
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】：200～299
【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 0112989099 現代史学 大類  伸‖著 I201/ｵ 弘文堂書房
本 0112954205 歴史哲学序説 樺  俊雄‖著 I201/ｶ 理想社
本 0112963623 歴史における理念 樺  俊雄‖著 I201/ｶ 理想社
本 0112353587 ブルクハルトとヨーロッパ像 ヴェルナー・ケーギ‖[著] 坂井 直 I201/ｹ みすず書房
本 0112997614 史学概論 大類  伸‖著 I201/ｹﾞ/1 共立社書店
本 0112997623 史的唯物論 大森  義太郎‖著 I201/ｹﾞ/3 共立社書店
本 0112954198 歴史的世界 高坂  正顕‖著 I201/ｺ 岩波書店
本 0112952564 世界史の哲学 高山  岩男‖著 I201/ｺ 岩波書店
本 0112960252 ランケと世界史学 鈴木  成高‖著 I201/ｽ 弘文堂書房
本 0112953527 史学の意味 田辺  元‖著 I201/ﾀ 日本文化協会出版部
本 0112954170 歴史的現実 田辺 元‖述 I201/ﾀ 岩波書店
本 0112953439 新修史学概論 長  寿吉‖著 I201/ﾁ 同文書院
本 0112954054 歴史の研究 2 A.トインビー‖著 長谷川  松治‖訳 I201/ﾄ 社会思想社
本 0112954036 歴史学批判叙説 羽仁  五郎‖著 I201/ﾊ 鉄塔書院
本 0112361863 転形期の歴史学 羽仁 五郎‖著 I201/ﾊ 鉄塔書院
本 0112998285 歴史哲学序論 ヘーゲル‖[著] 今田  竹千代‖訳 I201/ﾍ 理想社出版部
本 0112358528 本邦史学史論叢 上巻 史学会‖編纂 I201/ﾎ/1 富山房
本 0112358519 本邦史学史論叢 下巻 史学会‖編纂 I201/ﾎ/2 富山房
本 0112954161 歴史主義の立場 マイネッケ‖著 中山  治一‖訳 I201/ﾏ 創元社
本 0112954027 歴史学の成果と課題 1 歴史学研究会‖編 I201/ﾚ 岩波書店
本 0112953019 貨幣 I202/ｶ 泉屋博古館
本 0112987019 京都大学文学部陳列館考古図録 梅原  末治‖編輯 I202/ｷ 京都大学文学部
本 0112987304 鏡鑑 樋口  隆康‖編集  解説 I202/ｷ 泉屋博古館
本 0112989464 考古学研究 浜田  耕作‖著 I202/ﾊ 座右宝刊行会
本 0112974327 世界史 東洋 山本  達郎‖編 I203/ｾ 岩波書店
本 0112356735 歴史を読む 阿部 謹也‖[ほか]著 I204/ｱ 人文書院
本 0112963936 歴史の意志 秋山  謙蔵‖著 I204/ｱ 八雲書店
本 0112954107 歴史の前進 秋山  謙蔵‖著 I204/ｱ 四海書房
本 0112954116 歴史の創造 秋山  謙蔵‖著 I204/ｱ 三笠書房
本 0112363674 東洋への視角と西洋への視角 飯塚 浩二‖[著] I204/ｲ 岩波書店
本 0112952591 世界史像の新形成 上原  専禄‖著 I204/ｳ 創文社
本 0112357707 文化とは何か TS・エリオット‖[著] 深瀬 基寛‖ I204/ｴ 清水弘文堂書房
本 0112982988 学生と歴史 河合  栄治郎‖編 I204/ｶﾞ 日本評論社
本 0112954045 歴史眼 小林  元‖著 I204/ｺ 四海書房
本 0112954189 歴史的国家の理念 鈴木  成高‖著 I204/ｽ 弘文堂書房
本 0112363638 東洋と西洋 谷川 徹三‖著 I204/ﾀ 岩波書店
本 0112363610 東洋と西洋 続 谷川 徹三‖著 I204/ﾀ/2 近藤書店
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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 0112963927 歴史の扱ひ方 つだ  さうきち‖著 I204/ﾂ 中央公論社
本 0112356281 試煉に立つ文明 トインビー‖[著] 深瀬 基寛‖訳 I204/ﾄ 社会思想研究会出版部
本 0112363040 東西文化の融合 内藤 智秀‖著 I204/ﾅ 六盟館
本 0112354746 探史余瀝 野村 兼太郎‖著 I204/ﾉ ダイヤモンド社
本 0112971972 明日への歴史 林  健太郎‖著 I204/ﾊ 新潮社
本 0112971847 朝の影のなかに J.ホイジンガ‖[著] 堀越  孝一‖訳 I204/ﾎ 中央公論社
本 0112962438 わが歴史への道 ホイジンハ‖著 坂井 直芳‖訳 I204/ﾎ 筑摩書房
本 0112990746 国家と個性 マイネッケ‖著 中山  治一‖訳 I204/ﾏ 筑摩書房
本 0112363059 東西文明史論考 三浦 新七‖著 I204/ﾐ 岩波書店
本 0112350152 ランケ選集 第4巻 ランケ‖[著] I208/ﾗ/4 三省堂
本 0112350161 ランケ選集 第5巻 ランケ‖[著] I208/ﾗ/5 三省堂
本 0112350170 ランケ選集 第6巻 ランケ‖[著] I208/ﾗ/6 三省堂
本 0112997598 現代の世界史 時野谷  常三郎‖著 I209/ｹﾞ/14 共立社書店
本 0112989133 史学名著解題 千代田  謙‖[ほか]著 I209/ｹﾞ/15 共立社書店
本 0112952582 世界史新考 小林  元‖著 I209/ｺ 二見書房
本 0112951468 米欧変転紀 鈴木  文史朗‖著 I209/ｽ 全国書房
本 0112357324 世界都市の条件 高階 秀爾‖編 芳賀 徹‖編 I209/ｾ 筑摩書房
本 0112962973 世界の歴史 16 I209/ｾ/16 中央公論社
本 0112952494 世界歴史シリーズ 3 I209/ｾ/3 世界文化社
本 0112962955 世界の歴史 6 毎日新聞図書編集部‖編 I209/ｾ/6 毎日新聞社
本 0112363772 世界歴史大系 7 I209/ｾ/7 平凡社
本 0112349012 第二次大戦回顧録 1 ウインストン・チャーチル‖著 毎日 I209/ﾁ/1 毎日新聞社
本 0112349021 第二次大戦回顧録 2 ウインストン・チャーチル‖著 毎日 I209/ﾁ/2 毎日新聞社
本 0112349030 第二次大戦回顧録 3 ウインストン・チャーチル‖著 毎日 I209/ﾁ/3 毎日新聞社
本 0112349049 第二次大戦回顧録 4 ウインストン・チャーチル‖著 毎日 I209/ﾁ/4 毎日新聞社
本 0112349058 第二次大戦回顧録 5 ウインストン・チャーチル‖著 毎日 I209/ﾁ/5 毎日新聞社
本 0112349067 第二次大戦回顧録 6 ウインストン・チャーチル‖著 毎日 I209/ﾁ/6 毎日新聞社
本 0112349076 第二次大戦回顧録 7 ウインストン・チャーチル‖著 毎日 I209/ﾁ/7 毎日新聞社
本 0112349085 第二次大戦回顧録 8 ウインストン・チャーチル‖著 毎日 I209/ﾁ/8 毎日新聞社
本 0112349094 第二次大戦回顧録 9 ウインストン・チャーチル‖著 毎日 I209/ﾁ/9 毎日新聞社
本 0112349101 第二次大戦回顧録 10 ウインストン・チャーチル‖著 毎日 I209/ﾁ/10 毎日新聞社
本 0112358449 沈黙の世界史 9 I209/ﾁ/9 新潮社
本 0112955035 世界の歩み 上巻 林  健太郎‖著 I209/ﾊ/1 岩波書店
本 0112955044 世界の歩み 下巻 林  健太郎‖著 I209/ﾊ/2 岩波書店
本 0112360757 帝王と墓と民衆 三笠宮 崇仁‖著 I209/ﾐ 光文社
本 0112362489 転落の歴史 森 正蔵‖著 I209/ﾓ 鱒書房
本 0112954287 歴史と環境 秋山  謙蔵‖著 I210/ｱ 創元社
本 0112954296 歴史と現実 秋山  謙蔵‖著 I210/ｱ 創元社
本 0112963945 歴史の確認 秋山  謙蔵‖著 I210/ｱ 三笠書房
本 0112367368 日本の歴史 秋山 謙蔵‖著 I210/ｱ 岩波書店
本 0112335535 日本文化の推進 秋山 謙蔵‖著 I210/ｱ 明治書房
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本 0112956677 明治の精神 浅野  晃‖著 I210/ｱ 新潮社
本 0112368376 日本の歴史をよみなおす 網野 善彦‖著 I210/ｱ 筑摩書房
本 0112982657 梅原日本学を嗤う 有城  乃三朗‖著 I210/ｱ 幸洋出版
本 0112998873 吾妻鏡 第1 I210/ｱ/1 広谷国書刊行会
本 0112998882 吾妻鏡 第2 I210/ｱ/2 広谷国書刊行会
本 0112998891 吾妻鏡 第3 I210/ｱ/3 広谷国書刊行会
本 0112973319 維新史 第1巻 I210/ｲ 維新史料編纂事務局
本 0112973328 維新史 第2巻 I210/ｲ 維新史料編纂事務局
本 0112973337 維新史 第3巻 I210/ｲ 維新史料編纂事務局
本 0112982700 開国 伊部  英男‖著 I210/ｲ ミネルヴァ書房
本 0112954303 歴史と現代 家永  三郎‖著 I210/ｲ 弘文堂
本 0112365994 奈良時代文化雑攷 石田 茂作‖著 I210/ｲ 創元社
本 0112335189 戦後昭和史うらおもて 入江 徳郎‖著 I210/ｲ ミリオン書房
本 0112987803 近世の日本 内田  銀蔵‖著 I210/ｳ 創元社
本 0112971614 君は弥生人か縄文人か 梅原  猛‖著 中上  健次‖著 I210/ｳ 朝日出版社
本 0112367046 日本の古墳墓 梅原 末治‖著 I210/ｳ 養徳社
本 0112972276 海人と天皇 上 梅原 猛‖著 I210/ｳ/1 朝日新聞社
本 0112972285 海人と天皇 下 梅原 猛‖著 I210/ｳ/2 朝日新聞社
本 0112974906 海と列島文化 9 I210/ｳ/9 小学館
本 0112367377 日本の進路を決めた10年 バーゼル・エントウィッセル‖著 藤 I210/ｴ ジャパンタイムズ
本 0112956588 大久保利謙歴史著作集 1 大久保  利謙‖著 I210/ｵ 吉川弘文館
本 0112956034 大久保利謙歴史著作集 2 大久保  利謙‖著 I210/ｵ 吉川弘文館
本 0112963829 最新日本歴史年表 大森  金五郎‖共著 高橋  昇造‖共 I210/ｵ 三省堂出版
本 0112996866 日本文明史 大川  周明‖著 I210/ｵ 行地社出版部
本 0112990416 『古事記』に隠された幾何学 大谷  幸市‖著 I210/ｵ 六興出版
本 0112998043 明治維新と独逸思想 大塚  三七雄‖著 I210/ｵ 日独出版協会
本 0112354274 東日本と西日本 大野 晋‖[ほか]著 I210/ｵ 日本エディタースクール出
本 0112362498 天武天皇出生の謎 大和 岩雄‖著 I210/ｵ 六興出版
本 0112362112 天皇の世紀 1 大仏  次郎‖[著] I210/ｵ/1 朝日新聞社
本 0112362121 天皇の世紀 2 大仏  次郎‖[著] I210/ｵ/2 朝日新聞社
本 0112362130 天皇の世紀 3 大仏 次郎‖[著] I210/ｵ/3 朝日新聞社
本 0112362149 天皇の世紀 4 大仏  次郎‖[著] I210/ｵ/4 朝日新聞社
本 0112362158 天皇の世紀 5 大仏  次郎‖[著] I210/ｵ/5 朝日新聞社
本 0112362167 天皇の世紀 6 大仏  次郎‖[著] I210/ｵ/6 朝日新聞社
本 0112362176 天皇の世紀 7 大仏  次郎‖[著] I210/ｵ/7 朝日新聞社
本 0112362185 天皇の世紀 8 大仏  次郎‖[著] I210/ｵ/8 朝日新聞社
本 0112362194 天皇の世紀 9 大仏  次郎‖[著] I210/ｵ/9 朝日新聞社
本 0112362201 天皇の世紀 10 大仏 次郎‖[著] I210/ｵ/10 朝日新聞社
本 0112366877 日本と日本人 貝塚 茂樹‖著 I210/ｶ 文芸春秋新社
本 0112965382 主君「押込」の構造 笠谷 和比古‖著 I210/ｶ 平凡社
本 0112963516 壬申の乱 亀田  隆之‖著 I210/ｶ 至文堂
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本 0112998908 鎌倉時代の研究 史学地理学同攷会‖編纂 I210/ｶ 星野書店
本 0112951681 三浦周行の歴史学 勝田  勝年‖著 I210/ｶ 柏書房
本 0112990461 古事記 川副  武胤‖著 I210/ｶ 至文堂
本 0112366617 漢韓史籍に顕はれたる日韓古代史資料 太田 亮‖編 I210/ｶ 磯部甲陽堂
本 0112972025 あづまみちのく 唐木  順三‖著 I210/ｶ 中央公論社
本 0112954072 歴史の言ひ残したこと 唐木  順三‖著 I210/ｶ 新潮社
本 0112971990 飛鳥 門脇  禎二‖著 I210/ｶ 日本放送出版協会
本 0112990693 古代日朝関係史入門 金  達寿‖著 I210/ｷ 筑摩書房
本 0112355969 大化の改新 北山 茂夫‖著 I210/ｷ 岩波書店
本 0112955375 明治天皇と御治世下の人々 木村  毅‖著 I210/ｷ 全国書房
本 0112367411 日本の中の朝鮮文化 1 金 達寿‖著 I210/ｷ/1 講談社
本 0112367420 日本の中の朝鮮文化 2 金 達寿‖著 I210/ｷ/2 講談社
本 0112367439 日本の中の朝鮮文化 3 金 達寿‖著 I210/ｷ/3 講談社
本 0112976272 古風土記逸文 栗田  寛‖纂訂 I210/ｸ 大岡山書店
本 0112958728 義経の謎 邦光  史郎‖著 I210/ｸ 祥伝社
本 0112970116 久米邦武歴史著作集 第1巻 久米  邦武‖著 I210/ｸ/1 吉川弘文館
本 0112970125 久米邦武歴史著作集 第2巻 久米  邦武‖著 I210/ｸ/2 吉川弘文館
本 0112970134 久米邦武歴史著作集 第3巻 久米  邦武‖著 I210/ｸ/3 吉川弘文館
本 0112970143 久米邦武歴史著作集 第4巻 久米  邦武‖著 I210/ｸ/4 吉川弘文館
本 0112970152 久米邦武歴史著作集 第5巻 久米  邦武‖著 I210/ｸ/5 吉川弘文館
本 0112980285 継体大王の謎に挑む 越まほろば物語編纂委員会‖編 I210/ｹ 六興出版
本 0112991576 現代日本文明史 第1巻 I210/ｹﾞ/1 東洋経済新報社出版部
本 0112992913 現代日本文明史 第2巻 I210/ｹﾞ/2 東洋経済新報社
本 0112992922 現代日本文明史 第3巻 I210/ｹﾞ/3 東洋経済新報社出版部
本 0112992931 現代日本文明史 第4巻 I210/ｹﾞ/4 東洋経済新報社出版部
本 0112997632 歴史と社会組織 滝川  政次郎‖著 石浜  知行‖著 I210/ｹﾞ/4 共立社書店
本 0112992940 現代日本文明史 第5巻 I210/ｹﾞ/5 東洋経済新報社出版部
本 0112346444 国史大系 第38巻 黒板 勝美‖編輯 I210/ｺ/38 吉川弘文館
本 0112346453 国史大系 第39巻 黒板 勝美‖編輯 I210/ｺ/39 吉川弘文館
本 0112346462 国史大系 第40巻 黒板 勝美‖編輯 I210/ｺ/40 吉川弘文館
本 0112346471 国史大系 第41巻 黒板 勝美‖編輯 I210/ｺ/41 吉川弘文館
本 0112346480 国史大系 第42巻 黒板 勝美‖編輯 I210/ｺ/42 吉川弘文館
本 0112346499 国史大系 第43巻 黒板 勝美‖編輯 I210/ｺ/43 吉川弘文館
本 0112346505 国史大系 第44巻 黒板 勝美‖編輯 国史大系編修会‖ I210/ｺ/44 吉川弘文館
本 0112346514 国史大系 第45巻 黒板 勝美‖編輯 国史大系編修会‖ I210/ｺ/45 吉川弘文館
本 0112346523 国史大系 第46巻 黒板 勝美‖編輯 国史大系編修会‖ I210/ｺ/46 吉川弘文館
本 0112346532 国史大系 第47巻 黒板 勝美‖編輯 I210/ｺ/47 吉川弘文館
本 0112346541 国史大系 第48巻 黒板 勝美‖編輯 I210/ｺ/48 吉川弘文館
本 0112346550 国史大系 第49巻 黒板 勝美‖編輯 I210/ｺ/49 吉川弘文館
本 0112346569 国史大系 第50巻 黒板 勝美‖編輯 I210/ｺ/50 吉川弘文館
本 0112346578 国史大系 第51巻 黒板 勝美‖編輯 I210/ｺ/51 吉川弘文館
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本 0112346587 国史大系 第52巻 黒板 勝美‖編輯 I210/ｺ/52 吉川弘文館
本 0112965863 魁 伊勢新聞社‖編 I210/ｻ 伊勢新聞社
本 0112977306 菅公と酒 坂本  太郎‖著 I210/ｻ 東京大学出版会
本 0112967451 昭和二十年夏の日記 河邑  厚徳‖編著 I210/ｼ 博文館新社
本 0112954143 歴史の夜咄 司馬  遼太郎‖著 林屋  辰三郎‖著 I210/ｼ 小学館
本 0112366779 日本人と日本文化 司馬 遼太郎‖著 ドナルド・キーン I210/ｼ 中央公論社
本 0112355932 「太平洋戦争」と「もう一つの太平洋戦争」 信夫 清三郎‖著 I210/ｼ 勁草書房
本 0112366083 南蛮記 新村 出‖著 I210/ｼ 大雅堂
本 0112335241 日本晴 新村 出‖著 I210/ｼ 靖文社
本 0112966167 昭和の動乱 上巻 重光  葵‖著 I210/ｼ/1 中央公論社
本 0112966176 昭和の動乱 下巻 重光  葵‖著 I210/ｼ/2 中央公論社
本 0112350456 重臣たちの昭和史 上 勝田 竜夫‖著 I210/ｼ/1 文芸春秋
本 0112350465 重臣たちの昭和史 下 勝田 竜夫‖著 I210/ｼ/2 文芸春秋
本 0112337711 役に立つ日本史物語 鈴木  健二‖[著] I210/ｽ 講談社
本 0112977413 嗚呼二月二十六日 鈴木  梅四郎‖著 I210/ｽ 晩成社
本 0112993164 住友史料叢書 [1] 住友修史室‖編集 I210/ｽ/1 思文閣出版
本 0112993173 住友史料叢書 [2] 住友修史室‖編集 I210/ｽ/2 思文閣出版
本 0112993155 住友史料叢書 [3] 住友史料館‖編集 I210/ｽ/3 思文閣出版
本 0112993146 住友史料叢書 [4] 住友史料館‖編集 I210/ｽ/4 思文閣出版
本 0112993128 住友史料叢書 [5] 住友史料館‖編集 I210/ｽ/5 思文閣出版
本 0112993137 住友史料叢書 [6] 住友史料館‖編集 I210/ｽ/6 思文閣出版
本 0112991521 住友史料叢書 [7] 住友史料館‖編集 I210/ｽ/7 思文閣出版
本 0112993119 住友史料叢書 [8] 住友史料館‖編集 I210/ｽ/8 思文閣出版
本 0112337070 聖徳太子は蘇我入鹿である 関 裕二‖著 I210/ｾ フットワーク出版
本 0112362372 対談天皇日本史 山崎 正和‖[ほか]著 I210/ﾀ 文芸春秋
本 0112959451 肇国紀伝 武田  祐吉‖著 I210/ﾀ 明世堂書店
本 0112339648 中世をひろげる 石井 進‖編 I210/ﾁ 吉川弘文館
本 0112980052 皇位への野望 長  文連‖著 I210/ﾁ 柏書房
本 0112987741 近世史話 辻  達也‖著 I210/ﾂ 悠思社
本 0112366635 日支文化の交流 辻 善之助‖著 I210/ﾂ 創元社
本 0112362666 陶庵公清話 [西園寺  公望‖述] 原田  熊雄‖編 I210/ﾄ 岩波書店
本 0112362899 銅剣・銅鐸・銅矛と出雲王国の時代 松本 清張‖編 I210/ﾄﾞ 日本放送出版協会
本 0112350278 近世日本国民史 [62] 徳富 猪一郎‖著 I210/ﾄ/1 民友社
本 0112350287 近世日本国民史 [63] 徳富 猪一郎‖著 I210/ﾄ/2 民友社
本 0112350296 近世日本国民史 [64] 徳富 猪一郎‖著 I210/ﾄ/3 民友社
本 0112350303 近世日本国民史 [65] 徳富 猪一郎‖著 I210/ﾄ/4 民友社
本 0112350312 近世日本国民史 [66] 徳富 猪一郎‖著 I210/ﾄ/5 明治書院
本 0112350321 近世日本国民史 [67] 徳富 猪一郎‖著 I210/ﾄ/6 明治書院
本 0112350330 近世日本国民史 [68] 徳富 猪一郎‖著 I210/ﾄ/7 明治書院
本 0112991825 近世日本国民史 55 徳富  猪一郎‖著 平泉  澄‖校訂 I210/ﾄ/55 近世日本国民史刊行会
本 0112991834 近世日本国民史 56 徳富  猪一郎‖著 平泉  澄‖校訂 I210/ﾄ/56 近世日本国民史刊行会
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本 0112991843 近世日本国民史 57 徳富  猪一郎‖著 平泉  澄‖校訂 I210/ﾄ/57 近世日本国民史刊行会
本 0112991852 近世日本国民史 58 徳富  猪一郎‖著 平泉  澄‖校訂 I210/ﾄ/58 近世日本国民史刊行会
本 0112991861 近世日本国民史 59 徳富  猪一郎‖著 平泉  澄‖校訂 I210/ﾄ/59 近世日本国民史刊行会
本 0112991870 近世日本国民史 60 徳富  猪一郎‖著 平泉  澄‖校訂 I210/ﾄ/60 近世日本国民史刊行会
本 0112991889 近世日本国民史 61 徳富  猪一郎‖著 平泉  澄‖校訂 I210/ﾄ/61 近世日本国民史刊行会
本 0112991898 近世日本国民史 62 徳富  猪一郎‖著 平泉  澄‖校訂 I210/ﾄ/62 近世日本国民史刊行会
本 0112991905 近世日本国民史 63 徳富  猪一郎‖著 平泉  澄‖校訂 I210/ﾄ/63 近世日本国民史刊行会
本 0112991914 近世日本国民史 64 徳富  猪一郎‖著 平泉  澄‖校訂 I210/ﾄ/64 近世日本国民史刊行会
本 0112350349 近世日本国民史明治天皇御宇史 第8冊 徳富 猪一郎‖著 I210/ﾄ/8 明治書院
本 0112350358 近世日本国民史明治天皇御宇史 第9冊 徳富 猪一郎‖著 I210/ﾄ/9 明治書院
本 0112350367 近世日本国民史明治天皇御宇史 第10冊 徳富 猪一郎‖著 I210/ﾄ/10 明治書院
本 0112365565 中村直勝博士蒐集古文書 中村直勝博士古稀記念会‖編集 I210/ﾅ 中村直勝博士古稀記念会
本 0112963507 壬申の乱 直木  孝次郎‖著 I210/ﾅ 塙書房
本 0112963605 歴史と風景 奈良本  辰也‖著 I210/ﾅ 芸艸堂
本 0112332636 日本近世の思想と文化 奈良本 辰也‖著 I210/ﾅ 岩波書店
本 0112365976 寧楽遺文 上巻 竹内  理三‖編 I210/ﾅ/1 八木書店
本 0112365985 寧楽遺文 下巻 竹内 理三‖編 I210/ﾅ/2 東京堂
本 0112334117 日本上代文化の研究 I210/ﾆ 法相宗勧学院同窓会
本 0112346783 日本文化史 2 I210/ﾆ 筑摩書房
本 0112974336 日本史 家永  三郎‖[ほか]編 I210/ﾆ 岩波書店
本 0112333341 日本文化史序説 西田  直二郎‖著 I210/ﾆ 改造社
本 0113022764 日本書紀通釈 第1 飯田  武郷‖著 I210/ﾆ 内外書籍
本 0113022773 日本書紀通釈 第2 飯田  武郷‖著 I210/ﾆ/2 内外書籍
本 0113022782 日本書紀通釈 第3 飯田  武郷‖著 I210/ﾆ/3 内外書籍
本 0112333564 日本史新論 保田  与重郎‖著 I210/ﾆ 新潮社
本 0112333582 日本史年表 歴史学研究会‖編 I210/ﾆ 岩波書店
本 0112367652 日本の文化 和辻 哲郎‖編 I210/ﾆ 毎日新聞社
本 0112333788 日本文化史 1 辻  善之助‖著 I210/ﾆ/1 春秋社
本 0112333797 日本文化史 2 辻  善之助‖著 I210/ﾆ/2 春秋社
本 0112333804 日本文化史 3 辻  善之助‖著 I210/ﾆ/3 春秋社
本 0112333813 日本文化史 4 辻 善之助‖著 I210/ﾆ/4 春秋社
本 0112333822 日本文化史 5 辻  善之助‖著 I210/ﾆ/5 春秋社
本 0112333831 日本文化史 6 辻 善之助‖著 I210/ﾆ/6 春秋社
本 0112333840 日本文化史 7 辻 善之助‖著 I210/ﾆ/7 春秋社
本 0112333715 日本史の研究 1 三浦 周行‖著 I210/ﾆ/1 岩波書店
本 0112333724 日本史の研究 2 三浦 周行‖著 I210/ﾆ/2 岩波書店
本 0112333733 日本史の研究 3 三浦 周行‖著 I210/ﾆ/3 岩波書店
本 0112333742 日本史の研究 4 三浦 周行‖著 I210/ﾆ/4 岩波書店
本 0112368401 日本の歴史 8 I210/ﾆ/8 集英社
本 0112367750 日本の歴史 1 I210/ﾆ/1 中央公論社
本 0112367769 日本の歴史 2 I210/ﾆ/2 中央公論社
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本 0112367778 日本の歴史 3 I210/ﾆ/3 中央公論社
本 0112367787 日本の歴史 4 I210/ﾆ/4 中央公論社
本 0112367796 日本の歴史 5 I210/ﾆ/5 中央公論社
本 0112367803 日本の歴史 6 I210/ﾆ/6 中央公論社
本 0112367028 日本の古代 7 I210/ﾆ/7 中央公論社
本 0112367812 日本の歴史 7 I210/ﾆ/7 中央公論社
本 0112367821 日本の歴史 8 I210/ﾆ/8 中央公論社
本 0112367830 日本の歴史 9 I210/ﾆ/9 中央公論社
本 0112367849 日本の歴史 10 I210/ﾆ/10 中央公論社
本 0112367858 日本の歴史 11 I210/ﾆ/11 中央公論社
本 0112367867 日本の歴史 12 I210/ﾆ/12 中央公論社
本 0112368394 日本の歴史 12 I210/ﾆ/12 集英社
本 0112367876 日本の歴史 13 I210/ﾆ/13 中央公論社
本 0112367885 日本の歴史 14 I210/ﾆ/14 中央公論社
本 0112367894 日本の歴史 15 I210/ﾆ/15 中央公論社
本 0112367901 日本の歴史 16 I210/ﾆ/16 中央公論社
本 0112367910 日本の歴史 17 I210/ﾆ/17 中央公論社
本 0112367929 日本の歴史 18 I210/ﾆ/18 中央公論社
本 0112367938 日本の歴史 19 I210/ﾆ/19 中央公論社
本 0112367947 日本の歴史 20 I210/ﾆ/20 中央公論社
本 0112368018 日本の歴史 21 I210/ﾆ/21 中央公論社
本 0112368027 日本の歴史 22 I210/ﾆ/22 中央公論社
本 0112368036 日本の歴史 23 I210/ﾆ/23 中央公論社
本 0112368045 日本の歴史 24 I210/ﾆ/24 中央公論社
本 0112368054 日本の歴史 25 I210/ﾆ/25 中央公論社
本 0112368063 日本の歴史 26 I210/ﾆ/26 中央公論社
本 0112368072 日本の歴史 別巻1 I210/ﾆ/別1 中央公論社
本 0112368081 日本の歴史 別巻2 I210/ﾆ/別2 中央公論社
本 0112368090 日本の歴史 別巻3 I210/ﾆ/別3 中央公論社
本 0112368107 日本の歴史 別巻4 I210/ﾆ/別4 中央公論社
本 0112368116 日本の歴史 別巻5 I210/ﾆ/別5 中央公論社
本 0112370005 日本現代史 1 ねず まさし‖著 I210/ﾈ 三一書房
本 0112355567 昭和天皇は知らなかった 根津 司郎‖著 I210/ﾈ 早稲田出版
本 0112335349 日本中世史 原 勝郎‖著 I210/ﾊ 創元社
本 0112354292 東山時代に於ける一縉紳の生活 原 勝郎‖著 I210/ﾊ 創元社
本 0112957391 邪馬台国論争 原田  大六‖著 I210/ﾊ 三一書房
本 0112352819 裕仁天皇五つの決断 秦 郁彦‖著 I210/ﾊ 講談社
本 0112956659 服部之総著作集 6 服部  之総‖著 I210/ﾊ 理論社
本 0112989277 現代人のための古事記 林  房雄‖著 I210/ﾊ 新人物往来社
本 0112356003 昭和史と私 林 健太郎‖著 I210/ﾊ 文芸春秋
本 0112366154 南北朝 林屋 辰三郎‖著 I210/ﾊ 創元社
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本 0112332814 日本原記 朴 炳植‖著 I210/ﾊﾟ 情報センター出版局
本 0112960001 風土記抄 肥後  和男‖著 I210/ﾋ 弘文堂書房
本 0112954312 歴史と現代 肥後  和男‖著 I210/ﾋ 河出書房
本 0112962508 我が歴史観 平泉  澄‖著 I210/ﾋ 至文堂
本 0112367493 日本の悲劇と理想 平泉 澄‖著 I210/ﾋ 原書房
本 0112354121 万物流転 平泉 澄‖著 I210/ﾋ 至文堂
本 0112979037 江戸城御庭番 深井  雅海‖著 I210/ﾌ 中央公論社
本 0112352962 武家時代の社会と精神 藤 直幹‖著 I210/ﾌ 創元社
本 0112351749 平安の都 笹山 晴生‖編 I210/ﾍ 吉川弘文館
本 0112367965 日本の歴史 上 ジョン・W・ホール‖著 尾鍋 輝彦‖ I210/ﾎ/1 講談社
本 0112367974 日本の歴史 下 ジョン・ホイットニー・ホール‖著 I210/ﾎ/2 講談社
本 0112958577 情報天皇に達せず 上巻 細川  護貞‖著 I210/ﾎ/1 同光社磯部書房
本 0112958568 情報天皇に達せず 下巻 細川  護貞‖著 I210/ﾎ/2 同光社磯部書房
本 0112355576 昭和史への一証言 松本 重治‖著 I210/ﾏ 毎日新聞社
本 0112999729 紀記論究 建国篇1 松岡  静雄‖著 I210/ﾏ/1-1 同文館
本 0112999738 紀記論究 建国篇2 松岡  静雄‖著 I210/ﾏ/1-2 同文館
本 0112999747 紀記論究 建国篇  3 松岡  静雄‖著 I210/ﾏ/1-3 同文館
本 0112999756 紀記論究 建国篇  4 松岡  静雄‖著 I210/ﾏ/1-4 同文館
本 0112999765 紀記論究 建国篇5 松岡  静雄‖著 I210/ﾏ/1-5 同文館
本 0112987055 三品彰英論文集 2 三品  彰英‖著 I210/ﾐ 平凡社
本 0112956702 明月記 村山  修一‖著 I210/ﾑ 高桐書院
本 0112956604 明治維新史研究 史学会‖編 I210/ﾒ 富山房
本 0112345123 明治天皇紀 第1 宮内庁‖[編] I210/ﾒ/1 吉川弘文館
本 0112345132 明治天皇紀 第2 宮内庁‖[編] I210/ﾒ/2 吉川弘文館
本 0112345141 明治天皇紀 第3 宮内庁‖[編] I210/ﾒ/3 吉川弘文館
本 0112345150 明治天皇紀 第4 宮内庁‖[編] I210/ﾒ/4 吉川弘文館
本 0112345169 明治天皇紀 第5 宮内庁‖[編] I210/ﾒ/5 吉川弘文館
本 0112345178 明治天皇紀 第6 宮内庁‖[編] I210/ﾒ/6 吉川弘文館
本 0112345187 明治天皇紀 第7 宮内庁‖[編] I210/ﾒ/7 吉川弘文館
本 0112345196 明治天皇紀 第8 宮内庁‖[編] I210/ﾒ/8 吉川弘文館
本 0112345203 明治天皇紀 第9 宮内庁‖[編] I210/ﾒ/9 吉川弘文館
本 0112345212 明治天皇紀 第10 宮内庁‖[編] I210/ﾒ/10 吉川弘文館
本 0112367607 日本の歴史 山口 修‖著 I210/ﾔ 筑摩書房
本 0112353195 室町記 山崎 正和‖著 I210/ﾔ 朝日新聞社
本 0112959406 肇国と建武中興との聖業 山田  孝雄‖著 I210/ﾔ 白水社
本 0112335526 日本文化の創造 湯川 秀樹‖著 上田 正昭‖著 I210/ﾕ 雄渾社
本 0112366500 日韓古史断 吉田 東伍‖著 I210/ﾖ 富山房書店
本 0112367956 日本を決定した百年 吉田 茂‖著 I210/ﾖ 日本経済新聞社
本 0112366813 日本 エドウィン.O.ライシャワー‖著 鈴 I210/ﾗ 時事通信社
本 0112998196 六国史 巻1 佐伯  有義‖編纂主任 I210/ﾘ/1 朝日新聞社
本 0112998347 六国史 巻2 佐伯  有義‖編纂主任 I210/ﾘ/2 朝日新聞社
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本 0112954330 歴史と人物 日本歴史学会‖編 I210/ﾚ 吉川弘文館
本 0112363512 日本史から見た日本人 昭和編 渡部 昇一‖著 I210/ﾜ 祥伝社
本 0113029375 明治維新と現代日本 渡邊  幾治郎‖著 I210/ﾜ 東洋書館
本 0112332734 日本古代文化 和辻 哲郎‖著 I210/ﾜ 岩波書店
本 0113018911 北條九代記 鷲尾  雨工‖著 I210/ﾜ 昭和書房
本 0112367297 日本の深層 梅原 猛‖著 井上 隆雄‖写真 I212/ｳ 佼成出版社
本 0112971794 越前朝倉氏と心月寺 松原  信之‖著 I214/ﾏ 心月寺
本 0112986886 紀州史備要 伊藤  只人‖著 I216/ｲ 撰書堂
本 0112983460 大阪の文化を考える 大阪文化振興研究会‖編 I216/ｵ 創元社
本 0112980436 京都百話 奈良本  辰也‖ほか著 I216/ﾅ 角川書店
本 0112985440 上方風雅信 肥田  晧三‖著 I216/ﾋ 人文書院
本 0113012622 京都  千二百年を訪ねて 藤沢  駒次郎‖著 I216/ﾌ 京都銀行協会
本 0112988456 京阪神史話 武藤  誠‖[ほか]編 I216/ﾑ 魚澄先生古稀記念会
本 0113001750 洛西花園小史 西田  直二郎‖編 I216/ﾗ 積善館
本 0112987778 近世大坂の町と人 脇田  修‖著 I216/ﾜ 人文書院
本 0112988465 芸備史研究 及川  儀右衛門‖著 I217/ｵ 生活社
本 0112957248 山口県文化史 通史編 山口県文化史編纂委員会‖編 I217/ﾔ 山口県
本 0113022229 アジア文化の再認識  アジア文化図書館開館記念論文 アジア文化図書館‖編 I220/ｱ 朝日新聞社
本 0112971909 アジア史 ルネ  グルッセ‖著 前島  信次‖訳 I220/ｸﾞ 白水社
本 0112997605 古代文化論 松本  信広‖著 古川  竹二‖著 I220/ｹﾞ/10 共立社書店
本 0112989115 東洋史精粋 松井  等‖著 I220/ｹﾞ/12 共立社書店
本 0112362648 東亜考古学概観 梅原  末治‖著 I220/ﾄ 星野書店
本 0112997525 東洋史概説 白鳥  清‖編 I220/ﾄ 白林社
本 0112363503 東洋中世史 2 三島 一‖編 鈴木 俊‖編 I220/ﾄ/2 平凡社
本 0112363488 東洋近世史 1 浦 廉一‖編 I220/ﾄ/1 平凡社
本 0112363497 東洋近世史 2 松井 等‖編 I220/ﾄ/2 平凡社
本 0112363013 東西交渉史論 上巻 史学会‖編纂 I220/ﾄ/1 富山房
本 0112363022 東西交渉史論 下巻 史学会‖編纂 I220/ﾄ/2 富山房
本 0112363709 東洋史統 巻1 市村 〓次郎‖著 I220/ﾄ/1 富山房
本 0112363718 東洋史統 巻2 市村 〓次郎‖著 I220/ﾄ/2 富山房
本 0112362620 東亜古文化研究 原田 淑人‖著 I220/ﾊ 座右宝刊行会
本 0112988223 百済観音 浜田  耕作‖著 I220/ﾊ イデア書院
本 0112362657 東亜文明の黎明 濱田  青陵‖著 I220/ﾊ 創元社
本 0112363683 東洋史概説 松井 等‖著 I220/ﾏ 共立社書店
本 0112341868 宮崎市定全集 1 宮崎 市定‖著 I220/ﾐ/1 岩波書店
本 0112341877 宮崎市定全集 2 宮崎 市定‖著 I220/ﾐ/2 岩波書店
本 0112341886 宮崎市定全集 3 宮崎 市定‖著 I220/ﾐ/3 岩波書店
本 0112341895 宮崎市定全集 4 宮崎 市定‖著 I220/ﾐ/4 岩波書店
本 0112341902 宮崎市定全集 5 宮崎 市定‖著 I220/ﾐ/5 岩波書店
本 0112341911 宮崎市定全集 6 宮崎 市定‖著 I220/ﾐ/6 岩波書店
本 0112341920 宮崎市定全集 7 宮崎 市定‖著 I220/ﾐ/7 岩波書店
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本 0112341939 宮崎市定全集 8 宮崎 市定‖著 I220/ﾐ/8 岩波書店
本 0112341948 宮崎市定全集 9 宮崎 市定‖著 I220/ﾐ/9 岩波書店
本 0112341957 宮崎市定全集 10 宮崎 市定‖著 I220/ﾐ/10 岩波書店
本 0112341966 宮崎市定全集 11 宮崎 市定‖著 I220/ﾐ/11 岩波書店
本 0112341975 宮崎市定全集 12 宮崎 市定‖著 I220/ﾐ/12 岩波書店
本 0112341984 宮崎市定全集 13 宮崎 市定‖著 I220/ﾐ/13 岩波書店
本 0112341993 宮崎市定全集 14 宮崎 市定‖著 I220/ﾐ/14 岩波書店
本 0112342000 宮崎市定全集 15 宮崎 市定‖著 I220/ﾐ/15 岩波書店
本 0112959291 朝鮮古代の文化 梅原  末治‖著 I221/ｳ 高桐書院
本 0112959282 朝鮮古代の墓制 梅原  末治‖著 I221/ｳ 座右宝刊行会
本 0113003080 白村江 鬼頭  清明‖著 I221/ｷ 教育社
本 0112960065 朝鮮 金  達寿‖著 I221/ｷ 岩波書店
本 0112346989 梅泉野録 黄 【ゲン】‖著 朴 尚得‖訳 I221/ｺ 国書刊行会
本 0112356012 大加耶連盟の興亡と「任那」 田中 俊明‖著 I221/ﾀ 吉川弘文館
本 0112990979 古代朝鮮と倭族 鳥越  憲三郎‖著 I221/ﾄ 中央公論社
本 0112960056 朝鮮 中村  栄孝‖著 I221/ﾅ 吉川弘文館
本 0112986733 北朝鮮と南朝鮮 林  建彦‖著 I221/ﾊ サイマル出版会
本 0112363745 東洋史要 市邨 〓次郎‖著 I222/ｲ 吉川弘文館
本 0112959442 長安の春 石田  幹之助‖著 I222/ｲ 平凡社
本 0112984619 殷墟 梅原  末治‖著 I222/ｳ 朝日新聞社
本 0112986831 魏晋南北朝通史 岡崎  文夫‖著 I222/ｵ 弘文堂書房
本 0112964463 支那史概説 上 岡崎  文夫‖著 I222/ｵ 弘文堂書房
本 0112339620 中国文明の起源 夏 〓‖著 小南 一郎‖訳 I222/ｶ 日本放送出版協会
本 0112950664 清末七十年史 金井  之忠‖共著 佐々  久‖共著 I222/ｶ 弘文堂書房
本 0112363282 唐代の史学思想 金井 之忠‖著 I222/ｶ 弘文堂書房
本 0113029366 欧人の支那研究 石田  幹之助‖著 I222/ｹﾞ/8 共立社書店
本 0112339023 中国学芸大事典 近藤  春雄‖著 I222/ｺ 大修館書店
本 0112980070 乾隆帝伝 後藤  末雄‖著 I222/ｺﾞ 生活社
本 0112350134 西域史研究 上 白鳥 庫吉‖著 I222/ｼ/1 岩波書店
本 0112350143 西域史研究 下 白鳥 庫吉‖著 I222/ｼ/2 岩波書店
本 0112336749 史記 春秋戦国篇 田中 謙二‖著 一海 知義‖著 I222/ﾀ/1 朝日新聞社
本 0112336758 史記 楚漢篇 田中 謙二‖著 一海 知義‖著 I222/ﾀ/2 朝日新聞社
本 0112336767 史記 漢武篇 田中 謙二‖著 一海 知義‖著 I222/ﾀ/3 朝日新聞社
本 0112963348 成吉思汗実録 那珂  通世‖訳注 I222/ﾅ 筑摩書房
本 0112963106 清朝史通論 内藤  虎次郎‖著 I222/ﾅ 弘文堂書房
本 0112363870 東洋文化史研究 内藤 虎次郎‖著 I222/ﾅ 弘文堂書房
本 0112366868 日本と東洋文化 上山 春平‖共編 梅原 猛‖共編 I222/ﾆ 新潮社
本 0112347103 シルクロード考古学 樋口 隆康‖著 I222/ﾋ 法蔵館
本 0112351641 シルクロード考古学 第1巻 樋口 隆康‖著 I222/ﾋ/1 法蔵館
本 0112351650 シルクロード考古学 第2巻 樋口 隆康‖著 I222/ﾋ/2 法蔵館
本 0113014531 秦の始皇 村上  知行‖著 I222/ﾑ 大阪屋號書店
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本 0112964436 支那の歴史と文化 矢野  仁一‖共著 内藤  雋輔‖共著 I222/ﾔ 目黒書店
本 0112963160 清朝末史研究 矢野  仁一‖著 I222/ﾔ 大和書院
本 0112358163 北宋全盛期の歴史 吉田 清治‖著 I222/ﾖ 弘文堂書房
本 0112337659 中国史概説 上巻 和田 清‖著 I222/ﾜ/1 岩波書店
本 0112337668 中国史概説 下巻 和田 清‖著 I222/ﾜ/2 岩波書店
本 0112356085 歴史の現在と地域学 板垣 雄三‖著 I227/ｲ 岩波書店
本 0112990684 古代東方史の再建 [本編] 定金  右源二‖著 I227/ｻ/1 新樹社
本 0112961705 西洋史新講 大類  伸‖著 I230/ｵ 富山房
本 0113015610 西洋中世の文化 大類  伸‖著 I230/ｵ 冨山房
本 0112952010 ルネサンス文化の研究 大類  伸‖著 I230/ｵ 三省堂
本 0112952029 ルネサンス文化の潮流 大類  伸‖著 I230/ｵ 文芸春秋社
本 0112983004 学生と西洋 河合  栄治郎‖編 I230/ｶﾞ 日本評論社
本 0113014568 ヨーロッパ文明史 上 F・ギゾー‖著 中田  精一‖訳 I230/ｷﾞ/1 三邦出版社
本 0113014318 ヨーロッパ文明史 下 F・ギゾー‖著 中田  精一‖訳 I230/ｷﾞ/2 三邦出版社
本 0112989124 新義西洋史 原  随園‖著 I230/ｹﾞ/13 共立社書店
本 0112962937 ルネッサンス史概説 坂口 昂‖著 I230/ｻ 岩波書店
本 0112356209 西洋史研究 西洋史研究会‖編 I230/ｾ 生活社
本 0112996517 西洋通史 上巻 瀬川  秀雄‖著 I230/ｾ/1 富山房
本 0112996526 西洋通史 中巻 瀬川  秀雄‖著 I230/ｾ/2 富山房
本 0112996535 西洋通史 下巻 瀬川  秀雄‖著 I230/ｾ/3 富山房
本 0112987894 近代ヨーロッパの生成 H.S.チェムバーレン‖著 堀  真琴‖ I230/ﾁ 二見書房
本 0112951994 ルネサンスと宗教改革 トレルチ‖著 内田  芳明‖訳 I230/ﾄ 岩波書店
本 0112952001 ルネサンス精神史 S.ドレスデン‖著 高田  勇‖訳 I230/ﾄﾞ 平凡社
本 0112952573 世界史概観 ランケ‖[著] 鈴木  成高‖訳 I230/ﾗ 岩波書店
本 0112979448 古典ギリシア 高津  春繁‖著 I231/ｺ 筑摩書房
本 0112987466 ギリシヤ史 上巻 ジョン  バグネル  ビューリイ‖著 I231/ﾋﾞ/1 三邦出版社
本 0112987475 ギリシヤ史 中巻 J.B.ビューリイ‖著 村田  泰志‖訳 I231/ﾋﾞ/2 三邦出版社
本 0112987572 ギリシヤ文化の特質 ブチヤー‖著 両角  克夫‖訳 I231/ﾌﾞ 筑摩書房
本 0112987590 ギリシャ文化史 第3巻 ブルクハルト‖著 新関  良三‖訳 I231/ﾌﾞ 東京堂
本 0112987457 ギリシア史 フィリップ  マイヤーズ‖著 中村  I231/ﾏ 紀元社
本 0112987484 希臘主義の東漸 マイエル‖著 村田  数之亮‖訳 I231/ﾏ 創元社
本 0112961046 ローマの文化 小林  秀雄‖著 I232/ｺ 日本放送出版協会
本 0112999033 死都ポンペイを訪ふために I232/ｼ 日本郵船
本 0112961055 ローマ史 フィリップ  マイヤーズ‖著 中村  I232/ﾏ 紀元社
本 0112961073 羅馬帝国没落史観 I232/ﾛ タイムス出版社
本 0112996893 北欧の海賊と英国文明 金子  健二‖著 I233/ｶ 研究社
本 0112989017 現代英国史 スペンダー‖著 中村  祐吉‖訳 I233/ｽ 富山房
本 0112362568 独逸史学史 ゲオルク・フォン・ベロウ‖著 讃井 I234/ﾄﾞ 白水社
本 0112362522 独逸近代歴史学研究 上原 専禄‖著 I234/ﾄﾞ 弘文堂書房
本 0112362559 独逸史 新独逸国家大系刊行会‖編 上原 専 I234/ﾄﾞ 日本評論社
本 0113013961 ヒンデンブルグの悲劇  崩壊から再建への濁逸 ホヰーラ・ベネット‖著 木原  通雄 I234/ﾍﾞ 東晃社
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本 0112356511 フランス革命史 第1部 カーライル‖[著] 柳田 泉‖訳 I235/ｶ 春秋社松柏館
本 0112352203 フランス革命史 中 カーライル‖著 柳田 泉‖訳 I235/ｶ/2 春秋社
本 0112352212 フランス革命史 下 カーライル‖著 柳田 泉‖訳 I235/ｶ/3 春秋社
本 0112987769 近世仏蘭西史学概観 カミーユ  ジュリアン‖著 讃井  鉄 I235/ｼﾞ 白水社
本 0112984227 概観仏蘭西史 鈴木  泰平‖著 I235/ｽ 三笠書房
本 0112987885 近代フランスの起原 第1巻 イポリット  テエヌ‖[著] 岡田  真 I235/ﾃ 斎藤書店
本 0112356557 フランス現代史 西海 太郎‖著 I235/ﾆ 四海書房
本 0112996429 フランス大革命史 前篇 箕作  元八‖著 I235/ﾐ/1 富山房
本 0112996438 フランス大革命史 後篇 箕作  元八‖著 I235/ﾐ/2 富山房
本 0112960993 レンブラントの世紀 ヨハン  ホイジンガ‖著 栗原 福也 I235/ﾚ 創文社
本 0112952038 フランスルネサンス断章 渡辺  一夫‖著 I235/ﾜ 岩波書店
本 0112975148 神を信じていた者も神を信じていなかつた者も 渡辺  淳‖著 I235/ﾜ ナウカ社
本 0112978564 カタロニアへの眼 樺山  紘一‖著 I236/ｶ 中央公論社
本 0112961260 ロシヤ年代記 [レーベデフ‖編] 除村  吉太郎‖訳 I238/ﾛ 弘文堂書房
本 0112961279 ロシヤ文化の研究 米川  正夫‖[ほか]編 I238/ﾛ 岩波書店
本 0112951495 米国史 J  T  アダムズ‖著 藤井  千代‖[ I253/ｱ 理想社出版部
本 0112984245 懐旧録 井上  哲次郎‖著 I280.4/ｲ 春秋社松柏館
本 0113002722 人間最後の言葉 クロード  アヴリーヌ‖[著] 河盛  I280/ｱ 筑摩書房
本 0112982951 学生と先哲 河合  栄治郎‖編 I280/ｶﾞ 日本評論社
本 0112978430 大人のための偉人伝 木原 武一‖著 I280/ｷ 新潮社
本 0112979634 心に生きる人びと 古垣  鉄郎‖[著] I280/ﾌ 朝日新聞社
本 0112979493 故人今人 池田  成彬‖述 柳沢  健‖著 I281/ｲ 世界の日本社
本 0112954009 歴史を創る人々 嘉治  隆一‖著 I281/ｶ 大八洲出版
本 0112366895 日本のアウトサイダー 河上 徹太郎‖著 I281/ｶ 中央公論社
本 0112353854 凛々と生きる 紀野 一義‖著 I281/ｷ 角川書店
本 0113004757 血涙滲む日本名翰集 高橋  宗重郎‖編纂 I281/ｹ 厚生閣
本 0112363193 当世畸人伝 白崎 秀雄‖著 I281/ｼ 新潮社
本 0112362041 伝説と実像 杉森 久英‖著 I281/ｽ 新潮社
本 0112981756 雅俗邂逅 鈴木  治雄‖著 I281/ｽ 実業之日本社
本 0112354666 ひと筋の人 高橋 義孝‖対談 I281/ﾀ 平凡社
本 0112353462 ぜいたく列伝 戸板  康二‖著 I281/ﾄ 文芸春秋
本 0112333573 日本史探訪 別巻 古代編 3 和歌森 太郎‖[ほか]著 I281/ﾆ 角川書店
本 0112333920 日本人の自伝 15 I281/ﾆ/15 平凡社
本 0112963963 日本のリーダー 8 I281/ﾆ/8 TBSブリタニカ
本 0112367395 日本の『創造力』 8 日本放送出版協会‖編集 I281/ﾆ/8 日本放送出版協会
本 0112361890 天才たち 野村 進‖著 I281/ﾉ 文芸春秋
本 0112977627 近代美人伝 長谷川  時雨‖著 I281/ﾊ サイレン社
本 0112346015 日本を創った人びと 20 日本文化の会‖編集 I281/ﾊ 平凡社
本 0112962072 わが女人抄 舟橋  聖一‖著 I281/ﾌ 朝日新聞社
本 0112352034 初めて語ること 辺見 じゅん‖インタビュー I281/ﾍ 文芸春秋
本 0112981373 想出の人々 細川  護貞‖著 I281/ﾎ 文芸春秋
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本 0112980463 魚雁集 細川  護貞‖著 I281/ﾎ 思文閣出版
本 0112983549 大阪人物誌 宮本  又次‖著 I281/ﾐ 弘文堂
本 0112989641 皇臣伝 保田  与重郎‖著 I281/ﾔ 大日本雄弁会講談社
本 0112351954 若い日の私 [1] 毎日新聞社‖編 I281/ﾜ 毎日新聞社
本 0112963311 真実のインドネシア タウフィック  アブドゥラ‖編 渋沢 I282/ｼ サイマル出版会
本 0112959317 婦人の肖像 サント  ブーヴ‖[著] 権守  操一‖ I283/ｻ 思索社
本 0112962919 ルネサンスの面影 渡辺  一夫‖著 I283/ﾜ 民友社
本 0112972588 有栖川宮総記 I288/ｱ 高松宮
本 0113002875 仁徳天皇 市村  其三郎‖著 I288/ｲ 全国書房
本 0112973284 異史明治天皇伝 飯沢 匡‖著 I288/ｲ 新潮社
本 0112972953 斑鳩の白い道のうえに 上原  和‖著 I288/ｳ 朝日新聞社
本 0112355549 昭和天皇の妹君 河原 敏明‖著 I288/ｶ ダイナミックセラーズ
本 0112352784 美智子妃 河原 敏明‖著 I288/ｶ 講談社
本 0112956720 宗良親王 川田  順‖著 I288/ｶ 第一書房
本 0112987723 今上陛下と母宮貞明皇后 筧  素彦‖著 I288/ｶ 日本教文社
本 0112980659 宮中侍従物語 入江  相政‖編 I288/ｷ TBSブリタニカ
本 0113001947 花の行方 北小路  功光‖著 I288/ｷ 駸々堂出版
本 0112359028 側近日誌 木下 道雄‖著 I288/ｷ 文芸春秋
本 0112999202 邦彦王行実 I288/ｸ 久邇宮
本 0112362354 天皇崩御 トーマス・クランプ‖著 駐文館編集 I288/ｸ 駐文館
本 0113004828 天皇 3 児島  襄‖著 I288/ｺ 文芸春秋
本 0112357510 三井家の人びと 小島 直記‖著 I288/ｺ 光文社
本 0112987714 今上天皇論 小堀  桂一郎‖著 I288/ｺ 日本教文社
本 0113013202 皇室史の研究 東伏見宮家‖編 I288/ｺ 東伏見宮家
本 0113012882 後醍醐天皇 I288/ｺﾞ 新人物往来社
本 0112362407 天皇ヒロヒト レナード・モズレー‖著 高田 市太 I288/ｼ 毎日新聞社
本 0112362238 天皇さま 甘露寺  受長‖著 I288/ｼ 日輪閣
本 0112965523 聖徳太子 亀井  勝一郎‖著 I288/ｼ 東京創元社
本 0112998926 聖徳太子実録 久米  邦武‖著 I288/ｼ 丙午出版社
本 0112362363 天皇陛下 高宮 太平‖著 I288/ｼ 酣灯社
本 0112365137 良子皇后における人間の研究 高瀬 広居‖著 I288/ｼ 山手書房
本 0112365128 良子女王御生立の記 庄崎 俊夫‖謹著 I288/ｼ 日本評論社出版部
本 0112982425 思い出の昭和天皇 秩父宮  勢津子‖[ほか]著 I288/ｼ 光文社
本 0112963008 聖徳太子 田村 円澄‖著 I288/ｼ 中央公論社
本 0112362229 天皇さまの還暦 入江 相政‖著 I288/ｼ 朝日新聞社
本 0112362210 天皇と象の肉 平野 三郎‖著 I288/ｼ けやき出版
本 0112984414 和宮様の御生涯 樹下  快淳‖著 I288/ｼﾞ 人文書院
本 0112347808 聖徳太子 1 梅原 猛‖著 I288/ｼ/1 小学館
本 0112340173 聖徳太子 2 梅原 猛‖著 I288/ｼ/2 小学館
本 0112340182 聖徳太子 3 梅原 猛‖著 I288/ｼ/3 小学館
本 0112340191 聖徳太子 4 梅原 猛‖著 I288/ｼ/4 小学館
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本 0112984405 和宮親子内親王 鈴木  厚‖著 I288/ｽ 創造社
本 0113012864 御國の女神和宮様 鈴木  厚‖著 I288/ｽ 大和書店
本 0112355861 威仁親王行実 別巻 I288/ﾀ 高松宮
本 0112984398 和宮 武部 敏夫‖著 I288/ﾀ 吉川弘文館
本 0112952920 摂政宮御生立の記 寺田  稔彦‖謹著 I288/ﾃ 日本評論社出版部
本 0112362050 天智伝 中西 進‖著 I288/ﾃ 中央公論社
本 0112346113 明治天皇の生涯 上 童門 冬二‖著 I288/ﾄﾞ/1 三笠書房
本 0112346122 明治天皇の生涯 下 童門 冬二‖著 I288/ﾄﾞ/2 三笠書房
本 0112364012 徳川家 中村 孝也‖著 I288/ﾅ 至文堂
本 0112361382 テムズとともに 徳仁親王‖著 I288/ﾅ 学習院総務部広報課
本 0112362390 天皇家の歴史 ねず まさし‖著 I288/ﾈ 新評論社
本 0113001714 花園天皇 岩橋  小弥太‖著 I288/ﾊ 吉川弘文館
本 0112958835 依仁親王 I288/ﾋ [東伏見宮]
本 0112951011 崇神天皇 肥後  和男‖著 I288/ﾋ 秋田書店
本 0113013943 悲劇の皇帝溥儀  満州国をめぐる動乱五十年 ヘンリー・マリクーベ‖著 田中  文 I288/ﾏ 弘文堂
本 0112979475 古代オリエント史と私 三笠宮 崇仁‖著 I288/ﾐ 学生社
本 0112956891 毛利元就考 碓井  静照‖著 I288/ﾓ ガリバープロダクツ
本 0112963847 歴代天皇紀 肥後 和男‖編著 水戸部 正男‖[ほ I288/ﾚ 秋田書店
本 0112966103 昭憲皇太后宮の御坤徳 渡辺  幾治郎‖著 I288/ﾜ 東洋書館
本 0112350232 明治天皇の聖徳 総論 渡辺 幾治郎‖著 I288/ﾜ/1 千倉書房
本 0112350241 明治天皇の聖徳 政治 渡辺 幾治郎‖著 I288/ﾜ/2 千倉書房
本 0112350250 明治天皇の聖徳 軍事 渡辺 幾治郎‖著 I288/ﾜ/3 千倉書房
本 0112350223 明治天皇の聖徳 教育 渡辺 幾治郎‖著 I288/ﾜ/4 千倉書房
本 0112350269 明治天皇の聖徳 重臣 渡辺 幾治郎‖著 I288/ﾜ/5 千倉書房
本 0112987135 恐妻 阿部  幸男‖著 阿部  玄治‖著 I289/ｱ 冬樹社
本 0112972757 安西正夫追想録 安西正夫追想録編集委員会‖編集 I289/ｱ 安西正夫追想録編集委員会
本 0112342572 足利義満 臼井  信義‖著 I289/ｱ 吉川弘文館
本 0112342590 足利義昭 奥野 高広‖著 I289/ｱ 吉川弘文館
本 0112342493 明智光秀 高柳 光寿‖著 I289/ｱ 吉川弘文館
本 0113011892 芦田泰三追想録 住友生命保険相互会社‖編 I289/ｱ 住友生命保険
本 0112962624 わたしの生涯から 天野  貞祐‖著 I289/ｱ 青林書院
本 0112972258 阿部次郎と斎藤茂吉 上 北住  敏夫‖著 I289/ｱ 桜楓社
本 0112965505 清渓おち穂 井上準之助論叢編纂会‖編纂 I289/ｲ 井上準之助論叢編纂会
本 0113001288 耶律楚材 岩村  忍‖著 I289/ｲ 生活社
本 0112342705 井伊直弼 吉田 常吉‖著 I289/ｲ 吉川弘文館
本 0112365681 名ごりのゆめ 今泉  みね‖著 I289/ｲ 長崎書店
本 0112342652 伊沢修二 上沼 八郎‖著 I289/ｲ 吉川弘文館
本 0112957435 やまと心 生悦住  貞太郎‖著 I289/ｲ 実業の世界社
本 0112962768 私の歩み 石橋  正二郎‖[著] I289/ｲ [出版者不明]
本 0113022345 遥かなる起伏 石松  正鉄‖著 I289/ｲ 日本工業新聞社
本 0112352800 わが異端の昭和史 石堂 清倫‖著 I289/ｲ 勁草書房
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本 0113002232 遥かな山やま 泉  靖一‖著 I289/ｲ 新潮社
本 0112973079 いくたびの春 入江 相政‖著 I289/ｲ TBSブリタニカ
本 0112964935 周恩来 ディック  ウィルソン‖著 田中  恭 I289/ｳ 時事通信社
本 0113013417 耳庵先生風流譚 宇佐美  省吾‖著 I289/ｳ 東洋経済新報社
本 0112353202 無私の人・土光敏夫 上竹 瑞夫‖著 I289/ｳ 講談社
本 0112981827 花甲録 内山 完造‖著 I289/ｳ 岩波書店
本 0112989473 考古学六十年 梅原  末治‖著 I289/ｳ 平凡社
本 0113016085 大平賢作回想 「大平賢作回想」編集委員会‖編集 I289/ｵ 「大平賢作回想」編集委員
本 0112983898 岡橋林氏追懐録 岡橋林氏追懐録編纂委員会‖編集 I289/ｵ 岡橋林氏追懐録編纂委員会
本 0112978494 緒方洪庵伝 緒方  富雄‖著 I289/ｵ 岩波書店
本 0113014096 小畑忠良を偲ぶ 小畑  亮一‖著 I289/ｵ 小畑  亮一
本 0112983442 大阪の指導者 織田  作之助‖著 I289/ｵ 錦城出版社
本 0112365155 中谷宇吉郎の生涯 太田  文平‖著 I289/ｵ 学生社
本 0112966032 将軍実朝 大塚  久‖著 I289/ｵ 高陽書院
本 0112965943 春風秋雨八十年 大島  堅造‖著 I289/ｵ ダイヤモンド社
本 0112342545 大内義隆 福尾  猛市郎‖著 I289/ｵ 吉川弘文館
本 0112985770 河上弘一回想録 I289/ｶ 河上弘一記念事業世話人会
本 0113022559 樺山丑二  職人貴族 みづほ出版‖編 I289/ｶ 樺山事務所
本 0112959718 ふたつの文化のはざまから 加藤  シヅエ‖著 船橋  邦子‖訳 I289/ｶ 青山館
本 0112985903 河村善益先生 河村善益先生追想録刊行会‖編 I289/ｶ 河村善益先生追想録刊行会
本 0112984361 梶井剛遺稿集 梶井  剛‖[著] 梶井剛追悼事業委員 I289/ｶ 電気通信協会
本 0113015406 わが半生 梶井  剛‖著 I289/ｶ 凸版印刷(印刷)
本 0112984370 梶井剛追想録 梶井剛追悼事業委員会‖編集 I289/ｶ 電気通信協会
本 0112999177 加藤亨君伝 高梨  光司‖編著 I289/ｶ 故医学博士加藤亨君伝記編
本 0113014666 道はるか 鹿島  卯女‖著 I289/ｶ 河出書房新社
本 0112978555 春日弘氏追懐録 住友金属工業株式会社‖編集 I289/ｶ 住友金属工業
本 0112951912 みつばさのかげに 川西  端夫‖著 川西  田鶴子‖編 I289/ｶ みすず書房
本 0112980819 追想録河井昇三郎 追想録河井昇三郎編集委員会‖編集 I289/ｶ [追想録河井昇三郎編集委
本 0112972560 在りし日の木村泰雄 I289/ｷ 木村千恵子
本 0112986993 キュリー夫人伝 エーヴ  キュリー‖[著] 川口  篤‖ I289/ｷ 白水社
本 0112354176 ピエル・キュリー伝 キュリー夫人‖著 渡辺 慧‖訳 I289/ｷ 白水社
本 0112351883 清里の父 ポール・ラッシュ伝 山梨日日新聞社‖編 I289/ｷ ユニバース出版社
本 0112354489 美の国 リヒァルト・クーデンホーフ・カレ I289/ｸ 鹿島研究所出版会
本 0112359251 ホイジンガ 栗原  福也‖著 I289/ｸ 潮出版社
本 0112347407 悲劇の外交官 工藤 美代子‖著 I289/ｸ 岩波書店
本 0112997115 密宝楠公遺訓書 堀田  善太郎‖編著 I289/ｸ 楠公研究会
本 0112989366 小泉信三先生追悼録 I289/ｺ 新文明社
本 0112355530 コロンブス提督伝 エルナンド・コロン‖著 吉井 善作 I289/ｺ 朝日新聞社
本 0112359073 ソーニャ・コヴァレフスカヤ ソーニャ  コヴァレフスカヤ‖[著] I289/ｺ 岩波書店
本 0112964542 渋沢栄一伝 幸田  露伴‖著 I289/ｺ 岩波書店
本 0112962795 小林宏治  私の履歴書 小林  宏治‖著 I289/ｺ 日本経済新聞社
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本 0112963357 ジンギスカン 小林  高四郎‖著 I289/ｺ 岩波書店
本 0112952822 惜櫟荘主人 小林  勇‖著 I289/ｺ 岩波書店
本 0112958826 頼朝・為朝 露伴学人‖著 I289/ｺ 改造社
本 0112971623 逆命利君 佐高  信‖著 I289/ｻ 講談社
本 0112354675 ママさまは不思議の人 斎藤 茂太‖著 I289/ｻ 講談社
本 0112977173 貴族の退場 西園寺  公一‖著 I289/ｻ 筑摩書房
本 0112352659 西園寺公一回顧録「過ぎ去りし、昭和」 西園寺 公一‖著 I289/ｻ アイペックプレス
本 0112963204 西園寺公望伝 田中  貢太郎‖著 I289/ｻ 改造社
本 0112963810 西郷隆盛 田中 惣五郎‖著 I289/ｻ 吉川弘文館
本 0112342581 三条西実隆 芳賀 幸四郎‖著 I289/ｻ 吉川弘文館
本 0112963213 西園寺公望伝 木村  毅‖著 I289/ｻ 伝記刊行会
本 0112343312 西園寺公望伝 第1巻 立命館大学西園寺公望伝編纂委員会 I289/ｻ/1 岩波書店
本 0112343321 西園寺公望伝 第2巻 立命館大学西園寺公望伝編纂委員会 I289/ｻ/2 岩波書店
本 0112343330 西園寺公望伝 第3巻 立命館大学西園寺公望伝編纂委員会 I289/ｻ/3 岩波書店
本 0112343349 西園寺公望伝 第4巻 立命館大学西園寺公望伝編纂委員会 I289/ｻ/4 岩波書店
本 0112343358 西園寺公望伝 別巻1 立命館大学西園寺公望伝編纂委員会 I289/ｻ/別1 岩波書店
本 0112343367 西園寺公望伝 別巻2 立命館大学西園寺公望伝編纂委員会 I289/ｻ/別2 岩波書店
本 0112950548 ヒルティ伝 アルフレート  シュトゥッキ‖[著] I289/ｼ 白水社
本 0112962278 わが生活と思想より アルベルト  シュヴァイツェル‖著 I289/ｼ 白水社
本 0113015317 わが幼年時代と少年時代 シュヴァイツェル‖著 西郷  啓造‖ I289/ｼ 長崎書店
本 0112962786 私の幼少年時代 シュワイツェル‖[著] 波木居  斉二 I289/ｼ 新教出版社
本 0112965603 シュヴァイツェル ジョージ  シーバー‖[著] 会津  伸 I289/ｼ みすず書房
本 0112972132 或る遺書について 塩尻  公明‖著 I289/ｼ 新潮社
本 0112354657 白洲正子自伝 白洲 正子‖著 I289/ｼ 新潮社
本 0113002562 人間シュヴァイツェル 野村  実‖著 I289/ｼ 岩波書店
本 0112964793 世紀の人アルベルト・シュワイツェル 鈴木  俊郎‖編 I289/ｼ 新教出版社
本 0112364879 鈍翁・益田孝 上 白崎 秀雄‖著 I289/ｼ/1 新潮社
本 0112364888 鈍翁・益田孝 下 白崎 秀雄‖著 I289/ｼ/2 新潮社
本 0112365869 鍋島閑叟 杉谷 昭‖著 I289/ｽ 中央公論社
本 0113015594 わが空への歩み 杉本  修‖著 I289/ｽ 杉本  修
本 0112351972 調所広郷 芳 即正‖著 I289/ｽﾞ 吉川弘文館
本 0112366350 戦死やあわれ 西川勉遺稿・追悼文集編集委員会‖ I289/ｾ 新評論
本 0112980711 ケネディの道 シオドア  C  ソレンセン‖著 大前 I289/ｿ 弘文堂
本 0112979625 心に懸ける橋 相馬  雪香‖著 I289/ｿ 世論時報社
本 0112355781 武田信玄伝 広瀬 広一‖著 I289/ﾀ 紙硯社
本 0112991228 言葉の海へ 高田  宏‖著 I289/ﾀ 新潮社
本 0113018840 田中季雄氏追想録 住友軽金属工業株式会社‖編 I289/ﾀ 住友軽金属工業株式会社
本 0112979974 聖祖康煕帝 田川  大吉郎‖著 I289/ﾀ 教文館
本 0112974942 鎌倉の海 田代  安子‖著 I289/ﾀ 中央出版社
本 0112962312 わが半生 W.チャーチル‖著 中村  祐吉‖訳 I289/ﾁ 角川書店
本 0112961171 椒庭秘抄 角田  文衛‖[著] I289/ﾂ 朝日新聞社
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本 0112958372 津田左右吉 上田  正昭‖編 I289/ﾂ 三一書房
本 0112358387 凡愚抄 塚本 善隆‖[著] 小西 輝夫‖編集人 I289/ﾂ 塚本和子
本 0113014675 白州次郎の日本国憲法  隠された昭和史の巨人 鶴見  紘‖著 I289/ﾂ ゆまに書房
本 0112361480 寺島宗則 犬塚 孝明‖著 I289/ﾃ 吉川弘文館
本 0112962642 私のこんちきしょう人生 寺島  千代‖著 I289/ﾃ 講談社
本 0112361453 寺田寅彦の追想 中谷 宇吉郎‖著 I289/ﾃ 甲文社
本 0112362684 陶庵素描 安藤  徳器‖著 I289/ﾄ 新英社
本 0112364094 徳川家康 桑田 忠親‖著 I289/ﾄ 人物往来社
本 0112983914 小倉正恒伝 古田友之助伝 栂井 義雄‖著 I289/ﾄ 東洋書館
本 0112342527 徳川吉宗 辻  達也‖著 I289/ﾄ 吉川弘文館
本 0112365315 中根雪江先生 I289/ﾅ 中根雪江先生百年祭事業会
本 0112365903 ナポレオン回想録 スタンダアル‖原作 佐藤 正彰‖訳 I289/ﾅ 竹村書房
本 0112358056 奉答紀事 中根 雪江‖著 I289/ﾅ 東京大学出版会
本 0112365618 中野正剛の悲劇 猪俣  敬太郎‖著 I289/ﾅ 今日の問題社
本 0112365574 中村文夫追悼集 日本硝子株式会社‖編 I289/ﾅ 日本硝子株式会社
本 0112347988 ナポレオン大戦囘想録 第1巻 ラス・カーズ‖著 難波 浩‖訳 I289/ﾅ/1 改造社
本 0112347997 ナポレオン大戦回想録 第2巻 ラス・カーズ‖著 難波 浩‖訳 I289/ﾅ/2 改造社
本 0112348004 ナポレオン大戦回想録 第3巻 ラス・カーズ‖著 難波 浩‖訳 I289/ﾅ/3 改造社
本 0112365173 奈翁全伝 第1巻 長瀬 鳳輔‖著 榎本 秋村‖著 I289/ﾅ/1 奈翁会
本 0112365182 奈翁全伝 第2巻 長瀬 鳳輔‖著 榎本 秋村‖著 I289/ﾅ/2 奈翁会
本 0112365191 奈翁全伝 第3巻 長瀬 鳳輔‖著 榎本 秋村‖著 I289/ﾅ/3 奈翁会
本 0112365208 奈翁全伝 第4巻 長瀬 鳳輔‖著 榎本 秋村‖著 I289/ﾅ/4 奈翁会
本 0112365217 奈翁全伝 第5巻 長瀬 鳳輔‖著 榎本 秋村‖著 I289/ﾅ/5 奈翁会
本 0112365226 奈翁全伝 第6巻 長瀬 鳳輔‖著 榎本 秋村‖著 I289/ﾅ/6 奈翁会
本 0112365235 奈翁全伝 第7巻 長瀬 鳳輔‖著 榎本 秋村‖著 I289/ﾅ/7 奈翁会
本 0112979965 康煕大帝 西本  白川‖著 I289/ﾆ 大東出版社
本 0112974960 軍人乃木大将の偉影 中央乃木会‖編纂 I289/ﾉ 成武堂
本 0112997133 育英の父乃木将軍 服部  純雄‖著 I289/ﾉ 刀江書院
本 0112336286 野村得庵 本伝 上 村上 順二‖編纂 I289/ﾉ/1 野村得庵翁伝記編纂会
本 0112336295 野村得庵 本伝 下 村上 順二‖編纂 I289/ﾉ/2 野村得庵翁伝記編纂会
本 0112336302 野村得庵 趣味篇 村上 順二‖編纂 I289/ﾉ/3 野村得庵翁伝記編纂会
本 0112352793 道しるべ ダグ・ハマーショルド‖[著] 鵜飼 I289/ﾊ みすず書房
本 0112352677 破天荒、大二郎がゆく 橋本 大二郎‖著 I289/ﾊ 講談社
本 0112978412 英雄の性格 芳賀  檀‖著 I289/ﾊ 弘文堂書房
本 0112353024 広田寿一氏追懐録 住友金属工業‖編集 I289/ﾋ 住友金属工業
本 0112950414 新橋生活四十年 田中家千穂‖著 I289/ﾋ 学風書院
本 0113014345 ジョゼフ・フーシェ  変貌の政治家 ステファン・ツワィク‖著 高橋  禎 I289/ﾌ 河出書房
本 0112961849 フレーベル自伝 フレーベル‖[著] 長田  新‖訳 I289/ﾌ 岩波書店
本 0113002697 人間古田俊之助 河村  竜夫‖纂 I289/ﾌ イゲタ鋼管
本 0113003035 泊翁西村茂樹 古川  哲史‖著 I289/ﾌ 文化総合出版
本 0112961572 古田俊之助氏追懐録 古田俊之助氏追懐録編纂委員会‖編 I289/ﾌ 古田俊之助氏追懐録編纂委
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本 0113013667 石炭とともに  福永年久傳 森  泰信‖著 I289/ﾌ 東洋書館
本 0112997909 藤山雷太伝 西原  雄次郎‖編纂 I289/ﾌ 藤山愛一郎
本 0112973667 一条兼良 福井  久蔵‖著 I289/ﾌ 厚生閣
本 0112358895 芳翰重疊 福岡  寿一‖著 I289/ﾌ 武蔵野書房
本 0112979983 康煕帝伝 ブーヴエ‖著 後藤  末雄‖訳 I289/ﾌﾞ 生活社
本 0112358458 別宮貞俊追悼集 別宮貞俊追悼集編纂委員会‖編集 I289/ﾍﾞ 別宮貞俊追悼集編纂委員会
本 0112999186 廓堂片影 [北条  時敬‖著] 西田  幾多郎‖編 I289/ﾎ 教育研究会
本 0112342634 北条義時 安田 元久‖著 I289/ﾎ 吉川弘文館
本 0112352702 わが友本田宗一郎 井深 大‖著 I289/ﾎ ごま書房
本 0112358252 細川幽斎 桑田 忠親‖著 I289/ﾎ 日本書院
本 0112342509 北条泰時 上横手 雅敬‖著 I289/ﾎ 吉川弘文館
本 0112358234 細川幽斎 川田 順‖著 I289/ﾎ 甲文社
本 0112342661 星亨 中村 菊男‖著 I289/ﾎ 吉川弘文館
本 0112337383 堀田庄三追想録 日本総合研究所堀田庄三追想録編纂 I289/ﾎ 住友銀行
本 0112974559 宇下人言・修行録 松平  定信‖著 松平  定光‖校訂 I289/ﾏ 岩波書店
本 0112986840 聞書・わが心の自叙伝 松本  重治‖著 加固  寛子‖聞き手 I289/ﾏ 講談社
本 0112982764 回顧七十年 正木  直彦‖著 I289/ﾏ 学校美術協会出版部
本 0112353140 松平春岳 川端 太平‖著 I289/ﾏ 吉川弘文館
本 0112979894 鴻池善右衛門 宮本  又次‖著 I289/ﾐ 吉川弘文館
本 0112958737 義経伝 黒板  勝美‖著 I289/ﾐ 創元社
本 0112951869 三井八郎右衛門高棟伝 三井八郎右衛門高棟伝編纂委員会‖ I289/ﾐ 三井文庫
本 0112961625 白河楽翁公と徳川時代 三上  参次‖著 I289/ﾐ 創元社
本 0113015558 身辺二話 三村  起一‖著 I289/ﾐ 近代図書
本 0112342536 三井高利 中田  易直‖著 I289/ﾐ 吉川弘文館
本 0112950049 三谷隆正 南原  繁‖[ほか]編 I289/ﾐ 岩波書店
本 0112954875 源頼朝 上 徳富  猪一郎‖著 I289/ﾐ/1 大日本雄弁会講談社
本 0112954884 源頼朝 中 徳富  猪一郎‖著 I289/ﾐ/2 大日本雄弁会講談社
本 0112954893 源頼朝 下 徳富  猪一郎‖著 I289/ﾐ/3 大日本雄弁会講談社
本 0112354158 飛燕草 村上 喜一‖編著 I289/ﾑ 酒井書店・育英堂
本 0112974425 ウィリアム・モリス伝 フィリップ・ヘンダースン‖著 川端 I289/ﾓ 晶文社
本 0112357182 毛利元就 及川 儀右衛門‖著 I289/ﾓ 京都 星野書店
本 0112997892 松陰本山彦一翁 故本山社長伝記編纂委員会‖編纂 I289/ﾓ 大阪毎日新聞社
本 0112956882 毛利元就 瀬川  秀雄‖著 I289/ﾓ 創元社
本 0112351838 ヘボンの生涯と日本語 望月 洋子‖著 I289/ﾓ 新潮社
本 0112355790 昭和の教祖安岡正篤 塩田 潮‖著 I289/ﾔ 文芸春秋
本 0112957042 柳田国男の青春 岡谷  公二‖著 I289/ﾔ 筑摩書房
本 0113002116 薔薇は生きてる 山川  弥千枝‖遺稿 山川  柳子‖編 I289/ﾔ 沙羅書店
本 0113018822 椋の木 山本  つち‖著 I289/ﾔ 山本  つち
本 0112957033 柳田国男外伝 船木  裕‖著 I289/ﾔ 日本エディタースクール出
本 0113013783 道を拓いて 柳沢  錬造‖著 I289/ﾔ 富士社会教育センター
本 0112979787 故郷七十年 柳田  国男‖著 I289/ﾔ のじぎく文庫
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本 0112357967 菅江真澄 柳田 国男‖著 I289/ﾔ 創元社
本 0112986920 吉川元春 瀬川  秀雄‖著 I289/ﾖ 富山房創立事務所
本 0112953901 フリードリッヒ大王 レオポルト  フォン  ランケ‖著 溝 I289/ﾗ 白水社
本 0112361881 天才と性格 エミール・ルドイッヒ‖著 中岡 宏 I289/ﾙ 山雅房
本 0112958121 幼年時代青年時代の思ひ出 エルネスト  ルナン‖[著] 杉  捷夫 I289/ﾙ 創元社
本 0113019135 渡邊八郎先生遺芳録 I289/ﾜ 渡邊八郎先生遺芳録刊行会
本 0112964524 司馬遷 バートン・ワトソン‖著 今鷹 真‖ I289/ﾜ 筑摩書房
本 0112952840 世間噺・戦国の公妃 渡辺  一夫‖著 I289/ﾜ 筑摩書房
本 0113001992 林達夫とその時代 渡辺  一民‖著 I289/ﾜ 岩波書店
本 0112355665 武田信玄の経綸と修養 渡辺 世祐‖著 I289/ﾜ 創元社
本 0113018920 和歌森  太郎 和歌森太郎刊行会‖編 I289/ﾜ 弘文堂
本 0112335492 日本風景美論 上原 敬二‖著 I290/ｳ 大日本出版
本 0112957186 エーデルワイス・シリーズ 1 I290/ｴ/1 角川書店
本 0112956711 エーデルワイス・シリーズ 3 I290/ｴ/3 角川書店
本 0112353649 エーデルワイス・シリーズ 6 I290/ｴ/6 角川書店
本 0113015255 貧乏旅行世界一周 兼松  保一‖著 I290/ｶ 秋元書房
本 0112982791 囘想の山山 桑原  武夫‖著 I290/ｸ 七丈書院
本 0112356325 知られざる国々 志賀 重昂‖[著] I290/ｼ 日本評論社
本 0112955026 世界の景観 田村  剛‖著 I290/ﾀ 修道社
本 0112979563 九つの空 団  伊玖磨‖著 I290/ﾀﾞ 朝日新聞社
本 0112353890 東から西へ アーノルド・トインビー‖著 黒沢 I290/ﾄ 毎日新聞社
本 0112950192 文明の原動力 E  ハンチントン‖著 西岡  秀雄‖ I290/ﾊ 実業之日本社
本 0112363558 東方への旅 ホグベン‖[著] 吉田 由彦‖訳 I290/ﾎ 伊藤書店
本 0112353480 地図を歩く 堀 淳一‖[著] I290/ﾎ 河出書房新社
本 0112984753 地名語源辞典 [正] 山中 襄太‖著 I290/ﾔ 校倉書房
本 0112962394 わが山の生涯 トム  ロングスタッフ‖著 望月  達 I290/ﾛ 白水社
本 0112966327 日本の文化地理 2 I291/ｱ 講談社
本 0112985510 カラー飛騨路の魅力 伊藤  ていじ‖[著] 細江  光洋‖写 I291/ｲ 淡交社
本 0112957382 山旅の素描 茨木  猪之吉‖著 I291/ｲ 三省堂
本 0112334313 山と雪の日記 板倉 勝宣‖著 I291/ｲ 朋文堂
本 0112984539 美しき日本 山と渓谷社出版部‖編 I291/ｳ 山と渓谷社
本 0113004873 山とある日 上田  哲農‖著 I291/ｳ 三笠書房
本 0112983503 大阪讃歌 I291/ｵ ロイヤルホテル
本 0112997268 お寺まいり I291/ｵ 鉄道省
本 0112367572 日本の旅情 岡田 喜秋‖著 I291/ｵ 中日新聞東京本社東京新聞
本 0112980249 黒潮圏の八丈島 小川  武‖著 I291/ｵ 吉田南光園
本 0112986724 北アルプス小谷ものがたり 尾沢  健造‖著 杉本  好文‖著 I291/ｵ 信濃路
本 0112367091 カラー 日本の山々 I291/ｶ 山と渓谷社
本 0112982675 雲表を行く 冠  松次郎‖著 I291/ｶ 墨水書房
本 0112962385 わが山わが渓 冠  松次郎‖著 I291/ｶ 墨水書房
本 0112954553 山水と芸術 金井  紫雲‖著 I291/ｶ 芸艸堂
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本 0112354871 旅帖 1集 加藤 淘綾‖著 I291/ｶ/1 慶友社
本 0112354880 旅帖 2集 加藤 淘綾‖著 I291/ｶ/2 慶友社
本 0112978225 京都名所 I291/ｷ 京都府
本 0112986715 北アルプス 田部  重治‖編 熊沢  復六‖編 I291/ｷ 六芸社
本 0113012837 九州の山々  時間記録と費用概算 北田  正三‖著 I291/ｷ 朋文堂
本 0112367162 日本の自然 串田 孫一‖著 I291/ｸ 雪華社
本 0112985468 上高地 熊沢  正夫‖著 I291/ｸ 刀江書店
本 0112976263 標註古風土記 栗田  寛‖著 後藤  蔵四郎‖補註 I291/ｸ 大岡山書店
本 0112997384 九重山 筑紫山岳會‖編 I291/ｸ 筑紫山岳會
本 0112992281 現代登山全集 1 諏訪多  栄蔵‖[ほか]編 I291/ｹﾞ/1 東京創元社
本 0112992290 現代登山全集 2 諏訪多  栄蔵‖[ほか]編 I291/ｹﾞ/2 東京創元社
本 0112992307 現代登山全集 3 諏訪多  栄蔵‖[ほか]編 I291/ｹﾞ/3 東京創元社
本 0112992316 現代登山全集 4 諏訪多  栄蔵‖[ほか]編 I291/ｹﾞ/4 東京創元社
本 0112992325 現代登山全集 5 諏訪多  栄蔵‖[ほか]編 I291/ｹﾞ/5 東京創元社
本 0112992334 現代登山全集 6 諏訪多  栄蔵‖[ほか]編 I291/ｹﾞ/6 東京創元社
本 0112992343 現代登山全集 7 諏訪多  栄蔵‖[ほか]編 I291/ｹﾞ/7 東京創元社
本 0112991585 現代登山全集 8 諏訪多  栄蔵‖[ほか]編 I291/ｹﾞ/8 東京創元社
本 0112992352 現代登山全集 9 諏訪多  栄蔵‖[ほか]編 I291/ｹﾞ/9 東京創元社
本 0112992361 現代登山全集 10 諏訪多  栄蔵‖[ほか]編 I291/ｹﾞ/10 東京創元社
本 0112979929 好日紀行 I291/ｺ 矢の倉書店
本 0112979956 高原 串田  孫一‖編 I291/ｺ 有紀書房
本 0112957480 山に悟る 小西  民治‖著 I291/ｺ 墨水書房
本 0112355424 山岳文学 小島 烏水‖著 I291/ｺ 太陽出版社
本 0112356708 史蹟と古美術大和巡礼 小島 貞三‖著 I291/ｺ 大和史蹟研究会
本 0112989446 高原 深田  久弥‖編 I291/ｺ 青木書店
本 0112334215 山の憶ひ出 上巻 木暮 理太郎‖著 I291/ｺ/1 竜星閣
本 0112334224 山の憶ひ出 下巻 木暮 理太郎‖著 I291/ｺ/2 竜星閣
本 0112964418 信濃・越後路 I291/ｼ 毎日新聞社
本 0112987180 愛知の史蹟名勝 柴田  常惠‖著 矢吹  活禅‖著 I291/ｼ 三明社
本 0112985501 カラー加賀能登路の魅力 新保  千代子‖[著] 柴田  秋介‖写 I291/ｼ 淡交社
本 0112987064 京のうちそと 白畑  よし‖著 I291/ｼ 駸々堂出版
本 0112987689 近畿の山と谷 住友山岳会‖著 I291/ｽ 朋文堂
本 0112346818 空から見た横浜・鎌倉 I291/ｿ 日本交通公社出版事業局
本 0112965612 湖沼巡礼 田中  阿歌麿‖著 I291/ﾀ 国本社
本 0112959816 春の京洛 田中  左川‖著 I291/ﾀ 文友堂書店
本 0112977486 青葉の旅落葉の旅 田部  重治‖著 I291/ﾀ 第一書房
本 0112978626 紀行と随筆 田部  重治‖著 I291/ﾀ 大村書店
本 0112957373 山旅と随想 田部  重治‖著 I291/ﾀ 世界文庫
本 0112962429 わが山旅五十年 田部  重治‖著 I291/ﾀ 桃源社
本 0112354791 旅路 田部 重治‖著 I291/ﾀ 青木書店
本 0112983852 尾瀬と鬼怒沼 武田  久吉‖著 I291/ﾀ 梓書房
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本 0112957916 雪の上信国境 塚本  閤治‖編 I291/ﾂ 山と渓谷社
本 0112362826 東京附近山の旅 I291/ﾄ 朋文堂
本 0112362764 東京附近山の旅 続編 新島 章男‖編 I291/ﾄ 朋文堂
本 0112362880 峠 深田 久弥‖編 I291/ﾄ 青木書店
本 0113015291 回想の山と旅 中村  芳延‖著 I291/ﾅ 中村  芳延
本 0112367402 日本の滝100選 グリーンルネッサンス事務局‖編 I291/ﾆ 講談社
本 0112367082 日本の山 山と渓谷社‖編 I291/ﾆ 山と渓谷社
本 0112335483 日本風景讀本 風景協會‖編纂 I291/ﾆ 古今書院
本 0112367545 日本の旅 2 座右宝刊行会‖編集 I291/ﾆ/2 小学館
本 0112367554 日本の旅 6 座右宝刊行会‖編集 I291/ﾆ/6 小学館
本 0112367563 日本の旅 11 座右宝刊行会‖編集 I291/ﾆ/11 小学館
本 0112333528 日本山岳風土記 1 長尾  宏也‖[ほか]編 I291/ﾆ/1 宝文館
本 0112333537 日本山岳風土記 3 長尾  宏也‖[ほか]編 I291/ﾆ/3 宝文館
本 0112333546 日本山岳風土記 4 長尾  宏也‖[ほか]編 I291/ﾆ/4 宝文館
本 0112333555 日本山岳風土記 5 長尾  宏也‖[ほか]編 I291/ﾆ/5 宝文館
本 0112986680 九州の山旅 橋本  三八‖著 I291/ﾊ 朋文堂
本 0112354283 東丹沢 秦野山岳会‖著 I291/ﾊ 朋文堂
本 0113018485 白山 北国新聞白山総合学術調査団‖編 I291/ﾊ 北国新聞社
本 0112955927 八ケ岳火山群 平賀  文男‖著 I291/ﾋ 隆章閣
本 0112337374 中央アルプスと御岳 平賀 文男‖著 I291/ﾋ 大村書店
本 0112954633 山頂の憩い 深田  久弥‖著 I291/ﾌ 新潮社
本 0112966256 日本アルプス 深田  久弥‖著 I291/ﾌ 修道社
本 0112334199 日本百名山 深田 久弥‖[著] I291/ﾌ 新潮社
本 0112950735 ベルツの『日記』 ベルツ‖[著] 浜辺  正彦‖訳 I291/ﾍﾞ 岩波書店
本 0112997400 播磨風土記物語 松岡  静雄‖述 I291/ﾏ 刀江書院
本 0112346827 誰も行かない日本一の風景 宮嶋 康彦‖取材・文 I291/ﾐ 小学館
本 0112957220 山を愛して二十年 三田尾  松太郎‖著 I291/ﾐ 冨山房
本 0112954063 歴史の山と高原の旅 安川  茂雄‖著 I291/ﾔ 人物往来社
本 0112954090 歴史の山みち 安川  茂雄‖著 I291/ﾔ 実業之日本社
本 0112981006 北八ツ彷徨 山口  耀久‖著 I291/ﾔ 創文社
本 0112986298 関東地名物語 山田  秀三‖著 I291/ﾔ 草風館
本 0112353505 カラー空から見た北アルプス 山田 圭一‖写真 I291/ﾔ 山と渓谷社
本 0112336918 ハイキングの道 野外教育指導者聯盟‖著 I291/ﾔ 創元社
本 0112985459 上高地 矢沢  米三郎‖著 I291/ﾔ 岩波書店
本 0112347602 山 1 串田 孫一‖編集解説 I291/ﾔ/1 筑摩書房
本 0112347611 山 2 串田 孫一‖編集解説 I291/ﾔ/2 筑摩書房
本 0112347620 山 3 串田 孫一‖編集解説 I291/ﾔ/3 筑摩書房
本 0112997375 撮影探勝武蔵野めぐり 横山  信‖著 I291/ﾖ アルス
本 0112363111 登高記 吉沢 一郎‖著 I291/ﾖ 古今書院
本 0112979938 厚生温泉 吉田  団輔‖著 I291/ﾖ 山河書房
本 0112350606 大日本地名辞書 第1巻 吉田 東伍‖著 I291/ﾖ/1 富山房
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本 0112350615 大日本地名辞書 第2巻 吉田 東伍‖著 I291/ﾖ/2 富山房
本 0112350624 大日本地名辞書 第3巻 吉田 東伍‖著 I291/ﾖ/3 富山房
本 0112350633 大日本地名辞書 第4巻 吉田 東伍‖著 I291/ﾖ/4 富山房
本 0112350642 大日本地名辞書 第5巻 吉田 東伍‖著 I291/ﾖ/5 富山房
本 0112954839 南アルプス 渡辺  公平‖[ほか]共著 I291/ﾜ 三省堂
本 0112335474 日本風景誌 脇水 鉄五郎‖著 I291/ﾜ 河出書房
本 0112349389 忘れえぬ山 1 串田 孫一‖編 I291/ﾜ/1 筑摩書房
本 0112349398 忘れえぬ山 2 串田 孫一‖編 I291/ﾜ/2 筑摩書房
本 0112349405 忘れえぬ山 3 串田 孫一‖編 I291/ﾜ/3 筑摩書房
本 0112978289 槿域抄 安倍  能成‖著 I292/ｱ 斎藤書店
本 0112997286 印度旅行記 天沼  俊一‖著 I292/ｱ 飛鳥園
本 0112357770 放浪のあしあと 加藤 泰安‖著 I292/ｶ 創文社
本 0112357592 北支と南支の貌 川島 理一郎‖著 I292/ｶ 竜星閣
本 0112366056 ナンダ・コット登攀 竹節 作太‖著 大阪毎日新聞社‖編 I292/ﾀ 大阪毎日新聞社
本 0112982023 エヴェレスト登頂 ジョン  ハント‖著 朝日新聞社‖訳 I292/ﾊ 朝日新聞社
本 0113016628 印度 長谷川  伝次郎‖著 I292/ﾊ 目黒書店
本 0112347149 大黄河 3 I292/ﾋ 日本放送出版協会
本 0112959424 長春真人西遊記 [李  志常‖著] 岩村  忍‖訳 I292/ﾘ 筑摩書房
本 0113016254 パリ・ローマ  欧州カメラ紀行 阿部  徹雄‖著 I293/ｱ 毎日新聞社
本 0112987493 ギリシヤとスカンディナ【ヴィ】ヤ 安倍  能成‖著 I293/ｱ 小山書店
本 0112959077 西遊抄 安倍  能成‖著 I293/ｱ 小山書店
本 0112357832 西欧の顔を求めて 犬養 道子‖著 I293/ｲ 文芸春秋
本 0112964855 シャモニの休日 近藤  等‖著 I293/ｺ 白水社
本 0112958176 ヨーロッパ手帳 小島  亮一‖著 I293/ｺ 朝日新聞社
本 0112981658 欧米見たまゝ思い出すまゝ 首藤  正行‖筆 I293/ｼ 災害医学研究所
本 0112972677 アルプス紀行 チンダル‖[著] 矢島  祐利‖訳 I293/ﾁ 岩波書店
本 0112972686 アルプスの旅より チンダル‖[著] 矢島  祐利‖訳 I293/ﾁ 岩波書店
本 0112958149 ヨーロッパに学ぼう 中村  遥‖著 I293/ﾅ キリスト新聞社
本 0112961162 白い蜘蛛 ハインリヒ  ハラー‖[著] 横川  文 I293/ﾊ 白水社
本 0112983237 永遠の都ローマ モーリス  パレオローグ‖[著] 鹿島 I293/ﾊﾟ 鹿島研究所出版会
本 0113001466 馬車よ、ゆっくり走れ 東山  魁夷‖[著] I293/ﾋ 新潮社
本 0112356405 白夜の旅 東山 魁夷‖[著] I293/ﾋ 新潮社
本 0112356520 少年少女のためのフランスの話 福島 慶子‖著 I293/ﾌ 三十書房
本 0112972695 アルプス記 松方  三郎‖著 I293/ﾏ 竜星閣
本 0112954492 山行 槙  有恒‖著 I293/ﾏ 岡書院
本 0113015022 欧州の旅 村上  喜一‖著 I293/ﾑ 新紀元社
本 0112984520 美しきマッターホルン ガストン  レビュファ‖[著] 近藤  I293/ﾚ 新潮社
本 0112972392 アメリカ紀行 小泉  信三‖著 I295/ｺ 岩波書店
本 0112974363 インディアスを〈読む〉 原  広司‖ほか著 I295/ﾊ 現代企画室
本 0112358181 北米の旅 村上 喜一‖著 I295/ﾑ 新紀元社
本 0112961457 秘境パタゴニア 飯山  達雄‖文  写真 西村  豪‖文 I296/ｲ 朝日新聞社
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本 0113001607 パタゴニア探検記 高木  正孝‖著 I296/ﾀ 岩波書店
本 0112366092 南米の旅 村上 喜一‖著 I296/ﾑ 新紀元社
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