363353 東大寺と天平文化 井川 定慶‖著 I188/ｲ 盛運堂
本 0112973881 一遍上人 栗田 勇‖[著] I188/ｲ 新潮社
本 0112965916 信楽の論理 石田  慶和‖著 I188/ｲ 法蔵館
本 0112337472 歎異抄 石田 瑞麿‖著 I188/ｲ 春秋社
本 0113018608 五重講説 上 岩井  智海‖著 I188/ｲ/1 浄土教報社
本 0113018617 五重講説 下 岩井  智海‖著 I188/ｲ/2 浄土教報社
本 0112345944 正法眼蔵序説 衛藤 即応‖著 I188/ｴ 岩波書店
本 0112990345 国宝  富貴寺 大仏  次郎‖[ほか著] I188/ｵ 淡交社
本 0112999248 浄土宗読本 大野  法道‖[ほか]共著 I188/ｵ 法然上人鑽仰会
本 0112345864 正法眼蔵思想大系 第1巻 岡田 宜法‖著 I188/ｵ/1 法政大学出版局
本 0112345873 正法眼蔵思想大系 第2巻 岡田 宜法‖著 I188/ｵ/2 法政大学出版局
本 0112345882 正法眼蔵思想大系 第3巻 岡田 宜法‖著 I188/ｵ/3 法政大学出版局
本 0112345891 正法眼蔵思想大系 第4巻 岡田 宜法‖著 I188/ｵ/4 法政大学出版局
本 0112345908 正法眼蔵思想大系 第5巻 岡田 宜法‖著 I188/ｵ/5 法政大学出版局
本 0112996394 平易に説いた教行信証 加藤  信寂‖著 I188/ｶ 中央出版社
本 0113002492 「人間」について 金子  大栄‖著 I188/ｶ 雄渾社
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本 0113022470 聞思室日記 続 金子  大榮‖著 I188/ｶ コマ文庫
本 0113022461 聞思室日記 金子  大榮‖著 I188/ｶ コマ文庫
本 0112963240 私の歎異抄 紀野  一義‖著 I188/ｷ 筑摩書房
本 0112355095 変身の原理 桐山 靖雄‖[著] I188/ｷ 角川書店
本 0112342554 行基 井上 薫‖著 I188/ｷﾞ 吉川弘文館
本 0112343615 正法眼蔵全講 第1巻 岸沢 惟安‖提唱 門脇 聴心‖録 I188/ｷ/1 大法輪閣
本 0112343624 正法眼蔵全講 第2巻 岸沢 惟安‖提唱 門脇 聴心‖録 I188/ｷ/2 大法輪閣
本 0112343633 正法眼蔵全講 第3巻 岸沢 惟安‖提唱 門脇 聴心‖録 I188/ｷ/3 大法輪閣
本 0112343642 正法眼蔵全講 第4巻 岸沢 惟安‖提唱 門脇 聴心‖録 I188/ｷ/4 大法輪閣
本 0112343651 正法眼蔵全講 第5巻 岸沢 惟安‖提唱 門脇 聴心‖録 I188/ｷ/5 大法輪閣
本 0112343660 正法眼蔵全講 第6巻 岸沢 惟安‖提唱 門脇 聴心‖録 I188/ｷ/6 大法輪閣
本 0112343679 正法眼蔵全講 第7巻 岸沢 惟安‖提唱 門脇 聴心‖録 I188/ｷ/7 大法輪閣
本 0112343688 正法眼蔵全講 第8巻 岸沢 惟安‖提唱 門脇 聴心‖録 I188/ｷ/8 大法輪閣
本 0112343697 正法眼蔵全講 第9巻 岸沢 惟安‖提唱 門脇 聴心‖録 I188/ｷ/9 大法輪閣
本 0112343704 正法眼蔵全講 第10巻 岸沢 惟安‖提唱 門脇 聴心‖録 I188/ｷ/10 大法輪閣
本 0112343713 正法眼蔵全講 第11巻 岸沢 惟安‖提唱 門脇 聴心‖録 I188/ｷ/11 大法輪閣
本 0112343722 正法眼蔵全講 第12巻 岸沢 惟安‖提唱 門脇 聴心‖録 I188/ｷ/12 大法輪閣
本 0112343731 正法眼蔵全講 第13巻 岸沢 惟安‖提唱 門脇 聴心‖録 I188/ｷ/13 大法輪閣
本 0112343740 正法眼蔵全講 第14巻 岸沢 惟安‖提唱 門脇 聴心‖録 I188/ｷ/14 大法輪閣
本 0112343759 正法眼蔵全講 第15巻 岸沢 惟安‖提唱 門脇 聴心‖録 I188/ｷ/15 大法輪閣
本 0112343768 正法眼蔵全講 第16巻 岸沢 惟安‖提唱 門脇 聴心‖録 I188/ｷ/16 大法輪閣
本 0112343777 正法眼蔵全講 第17巻 岸沢 惟安‖提唱 門脇 聴心‖録 I188/ｷ/17 大法輪閣
本 0112343786 正法眼蔵全講 第18巻 岸沢 惟安‖提唱 門脇 聴心‖録 I188/ｷ/18 大法輪閣
本 0112343795 正法眼蔵全講 第19巻 岸沢 惟安‖提唱 門脇 聴心‖録 I188/ｷ/19 大法輪閣
本 0112343802 正法眼蔵全講 第20巻 岸沢 惟安‖提唱 門脇 聴心‖録 I188/ｷ/20 大法輪閣
本 0112343811 正法眼蔵全講 第21巻 岸沢 惟安‖提唱 門脇 聴心‖録 I188/ｷ/21 大法輪閣
本 0112343820 正法眼蔵全講 第22巻 岸沢 惟安‖提唱 門脇 聴心‖録 I188/ｷ/22 大法輪閣
本 0112343839 正法眼蔵全講 第23巻 岸沢 惟安‖提唱 門脇 聴心‖録 I188/ｷ/23 大法輪閣
本 0112343848 正法眼蔵全講 第24巻 岸沢 惟安‖提唱 門脇 聴心‖録 I188/ｷ/24 大法輪閣
本 0112342689 空也 堀 一郎‖著 I188/ｸ 吉川弘文館
本 0112983111 往生要集 1 源信‖[著] 石田  瑞麿‖訳 I188/ｹﾞ/1 平凡社
本 0112983120 往生要集 2 源信‖[著] 石田  瑞麿‖訳 I188/ｹﾞ/2 平凡社
本 0112989749 講座密教 1 宮坂  宥勝‖[ほか]編 I188/ｺ/1 春秋社
本 0112989758 講座密教 2 宮坂  宥勝‖[ほか]編 I188/ｺ/2 春秋社
本 0112989767 講座密教 3 宮坂  宥勝‖[ほか]編 I188/ｺ/3 春秋社
本 0112989776 講座密教 4 宮坂  宥勝‖[ほか]編 I188/ｺ/4 春秋社
本 0113014540 證道歌を語る 澤木  興道‖著 I188/ｻ 大法輪閣
本 0112345953 正法眼蔵随聞記 [道元‖述] [孤雲懐奘‖編] I188/ｼ 筑摩書房
本 0112357217 親鸞の生涯 井関 保‖著 I188/ｼ 桜楓社
本 0112342616 親鸞 赤松 俊秀‖著 I188/ｼ 吉川弘文館
本 0112963473 真宗聖典 柏原  祐義‖編輯 I188/ｼ 法蔵館
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本 0113015228 慈圓  国家と歴史及文学 筑土  鈴寛‖著 I188/ｼﾞ 三省堂
本 0112953457 慈雲尊者 木南  卓一‖著 I188/ｼﾞ 三密堂書店
本 0112337686 正法眼蔵啓迪 上巻 榑林 皓堂‖編 I188/ｼ/1 大法輪閣
本 0112345800 正法眼蔵啓迪 中巻 西有 穆山‖提唱 富山 祖英‖聴書 I188/ｼ/2 大法輪閣
本 0112345819 正法眼蔵啓迪 下巻 西有 穆山‖提唱 富山 祖英‖聴書 I188/ｼ/3 大法輪閣
本 0113003017 白隠を歩く 杉全  泰‖写真 野木  昭輔‖文 I188/ｽ 佼成出版社
本 0112953028 禅海浮沈七十年 菅原  時保‖著 I188/ｽ 万里閣
本 0112353408 禅と日本文化 続 鈴木 大拙‖著 北川 桃雄‖訳 I188/ｽ 岩波書店
本 0112353417 禅と日本文化 鈴木 大拙‖著 北川 桃雄‖訳 I188/ｽ 岩波書店
本 0112345258 鈴木大拙選集 第1巻 鈴木 大拙‖著 I188/ｽ/1 春秋社
本 0112345267 鈴木大拙選集 第2巻 鈴木 大拙‖著 I188/ｽ/2 春秋社
本 0112345276 鈴木大拙選集 第3巻 鈴木 大拙‖著 I188/ｽ/3 春秋社
本 0112345285 鈴木大拙選集 第4巻 鈴木 大拙‖著 I188/ｽ/4 春秋社
本 0112345294 鈴木大拙選集 第5巻 鈴木 大拙‖著 I188/ｽ/5 春秋社
本 0112345301 鈴木大拙選集 第6巻 鈴木 大拙‖著 I188/ｽ/6 春秋社
本 0112345310 鈴木大拙選集 第7巻 鈴木 大拙‖著 I188/ｽ/7 春秋社
本 0112345329 鈴木大拙選集 第8巻 鈴木 大拙‖著 I188/ｽ/8 春秋社
本 0112345338 鈴木大拙選集 第9巻 鈴木 大拙‖著 I188/ｽ/9 春秋社
本 0112345347 鈴木大拙選集 第10巻 鈴木 大拙‖著 I188/ｽ/10 春秋社
本 0112345356 鈴木大拙選集 第11巻 鈴木 大拙‖著 I188/ｽ/11 春秋社
本 0112345365 鈴木大拙選集 第12巻 鈴木 大拙‖著 I188/ｽ/12 春秋社
本 0112345374 鈴木大拙選集 第13巻 鈴木 大拙‖著 I188/ｽ/13 春秋社
本 0112345383 鈴木大拙選集 続 第1巻 鈴木 大拙‖著 I188/ｽ/1 春秋社
本 0112345392 鈴木大拙選集 続 第2巻 鈴木 大拙‖著 I188/ｽ/2 春秋社
本 0112345409 鈴木大拙選集 続 第3巻 鈴木 大拙‖著 I188/ｽ/3 春秋社
本 0112345418 鈴木大拙選集 続 第4巻 鈴木 大拙‖著 I188/ｽ/4 春秋社
本 0112345427 鈴木大拙選集 続 第5巻 鈴木 大拙‖著 I188/ｽ/5 春秋社
本 0112345436 鈴木大拙選集 続 第6巻 鈴木 大拙‖著 I188/ｽ/6 春秋社
本 0112345445 鈴木大拙選集 続 第7巻 鈴木 大拙‖著 I188/ｽ/7 春秋社
本 0112345454 鈴木大拙選集 続 第8巻 鈴木 大拙‖著 I188/ｽ/8 春秋社
本 0112337506 歎異抄 真宗教団連合‖編 I188/ﾀ 朝日新聞社
本 0112358715 正法眼蔵の哲学私観 田辺  元‖著 I188/ﾀ 岩波書店
本 0112999051 知恩院 知恩院‖編纂 I188/ﾁ 知恩院
本 0112337819 智証大師 天台宗寺門派御遠忌局‖編 I188/ﾁ 園城寺
本 0113013042 武家時代と禅僧 辻  善之助‖著 I188/ﾂ 創元社
本 0112967530 禅の道をたどり来て 辻  双明‖著 I188/ﾂ 春秋社
本 0112361854 伝教大師 竹内 芳衛‖著 I188/ﾃﾞ 日本打球社
本 0112361845 伝教大師 堀 一郎‖著 I188/ﾃﾞ 青梧堂
本 0112363175 唐招提寺 唐招提寺戒学院鑑真大和上頌徳会‖ I188/ﾄ 鑑真大和上頌徳会
本 0112363594 道元の言語宇宙 寺田 透‖著 I188/ﾄﾞ 岩波書店
本 0112362988 道元禅師と行 秋山 範二‖著 I188/ﾄﾞ 山喜房仏書林
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本 0112363004 道元禅師伝の研究 大久保 道舟‖著 I188/ﾄﾞ 筑摩書房
本 0112362942 道元 竹内 道雄‖著 I188/ﾄﾞ 吉川弘文館
本 0112966951 法隆寺 土門  拳‖撮影 井上  靖‖文 I188/ﾄﾞ 美術出版社
本 0112363237 道元と日本哲学 木村 卯之‖著 木村 富士夫‖[編]著 I188/ﾄﾞ 丁子屋書店
本 0112362997 道元禅師の話 里見 〓‖著 I188/ﾄﾞ 岩波書店
本 0112366449 二十五三昧式 中山 玄雄‖著 I188/ﾅ 芝金声堂
本 0112335205 茶席の禅機画 西部 文浄‖著 I188/ﾆ 淡交社
本 0112347194 匠の旅人 丹羽 一彦‖著 I188/ﾆ 風琳堂
本 0113002991 白隠と夜船閑話 野村  瑞城‖著 I188/ﾉ 人文書院
本 0112337481 歎異抄を読む 早島 鏡正‖[著] I188/ﾊ 講談社
本 0112339005 盤珪禅師語録 [盤珪‖著] 鈴木 大拙‖編校 I188/ﾊﾞ 岩波書店
本 0112953108 禅僧の遺偈 古田  紹欽‖著 I188/ﾌ 春秋社
本 0112351687 法然の手紙 [法然‖原著] 石丸 晶子‖編訳 I188/ﾎ 人文書院
本 0112358065 法然上人の選択集 井川 定慶‖著 I188/ﾎ 新英社
本 0113012971 法然上人絵傳 小川  龍彦‖編 I188/ﾎ 理想社
本 0112358010 法然上人伝の研究 田村 円澄‖著 I188/ﾎ 法蔵館
本 0112964356 死に勝つまでの三十日 松居  桃楼‖著 I188/ﾏ 柏樹社
本 0112353275 明恵 奥田 勲‖著 I188/ﾐ 東京大学出版会
本 0112965051 修証義講話 水野  弘元‖著 I188/ﾐ 曹洞宗宗務庁
本 0112342607 明恵 田中 久夫‖著 I188/ﾐ 吉川弘文館
本 0112353284 栂尾高山寺 明恵上人 白洲 正子‖著 I188/ﾐ 講談社
本 0112956828 夢窓大灯 荻須  純道‖著 I188/ﾑ 弘文堂書房
本 0112956187 夢窓国師 玉村  竹二‖著 I188/ﾑ 平楽寺書店
本 0112956819 夢窓国師夢中問答集 夢窓国師‖[述] 江部  鴨村‖註解 I188/ﾑ 篠原書店
本 0112955687 無門の門 山崎  益洲‖述 大山  澄太‖編 I188/ﾔ 春陽堂書店
本 0112337061 歎異抄の人間像 山崎 竜明‖著 I188/ﾔ 大蔵出版
本 0112963785 最後の親鸞 吉本  隆明‖著 I188/ﾖ 春秋社
本 0112961661 臨済録 [臨済義玄‖著] 中村  文峰‖著 I188/ﾘ 大蔵出版
本 0112961670 臨済禅師語録 [臨済義玄‖著] 無著道忠‖校訂 I188/ﾘ 妙心寺小方丈
本 0113013168 臨済録 義玄‖著 朝比奈  宗源‖訳 I188/ﾘ 岩波書店
本 0112964864 北越偉人沙門良寛全伝 西郡  久吾‖編述 I188/ﾘ 目黒書店
本 0112347531 良寛の生涯 谷川 敏朗‖著 I188/ﾘ 恒文社
本 0112960617 良寛 東郷  豊治‖著 I188/ﾘ 東京創元社
本 0112959512 大愚良寛の風光 飯田  利行‖著 I188/ﾘ 国書刊行会
本 0112974256 岩下壮一一巻選集 岩下  壮一‖著 I190/ｲ 春秋社
本 0112987661 キリスト教問答 内村  鑑三‖[著] I190/ｳ 講談社
本 0112981998 江原万里全集 第1巻 江原  万里‖著 I190/ｴ/1 岩波書店
本 0112982005 江原万里全集 第2巻 江原  万里‖著 I190/ｴ/2 岩波書店
本 0112982014 江原万里全集 第3巻 江原  万里‖著 I190/ｴ/3 岩波書店
本 0112974176 意味喪失の時代に生きる 大塚  久雄‖著 I190/ｵ 日本基督教団出版局
本 0112981033 S・カンドウ一巻選集 S  カンドウ‖著 宮本  敏行‖編 I190/ｶ 春秋社
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本 0112972882 イエスとパウロ 金子  鷹之助‖著 I190/ｶ 鷹之会
本 0112970045 黒崎幸吉著作集 1 黒崎  幸吉‖著 黒崎幸吉著作集刊行 I190/ｸ/1 新教出版社
本 0112970054 黒崎幸吉著作集 2 黒崎  幸吉‖著 黒崎幸吉著作集刊行 I190/ｸ/2 新教出版社
本 0112970063 黒崎幸吉著作集 3 黒崎  幸吉‖著 黒崎幸吉著作集刊行 I190/ｸ/3 新教出版社
本 0112970072 黒崎幸吉著作集 4 黒崎  幸吉‖著 黒崎幸吉著作集刊行 I190/ｸ/4 新教出版社
本 0112970081 黒崎幸吉著作集 5 黒崎  幸吉‖著 黒崎幸吉著作集刊行 I190/ｸ/5 新教出版社
本 0112970090 黒崎幸吉著作集 6 黒崎  幸吉‖著 黒崎幸吉著作集刊行 I190/ｸ/6 新教出版社
本 0112970107 黒崎幸吉著作集 7 黒崎  幸吉‖著 黒崎幸吉著作集刊行 I190/ｸ/7 新教出版社
本 0112360793 出会い ヘルムート・ティーリケ‖[著] 鈴木 I190/ﾃ 待晨堂
本 0112965006 宗教的信念 A.F.ブライアント‖著 入江  勇起男 I190/ﾌﾞ 岩波書店
本 0113011384 藤井武全集 第1巻 I190/ﾌ/1 藤井武全集刊行会
本 0113011393 藤井武全集 第2巻 I190/ﾌ/2 藤井武全集刊行会
本 0113011400 藤井武全集 第3巻 I190/ﾌ/3 藤井武全集刊行会
本 0113011419 藤井武全集 第4巻 I190/ﾌ/4 藤井武全集刊行会
本 0113011428 藤井武全集 第5巻 I190/ﾌ/5 藤井武全集刊行会
本 0112337828 知識・信仰・道徳 三谷 隆正‖著 I190/ﾐ 近藤書店
本 0112987910 近代精神とキリスト教 森  有正‖著 I190/ﾓ 河出書房
本 0112364049 時は縮まる 浅野 順一‖著 I191/ｱ 創文社
本 0112985574 神の痛みの神学 北森  嘉蔵‖著 I191/ｷ 講談社
本 0112987652 キリストのことば ヘルマン  ホイヴェルス‖著 I191/ﾎ 春秋社
本 0112972891 イエスの生涯 遠藤  周作‖著 I192/ｴ 新潮社
本 0112366911 日本のキリスト教 北森 嘉蔵‖著 I192/ｷ 国際日本研究所
本 0112977985 ペテロ クルマン‖著 荒井  献‖訳 I192/ﾍﾟ 新教出版社
本 0112999024 各時代の大争闘 過去・現在篇 イー  ジー  ホワイト‖著 末世之福 I192/ﾎ 末世之福音社
本 0112999015 各時代の大争闘 現在・未来篇 イー  ジー  ホワイト‖著 末世之福 I192/ﾎ 末世之福音社
本 0112965854 聖書 赤司 道雄‖著 I193/ｱ 中央公論社
本 0113012203 イスラエル豫言者の神學 浅野  順一‖著 I193/ｱ 創文社
本 0112350740 ヨブ記の研究 浅野 順一‖著 I193/ｱ 創文社
本 0112972123 あなたの幸福のために 相見  三郎‖著 I193/ｱ れいか友の会
本 0112350704 ヨブ記註解 1 浅野 順一‖著 I193/ｱ/1 創文社
本 0112350713 ヨブ記註解 2 浅野 順一‖著 I193/ｱ/2 創文社
本 0112350722 ヨブ記註解 3 浅野 順一‖著 I193/ｱ/3 創文社
本 0112350731 ヨブ記註解 4 浅野 順一‖著 I193/ｱ/4 創文社
本 0112960724 聖書入門 小塩  力‖著 I193/ｵ 岩波書店
本 0112354050 聖書名画ものがたり 旧約編 河津 千代‖著 I193/ｶ 牧書店
本 0112960742 聖書百話 北森  嘉蔵‖著 I193/ｷ 筑摩書房
本 0112963017 聖書のことば 竹中  正夫‖編 I193/ｾ 創元社
本 0112344954 聖書の世界 第1巻 I193/ｾ/1 講談社
本 0112344963 聖書の世界 第2巻 I193/ｾ/2 講談社
本 0112344972 聖書の世界 第3巻 I193/ｾ/3 講談社
本 0112344981 聖書の世界 第4巻 I193/ｾ/4 講談社
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本 0112344990 聖書の世界 第5巻 I193/ｾ/5 講談社
本 0112345007 聖書の世界 第6巻 I193/ｾ/6 講談社
本 0112966871 原色聖書の歴史 サムエル  テリエン‖著 小林  宏‖ I193/ﾃ 創元社
本 0113012551 キリストに倣ひて 岩下  壮一‖著 I194/ｲ 中央出版社
本 0112963419 信仰雑話 石川  武美‖著 I194/ｲ 主婦の友社
本 0113012506 反ナチ抵抗者の獄中書簡 ケーテ・クーン‖編 大岩  美代‖訳 I194/ﾊ 新教出版社
本 0112962875 我れら何を為すべきか ヒルテイ‖[著] 陶山  務‖訳 I194/ﾋ 第一書房
本 0112347087 マザーテレサ マルコム・マゲッリッジ‖著 沢田 I197/ﾃ 女子パウロ会
本 0113013382 たましいの足跡 浅野  順一‖著 I198/ｱ 創文社
本 0112972105 アッシジの聖フランチェスコ J.ヨェルゲンセン‖著 佐藤  要一‖ I198/ｲ ドン・ボスコ社
本 0112366859 日本とイエスの顔 井上 洋治‖著 I198/ｲ 日本基督教団出版局
本 0112963400 信仰の遺産 岩下  壮一‖著 I198/ｲ 岩波書店
本 0112958201 予言者としての内村鑑三 太田  十三男‖著 I198/ｳ 大翠書院
本 0112982130 内村鑑三信仰著作全集 1 内村  鑑三‖著 I198/ｳ/1 教文館
本 0112909354 内村鑑三信仰著作全集 2 内村 鑑三‖著 I198/ｳ/2 教文館
本 0112982149 内村鑑三信仰著作全集 3 内村  鑑三‖著 I198/ｳ/3 教文館
本 0112982158 内村鑑三信仰著作全集 4 内村  鑑三‖著 I198/ｳ/4 教文館
本 0112982176 内村鑑三信仰著作全集 5 内村  鑑三‖著 I198/ｳ/5 教文館
本 0112982185 内村鑑三信仰著作全集 6 内村  鑑三‖著 I198/ｳ/6 教文館
本 0112982194 内村鑑三信仰著作全集 7 内村  鑑三‖著 I198/ｳ/7 教文館
本 0112982201 内村鑑三信仰著作全集 8 内村  鑑三‖著 I198/ｳ/8 教文館
本 0112982210 内村鑑三信仰著作全集 9 内村  鑑三‖著 I198/ｳ/9 教文館
本 0112982229 内村鑑三信仰著作全集 10 内村  鑑三‖著 I198/ｳ/10 教文館
本 0112982238 内村鑑三信仰著作全集 11 内村  鑑三‖著 I198/ｳ/11 教文館
本 0112982247 内村鑑三信仰著作全集 12 内村  鑑三‖著 I198/ｳ/12 教文館
本 0112982256 内村鑑三信仰著作全集 13 内村  鑑三‖著 I198/ｳ/13 教文館
本 0112982265 内村鑑三信仰著作全集 14 内村  鑑三‖著 I198/ｳ/14 教文館
本 0112982274 内村鑑三信仰著作全集 15 内村  鑑三‖著 I198/ｳ/15 教文館
本 0112982283 内村鑑三信仰著作全集 16 内村  鑑三‖著 I198/ｳ/16 教文館
本 0112982292 内村鑑三信仰著作全集 17 内村  鑑三‖著 I198/ｳ/17 教文館
本 0112982309 内村鑑三信仰著作全集 18 内村  鑑三‖著 I198/ｳ/18 教文館
本 0112982318 内村鑑三信仰著作全集 19 内村  鑑三‖著 I198/ｳ/19 教文館
本 0112982327 内村鑑三信仰著作全集 20 内村  鑑三‖著 I198/ｳ/20 教文館
本 0112976799 永遠の傑作 S  カンドウ‖著 I198/ｶ 東峰書房
本 0112973480 偉大なる忍耐・書簡抄 キプリアヌス‖著 P  ネメシェギ‖ I198/ｷ 創文社
本 0112980631 愛における自由の問題 北森  嘉蔵‖著 I198/ｷ 東海大学出版会
本 0112363585 ドゥホボール教徒の話 木村 毅‖著 I198/ｷ 講談社
本 0112355013 マザー・テレサのことば マザー・テレサ‖著 半田 基子‖訳 I198/ﾃ 女子パウロ会
本 0112355399 聖フランシスコ・ザビエー小伝 幸田 成友‖著 I198/ﾌ 創元社
本 0112366840 日本で四十年 ヘルマン・ホイヴェルス‖著 林 幹 I198/ﾎ 春秋社
本 0112987643 キリストに倣いて 由木  康‖訳 I198/ﾕ 角川書店
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本 0112954250 ルター 成瀬  治‖著 I198/ﾙ 誠文堂新光社
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