
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】：200～299
【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 0112999453 歴史哲学序論 石川  三四郎‖著 I201/ｲ 暁書院
本 0112982853 概論歴史学 大類  伸‖著 I201/ｵ 生活社
本 0113013676 時代區分の成立根據 大島  康正‖著 I201/ｵ 筑摩書房
本 0112999211 唯物史観 第2書 カール  カウツキー‖[著] I201/ｶ 日本評論社
本 0113012249 歴史の哲學的意義 田代  秀徳‖著 I201/ﾀ 同文館
本 0113011758 人間及び歴史家としてのブルクハルト 新関  欽哉‖著 I201/ﾆ 東京堂
本 0112984762 史的一元論 プレハーノフ‖著 川内  唯彦‖訳 I201/ﾌﾟ 鉄塔書院
本 0112999337 歴史哲学概論 ヘーゲル‖著 河野  正通‖訳 I201/ﾍ 白揚社
本 0112998329 歴史とは何ぞや ベルンハイム‖著 坂口  昂‖共訳 I201/ﾍﾞ 岩波書店
本 0112999220 ヘーゲルと歴史哲学 松原  寛‖著 I201/ﾏ 同文館
本 0113012276 歴史主義の成立 上 フリードリッヒ・マイネッケ‖著 菊 I201/ﾏ/1 近藤書店
本 0112999239 唯物史観と現代の意識 三木  清‖著 I201/ﾐ 岩波書店
本 0112999462 歴史哲学 三木  清‖著 I201/ﾐ 岩波書店
本 0112998310 近代歴史学 カアル  ラムプレヒト‖[著] 和辻  I201/ﾗ 岩波書店
本 0112999284 考古学研究法 八木  奘三郎‖合著 中村  士徳‖合 I202/ﾔ 春陽堂
本 0113019625 古今名家年表 糟谷  源之助‖編 I203/ｺ 今井八方堂
本 0113031095 世界歴史年表 I203/ｾ 奈良国立博物館
本 0112991488 総合世界歴史事典 井上  幸治‖[ほか]編集 I203/ｿ 時事通信社
本 0113016682 年代対照便覧並陰陽暦対照表 神田  茂‖編 I203/ﾈ 古今書院
本 0112956267 世界と人間性 鈴木  成高‖著 I204/ｽ 弘文堂書房
本 0113017440 田中萃一郎史学論文集 田中  萃一郎‖著 三田史学会‖編 I204/ﾀ 三田史学会
本 0112954134 歴史の矛盾性 つだ  さうきち‖著 I204/ﾂ 太洋出版
本 0112990185 国史と世界史 中村  一良‖著 I204/ﾅ 聖紀書房
本 0112997954 史学研究法 坪井  九馬三‖著 I207/ﾂ 京文社
本 0113029240 LES CIVILISATIONS DE L'ORIENT 1 Rene Grousset‖編 I208/LE/1 G. CRES
本 0113029259 LES CIVILISATIONS DE L'ORIENT 2 Rene Grousset‖編 I208/LE/2 G. CRES
本 0113029268 LES CIVILISATIONS DE L'ORIENT 3 Rene Grousset‖編 I208/LE/3 G. CRES
本 0113029277 LES CIVILISATIONS DE L'ORIENT 4 Rene Grousset‖編 I208/LE/4 G. CRES
本 0112984236 概観世界史潮 坂口 昂‖著 I209/ｻ 岩波書店
本 0112962964 世界の歴史 4 毎日新聞社図書編集部‖編集 I209/ｾ/4 毎日新聞社
本 0112990648 古代史物語 ジャワハルラル  ネール‖[著] 戸叶 I209/ﾈ 日本評論新社
本 0113002606 人間の歴史 1 安田  徳太郎‖著 I209/ﾔ/1 光文社
本 0113002615 人間の歴史 2 安田  徳太郎‖著 I209/ﾔ/2 光文社
本 0113028410 JAPAN'S DECISIVE DECADE BASIL ENTWISTLE‖著 I210/EN GROSVENOR BOOKS
本 0112991727 赤松俊秀教授退官記念国史論集 赤松俊秀教授退官記念事業会‖編集 I210/ｱ 赤松俊秀教授退官記念事業
本 0112991380 日本文化の深層を考える 網野  善彦‖[ほか]著 I210/ｱ 日本エディタースクール出
本 0113011874 飛鳥・奈良時代の文化 羽田  亨‖編 I210/ｱ 武田薬品工業
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本 0112997543 維新史 附録 維新史料編纂会‖編修 I210/ｲ 文部省
本 0113013444 日本上古史論 飯島  忠夫‖著 I210/ｲ 中文館書店
本 0112994289 岩波講座日本歴史 [1-1] 国史研究会‖編輯 I210/ｲ/18- 岩波書店
本 0112993896 岩波講座日本歴史 [1-2] 国史研究会‖編輯 I210/ｲ/13- 岩波書店
本 0112994270 岩波講座日本歴史 [1-3] 国史研究会‖編輯 I210/ｲ/18- 岩波書店
本 0112994261 岩波講座日本歴史 [1-4] 国史研究会‖編輯 I210/ｲ/18- 岩波書店
本 0112994092 岩波講座日本歴史 [1-5] 国史研究会‖編輯 I210/ｲ/16- 岩波書店
本 0112994298 岩波講座日本歴史 [1-6] 国史研究会‖編輯 I210/ｲ/17- 岩波書店
本 0112977832 岩波講座日本歴史 [1-7] 国史研究会‖編輯 I210/ｲ/2-1 岩波書店
本 0112993280 岩波講座日本歴史 [1-8] 国史研究会‖編輯 I210/ｲ/4-1 岩波書店
本 0112993814 岩波講座日本歴史 [1-9] 国史研究会‖編輯 I210/ｲ/12- 岩波書店
本 0112993618 岩波講座日本歴史 [2-1] 国史研究会‖編輯 I210/ｲ/9-1 岩波書店
本 0112994109 岩波講座日本歴史 [2-2] 国史研究会‖編輯 I210/ｲ/16- 岩波書店
本 0112993823 岩波講座日本歴史 [2-3] 国史研究会‖編輯 I210/ｲ/12- 岩波書店
本 0112977823 岩波講座日本歴史 [2-4] 国史研究会‖編輯 I210/ｲ/1-1 岩波書店
本 0112993299 岩波講座日本歴史 [2-5] 国史研究会‖編輯 I210/ｲ/4-2 岩波書店
本 0112994305 岩波講座日本歴史 [2-6] 国史研究会‖編輯 I210/ｲ/18- 岩波書店
本 0112993342 岩波講座日本歴史 [2-7] 国史研究会‖編輯 I210/ｲ/5-1 岩波書店
本 0112994047 岩波講座日本歴史 [2-8] 国史研究会‖編輯 I210/ｲ/15- 岩波書店
本 0112993547 岩波講座日本歴史 [2-9] 国史研究会‖編輯 I210/ｲ/8-1 岩波書店
本 0112977841 岩波講座日本歴史 [2-10] 国史研究会‖編輯 I210/ｲ/2-2 岩波書店
本 0112993217 岩波講座日本歴史 [2-11] 国史研究会‖編輯 I210/ｲ/3-1 岩波書店
本 0112993477 岩波講座日本歴史 [2-12] 国史研究会‖編輯 I210/ｲ/7-1 岩波書店
本 0112993976 岩波講座日本歴史 [2-13] 国史研究会‖編輯 I210/ｲ/14- 岩波書店
本 0112993306 岩波講座日本歴史 [2-14] 国史研究会‖編輯 I210/ｲ/4-3 岩波書店
本 0112993681 岩波講座日本歴史 [3-1] 国史研究会‖編輯 I210/ｲ/10- 岩波書店
本 0112977850 岩波講座日本歴史 [3-2] 国史研究会‖編輯 I210/ｲ/2-3 岩波書店
本 0112993556 岩波講座日本歴史 [3-3] 国史研究会‖編輯 I210/ｲ/8-2 岩波書店
本 0112993903 岩波講座日本歴史 [3-4] 国史研究会‖編輯 I210/ｲ/13- 岩波書店
本 0112993912 岩波講座日本歴史 [3-5] 国史研究会‖編輯 I210/ｲ/13- 岩波書店
本 0112977869 岩波講座日本歴史 [3-6] 国史研究会‖編輯 I210/ｲ/2-4 岩波書店
本 0112993690 岩波講座日本歴史 [3-7] 国史研究会‖編輯 I210/ｲ/10- 岩波書店
本 0112993832 岩波講座日本歴史 [3-8] 国史研究会‖編輯 I210/ｲ/12- 岩波書店
本 0112993226 岩波講座日本歴史 [3-9] 国史研究会‖編輯 I210/ｲ/3-2 岩波書店
本 0112994118 岩波講座日本歴史 [3-10] 国史研究会‖編輯 I210/ｲ/16- 岩波書店
本 0112993921 岩波講座日本歴史 [3-11] 国史研究会‖編輯 I210/ｲ/13- 岩波書店
本 0112993761 岩波講座日本歴史 [4-1] 国史研究会‖編輯 I210/ｲ/11- 岩波書店
本 0112993770 岩波講座日本歴史 [4-2] 国史研究会‖編輯 I210/ｲ/11- 岩波書店
本 0112993985 岩波講座日本歴史 [4-3] 国史研究会‖編輯 I210/ｲ/14- 岩波書店
本 0112993627 岩波講座日本歴史 [4-4] 国史研究会‖編輯 I210/ｲ/9-2 岩波書店
本 0112993486 岩波講座日本歴史 [4-5] 国史研究会‖編輯 I210/ｲ/7-2 岩波書店
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本 0112977814 岩波講座日本歴史 [4-6] 国史研究会‖編輯 I210/ｲ/1-2 岩波書店
本 0112977770 岩波講座日本歴史 [4-7] 国史研究会‖編輯 I210/ｲ/1-3 岩波書店
本 0112993315 岩波講座日本歴史 [4-8] 国史研究会‖編輯 I210/ｲ/4-4 岩波書店
本 0112993235 岩波講座日本歴史 [4-9] 国史研究会‖編輯 I210/ｲ/3-3 岩波書店
本 0112993351 岩波講座日本歴史 [4-10] 国史研究会‖編輯 I210/ｲ/5-2 岩波書店
本 0112993413 岩波講座日本歴史 [4-11] 国史研究会‖編輯 I210/ｲ/6-1 岩波書店
本 0112993360 岩波講座日本歴史 [4-12] 国史研究会‖編輯 I210/ｲ/5-3 岩波書店
本 0112993707 岩波講座日本歴史 [5-1] 国史研究会‖編輯 I210/ｲ/10- 岩波書店
本 0112993789 岩波講座日本歴史 [5-2] 国史研究会‖編輯 I210/ｲ/11- 岩波書店
本 0112994127 岩波講座日本歴史 [5-3] 国史研究会‖編輯 I210/ｲ/16- 岩波書店
本 0112994163 岩波講座日本歴史 [5-4] 国史研究会‖編輯 I210/ｲ/17- 岩波書店
本 0112993841 岩波講座日本歴史 [5-5] 国史研究会‖編輯 I210/ｲ/12- 岩波書店
本 0112993495 岩波講座日本歴史 [5-6] 国史研究会‖編輯 I210/ｲ/7-3 岩波書店
本 0112994136 岩波講座日本歴史 [5-7] 国史研究会‖編輯 I210/ｲ/16- 岩波書店
本 0112993716 岩波講座日本歴史 [5-8] 国史研究会‖編輯 I210/ｲ/10- 岩波書店
本 0112993994 岩波講座日本歴史 [5-9] 国史研究会‖編輯 I210/ｲ/14- 岩波書店
本 0112993422 岩波講座日本歴史 [5-10] 国史研究会‖編輯 I210/ｲ/6-2 岩波書店
本 0112993850 岩波講座日本歴史 [5-11] 国史研究会‖編輯 I210/ｲ/12- 岩波書店
本 0112994323 岩波講座日本歴史 [5-12] 国史研究会‖編輯 I210/ｲ/18- 岩波書店
本 0112994056 岩波講座日本歴史 [5-13] 国史研究会‖編輯 I210/ｲ/15- 岩波書店
本 0112993431 岩波講座日本歴史 [6-1] 国史研究会‖編輯 I210/ｲ/6-3 岩波書店
本 0112994314 岩波講座日本歴史 [6-2] 国史研究会‖編輯 I210/ｲ/18- 岩波書店
本 0112994332 岩波講座日本歴史 [6-3] 国史研究会‖編輯 I210/ｲ/18- 岩波書店
本 0112994172 岩波講座日本歴史 [6-4] 国史研究会‖編輯 I210/ｲ/17- 岩波書店
本 0112993565 岩波講座日本歴史 [6-5] 国史研究会‖編輯 I210/ｲ/8-3 岩波書店
本 0112994145 岩波講座日本歴史 [6-6] 国史研究会‖編輯 I210/ｲ/16- 岩波書店
本 0112993244 岩波講座日本歴史 [6-7] 国史研究会‖編輯 I210/ｲ/3-4 岩波書店
本 0112993574 岩波講座日本歴史 [6-8] 国史研究会‖編輯 I210/ｲ/8-4 岩波書店
本 0112994065 岩波講座日本歴史 [6-9] 国史研究会‖編輯 I210/ｲ/15- 岩波書店
本 0112994181 岩波講座日本歴史 [6-10] 国史研究会‖編輯 I210/ｲ/17- 岩波書店
本 0112993798 岩波講座日本歴史 [6-11] 国史研究会‖編輯 I210/ｲ/11- 岩波書店
本 0112993253 岩波講座日本歴史 [6-12] 国史研究会‖編輯 I210/ｲ/3-5 岩波書店
本 0112977878 岩波講座日本歴史 [6-13] 国史研究会‖編輯 I210/ｲ/2-5 岩波書店
本 0112993725 岩波講座日本歴史 [6-14] 国史研究会‖編輯 I210/ｲ/10- 岩波書店
本 0112993324 岩波講座日本歴史 [6-15] 国史研究会‖編輯 I210/ｲ/4-5 岩波書店
本 0112993636 岩波講座日本歴史 [7-1] 国史研究会‖編輯 I210/ｲ/9-3 岩波書店
本 0112993734 岩波講座日本歴史 [7-2] 国史研究会‖編輯 I210/ｲ/10- 岩波書店
本 0112993645 岩波講座日本歴史 [7-3] 国史研究会‖編輯 I210/ｲ/9-4 岩波書店
本 0112993501 岩波講座日本歴史 [7-4] 国史研究会‖編輯 I210/ｲ/7-4 岩波書店
本 0112993805 岩波講座日本歴史 [7-5] 国史研究会‖編輯 I210/ｲ/11- 岩波書店
本 0112994341 岩波講座日本歴史 [7-6] 国史研究会‖編輯 I210/ｲ/18- 岩波書店
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本 0112994190 岩波講座日本歴史 [7-7] 国史研究会‖編輯 I210/ｲ/17- 岩波書店
本 0112993333 岩波講座日本歴史 [7-8] 国史研究会‖編輯 I210/ｲ/4-6 岩波書店
本 0112994001 岩波講座日本歴史 [7-9] 国史研究会‖編輯 I210/ｲ/14- 岩波書店
本 0112993510 岩波講座日本歴史 [7-10] 国史研究会‖編輯 I210/ｲ/7-5 岩波書店
本 0112993440 岩波講座日本歴史 [7-11] 国史研究会‖編輯 I210/ｲ/6-4 岩波書店
本 0112993529 岩波講座日本歴史 [7-12] 国史研究会‖編輯 I210/ｲ/7-6 岩波書店
本 0112993930 岩波講座日本歴史 [7-13] 国史研究会‖編輯 I210/ｲ/13- 岩波書店
本 0112994154 岩波講座日本歴史 [7-14] 国史研究会‖編輯 I210/ｲ/16- 岩波書店
本 0112994387 岩波講座日本歴史 [8-1・2] 国史研究会‖編輯 I210/ｲ/18- 岩波書店
本 0112993949 岩波講座日本歴史 [8-3] 国史研究会‖編輯 I210/ｲ/13- 岩波書店
本 0112994350 岩波講座日本歴史 [8-4] 国史研究会‖編輯 I210/ｲ/18- 岩波書店
本 0112994207 岩波講座日本歴史 [8-5] 国史研究会‖編輯 I210/ｲ/17- 岩波書店
本 0112977789 岩波講座日本歴史 [8-6] 国史研究会‖編輯 I210/ｲ/1-4 岩波書店
本 0112977798 岩波講座日本歴史 [8-8] 国史研究会‖編輯 I210/ｲ/1-5 岩波書店
本 0112993379 岩波講座日本歴史 [8-9] 国史研究会‖編輯 I210/ｲ/5-4 岩波書店
本 0112993583 岩波講座日本歴史 [9-1] 国史研究会‖編輯 I210/ｲ/8-5 岩波書店
本 0112993869 岩波講座日本歴史 [9-2] 国史研究会‖編輯 I210/ｲ/12- 岩波書店
本 0112993958 岩波講座日本歴史 [9-3] 国史研究会‖編輯 I210/ｲ/13- 岩波書店
本 0112994010 岩波講座日本歴史 [9-4] 国史研究会‖編輯 I210/ｲ/14- 岩波書店
本 0112993967 岩波講座日本歴史 [9-5] 国史研究会‖編輯 I210/ｲ/13- 岩波書店
本 0112993654 岩波講座日本歴史 [9-5] 国史研究会‖編輯 I210/ｲ/9-5 岩波書店
本 0112993271 岩波講座日本歴史 [9-6] 国史研究会‖編輯 I210/ｲ/4-7 岩波書店
本 0112993752 岩波講座日本歴史 [9-7] 国史研究会‖編輯 I210/ｲ/11- 岩波書店
本 0112994029 岩波講座日本歴史 [9-8] 国史研究会‖編輯 I210/ｲ/14- 岩波書店
本 0112993592 岩波講座日本歴史 [10-1] 国史研究会‖編輯 I210/ｲ/8-6 岩波書店
本 0112993388 岩波講座日本歴史 [10-2] 国史研究会‖編輯 I210/ｲ/5-5 岩波書店
本 0112993262 岩波講座日本歴史 [10-3] 国史研究会‖編輯 I210/ｲ/3-6 岩波書店
本 0112994074 岩波講座日本歴史 [10-4] 国史研究会‖編輯 I210/ｲ/15- 岩波書店
本 0112977887 岩波講座日本歴史 [10-5] 国史研究会‖編輯 I210/ｲ/2-6 岩波書店
本 0112993609 岩波講座日本歴史 [10-6] 国史研究会‖編輯 I210/ｲ/8-7 岩波書店
本 0112977805 岩波講座日本歴史 [10-7] 国史研究会‖編輯 I210/ｲ/1-6 岩波書店
本 0112993459 岩波講座日本歴史 [10-8] 国史研究会‖編輯 I210/ｲ/6-5 岩波書店
本 0112994216 岩波講座日本歴史 [10-9] 国史研究会‖編輯 I210/ｲ/17- 岩波書店
本 0112993743 岩波講座日本歴史 [11-1] 国史研究会‖編輯 I210/ｲ/10- 岩波書店
本 0112993468 岩波講座日本歴史 [11-2] 国史研究会‖編輯 I210/ｲ/6-6 岩波書店
本 0112993663 岩波講座日本歴史 [11-3] 国史研究会‖編輯 I210/ｲ/9-6 岩波書店
本 0112994369 岩波講座日本歴史 [11-4] 国史研究会‖編輯 I210/ｲ/18- 岩波書店
本 0112977896 岩波講座日本歴史 [11-5] 国史研究会‖編纂 I210/ｲ/2-7 岩波書店
本 0112994038 岩波講座日本歴史 [11-6] 国史研究会‖編輯 I210/ｲ/14- 岩波書店
本 0112993878 岩波講座日本歴史 [11-7] 国史研究会‖編輯 I210/ｲ/12- 岩波書店
本 0112993538 岩波講座日本歴史 [11-9] 国史研究会‖編輯 I210/ｲ/7-7 岩波書店
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本 0112993672 岩波講座日本歴史 [12-1] 国史研究会‖編輯 I210/ｲ/9-7 岩波書店
本 0112993887 岩波講座日本歴史 [12-5] 国史研究会‖編輯 I210/ｲ/12- 岩波書店
本 0112994083 岩波講座日本歴史 [12-2] 国史研究会‖編輯 I210/ｲ/15- 岩波書店
本 0112994234 岩波講座日本歴史 [12-3] 国史研究会‖編輯 I210/ｲ/17- 岩波書店
本 0112994243 岩波講座日本歴史 [12-4] 国史研究会‖編輯 I210/ｲ/17- 岩波書店
本 0112993397 岩波講座日本歴史 [12-6] 国史研究会‖編輯 I210/ｲ/5-6 岩波書店
本 0112993404 岩波講座日本歴史 [12-7] 国史研究会‖編輯 I210/ｲ/5-7 岩波書店
本 0112994378 岩波講座日本歴史 [12-8] 国史研究会‖編輯 I210/ｲ/18- 岩波書店
本 0112994252 岩波講座日本歴史 [12-9・10] 国史研究会‖編輯 I210/ｲ/17- 岩波書店
本 0112994396 岩波講座日本歴史 [13] 国史研究会‖編輯 I210/ｲ/18- 岩波書店
本 0112334135 岩波講座日本歴史 5 家永 三郎‖[ほか]編纂 I210/ｲ/5 岩波書店
本 0112334144 岩波講座日本歴史 6 家永 三郎‖[ほか]編纂 I210/ｲ/6 岩波書店
本 0112334153 岩波講座日本歴史 7 家永 三郎‖[ほか]編纂 I210/ｲ/7 岩波書店
本 0112334162 岩波講座日本歴史 8 家永 三郎‖[ほか]編纂 I210/ｲ/8 岩波書店
本 0112334171 岩波講座日本歴史 9 家永 三郎‖[ほか]編纂 I210/ｲ/9 岩波書店
本 0112334180 岩波講座日本歴史 10 家永 三郎‖[ほか]編纂 I210/ｲ/10 岩波書店
本 0112990229 魚澄先生古稀記念国史学論叢 魚澄先生古稀記念会‖編輯 I210/ｳ 魚澄先生古稀記念会
本 0112998784 南北朝室町時代史 魚澄  惣五郎‖著 I210/ｳ 国史講座刊行会
本 0112998472 日本古典研究 植木  直一郎‖著 I210/ｳ 大明堂書店
本 0113013435 日本新文化史 8 魚澄  惣五郎‖著 I210/ｳ/8 日本電報通信社出版部
本 0112990639 エコール・ド・ロイヤル  古代日本を考える 1 I210/ｴ 学生社
本 0112998533 日本古代史新研究 太田  亮‖著 I210/ｵ 磯部甲陽堂
本 0112998141 日本上代に於ける社会組織の研究 太田 亮‖著 I210/ｵ 磯部甲陽堂
本 0113015308 槐門遺芳 小野寺  八千枝‖著 I210/ｵ 飯尾  謙蔵(印刷)
本 0112998515 鎌倉文明史論 日本歴史地理学会‖編纂 I210/ｶ 三省堂書店
本 0113015898 古代史試論 唐木  順三‖著 I210/ｶ 筑摩書房
本 0112997482 古文書学概論 勝峯  月渓‖著 I210/ｶ 目黒書店
本 0112996688 春日神社金石銘表 森口  奈良吉‖編 I210/ｶ 春日神社
本 0112991415 日本歴史概説 下巻 川上  多助‖著 I210/ｶ 岩波書店
本 0112997311 藤原京 喜田  貞吉‖著 I210/ｷ 鵤故郷舎出版部
本 0112998409 日本史学史 清原 貞雄‖著 I210/ｷ 中文館書店
本 0112333412 日本思想史上代国民の精神生活 清原 貞雄‖著 I210/ｷ 中文館書店
本 0113017119 綜合日本史概説 栗田  元次‖著 I210/ｸ 中文館書店
本 0112362247 天皇 栗原 健‖著 I210/ｸ 有信堂
本 0112970161 久米邦武歴史著作集 別巻 久米  邦武‖著 I210/ｸ/別 吉川弘文館
本 0112989286 現代人の日本史 10 I210/ｹﾞ/10 河出書房新社
本 0112992959 現代日本文明史 第6巻 I210/ｹﾞ/6 東洋経済新報社
本 0112992968 現代日本文明史 第9巻 I210/ｹﾞ/9 東洋経済新報社
本 0112992977 現代日本文明史 第10巻 I210/ｹﾞ/10 東洋経済新報社出版部
本 0112992986 現代日本文明史 第13巻 I210/ｹﾞ/13 東洋経済新報社出版部
本 0112992995 現代日本文明史 第14巻 I210/ｹﾞ/14 東洋経済新報社
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本 0112993002 現代日本文明史 第16巻 I210/ｹﾞ/16 東洋経済新報社出版部
本 0112993011 現代日本文明史 第18巻 I210/ｹﾞ/18 東洋経済新報社出版部
本 0112989419 現代日本記録全集 2 I210/ｹﾞ/2 筑摩書房
本 0112996385 国史便覧 重田  定一‖[ほか]共編 I210/ｺ 普及舎
本 0112991594 小葉田淳教授退官記念国史論集 小葉田淳教授退官記念事業会‖編集 I210/ｺ 小葉田淳教授退官記念事業
本 0113004613 東京都養正館国史壁画集 I210/ｺ [国史絵画会]
本 0113014880 國史問題質疑應答 受験講座刊行會‖編 I210/ｺ 受験講座刊行會
本 0112986546 看聞御記 [後崇光院‖著] 続群書類従完成会‖ I210/ｺﾞ 国書出版
本 0112994225 岩波講座日本歴史 [11-8] 国史研究会‖編輯 I210/ｺ/17- 岩波書店
本 0112998702 国史講座 通史篇[1] 国史講座刊行会‖著 I210/ｺ/1 文献書院(発売)
本 0112998686 国史講座 通史篇[2] 国史講座刊行会‖著 I210/ｺ/2 文献書院(発売)
本 0112998604 国史講座 通史篇[3] 国史講座刊行会‖著 I210/ｺ/3 文献書院(発売)
本 0112998613 国史講座 通史篇[4] 国史講座刊行会‖著 I210/ｺ/4 文献書院(発売)
本 0112998793 国史講座 通史篇[6] 国史講座刊行会‖著 I210/ｺ/6 文献書院(発売)
本 0112998720 国史講座 通史篇[7] 国史講座刊行会‖著 I210/ｺ/7 文献書院(発売)
本 0112998711 国史講座 通史篇[8] 国史講座刊行会‖著 I210/ｺ/8 文献書院(発売)
本 0112998677 国史講座 通史篇[10] 国史講座刊行会‖著 I210/ｺ/10 文献書院(発売)
本 0112998766 国史講座 特別史篇[5] 国史講座刊行会‖著 I210/ｺ/ﾄｸ5 文献書院(発売)
本 0112998622 国史講座 特別史篇[6] 国史講座刊行会‖著 I210/ｺ/ﾄｸ6 文献書院(発売)
本 0112998757 国史講座 特別史篇[8] 国史講座刊行会‖著 I210/ｺ/ﾄｸ8 文献書院(発売)
本 0112991647 国史辞典 1 富山房国史辞典編纂部‖編纂 I210/ｺ/1 富山房
本 0112991656 国史辞典 2 富山房国史辞典編纂部‖編纂 I210/ｺ/2 富山房
本 0112991665 国史辞典 3 富山房国史辞典編纂部‖編纂 I210/ｺ/3 富山房
本 0112991674 国史辞典 4 富山房国史辞典編纂部‖編纂 I210/ｺ/4 富山房
本 0112991601 国史論集 1 I210/ｺ/1 読史会
本 0112991610 国史論集 2 I210/ｺ/2 読史会
本 0113000056 国史大系 第2巻 黒板  勝美‖編輯 I210/ｺ/2 国史大系刊行会
本 0113000065 国史大系 第3巻 黒板  勝美‖編輯 I210/ｺ/3 国史大系刊行会
本 0113000074 国史大系 第4巻 黒板  勝美‖編輯 I210/ｺ/4 国史大系刊行会
本 0113000083 国史大系 第5巻 黒板  勝美‖編輯 I210/ｺ/5 国史大系刊行会
本 0113000092 国史大系 第6巻 黒板  勝美‖編輯 I210/ｺ/6 国史大系刊行会
本 0113000109 国史大系 第7巻 黒板  勝美‖編輯 I210/ｺ/7 国史大系刊行会
本 0113000118 国史大系 第8巻 黒板  勝美‖編輯 I210/ｺ/8 国史大系刊行会
本 0113000127 国史大系 第9巻 黒板  勝美‖編輯 I210/ｺ/9 国史大系刊行会
本 0113000136 国史大系 第10巻 黒板  勝美‖編輯 I210/ｺ/10 国史大系刊行会
本 0113000145 国史大系 第11巻 黒板  勝美‖編輯 I210/ｺ/11 国史大系刊行会
本 0113000154 国史大系 第12巻 黒板  勝美‖編輯 I210/ｺ/12 国史大系刊行会
本 0113000163 国史大系 第13巻 黒板  勝美‖編輯 I210/ｺ/13 国史大系刊行会
本 0113000172 国史大系 第14巻 黒板  勝美‖編輯 I210/ｺ/14 国史大系刊行会
本 0113000181 国史大系 第15巻 黒板  勝美‖編輯 I210/ｺ/15 国史大系刊行会
本 0113000190 国史大系 第16巻 黒板  勝美‖編輯 I210/ｺ/16 国史大系刊行会

6／16



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 0113000207 国史大系 第17巻 黒板  勝美‖編輯 I210/ｺ/17 国史大系刊行会
本 0113000216 国史大系 第18巻 黒板  勝美‖編輯 I210/ｺ/18 国史大系刊行会
本 0113000225 国史大系 第19巻 黒板  勝美‖編輯 I210/ｺ/19 国史大系刊行会
本 0113000234 国史大系 第20巻 黒板  勝美‖編輯 I210/ｺ/20 国史大系刊行会
本 0113000252 国史大系 第21巻下 黒板  勝美‖編輯 I210/ｺ/21- 国史大系刊行会
本 0113000243 国史大系 第21巻上 黒板  勝美‖編輯 I210/ｺ/21- 国史大系刊行会
本 0113000261 国史大系 第22巻 黒板  勝美‖編輯 I210/ｺ/22 国史大系刊行会
本 0113000270 国史大系 第25巻 黒板  勝美‖編輯 I210/ｺ/25 国史大系刊行会
本 0113000289 国史大系 第26巻 黒板  勝美‖編輯 I210/ｺ/26 国史大系刊行会
本 0113000298 国史大系 第27巻 黒板  勝美‖編輯 I210/ｺ/27 国史大系刊行会
本 0113000305 国史大系 第28巻 黒板  勝美‖編輯 I210/ｺ/28 国史大系刊行会
本 0113000314 国史大系 第29巻  上 黒板  勝美‖編輯 I210/ｺ/29- 国史大系刊行会
本 0113016389 国史大系 第29巻下 黒板  勝美‖編輯 国史大系編修会‖ I210/ｺ/29- 吉川弘文館
本 0113000323 国史大系 第30巻 黒板  勝美‖編輯 I210/ｺ/30 国史大系刊行会
本 0113000332 国史大系 第31巻 黒板  勝美‖編輯 I210/ｺ/31 国史大系刊行会
本 0113000341 国史大系 第32巻 黒板  勝美‖編輯 I210/ｺ/32 国史大系刊行会
本 0113000350 国史大系 第33巻 黒板  勝美‖編輯 I210/ｺ/33 国史大系刊行会
本 0113000369 国史大系 第34巻 黒板  勝美‖編輯 I210/ｺ/34 国史大系刊行会
本 0113000378 国史大系 第35巻 黒板  勝美‖編輯 I210/ｺ/35 国史大系刊行会
本 0113000387 国史大系 第36巻 黒板  勝美‖編輯 I210/ｺ/36 国史大系刊行会
本 0113000396 国史大系 第37巻 黒板  勝美‖編輯 I210/ｺ/37 国史大系刊行会
本 0112346596 国史大系 第53巻 黒板 勝美‖編輯 国史大系編修会‖ I210/ｺ/53 吉川弘文館
本 0112346603 国史大系 第54巻 黒板 勝美‖編輯 国史大系編修会‖ I210/ｺ/54 吉川弘文館
本 0112346612 国史大系 第55巻 黒板 勝美‖編輯 I210/ｺ/55 国史大系刊行会
本 0112346621 国史大系 第56巻 黒板 勝美‖編輯 I210/ｺ/56 吉川弘文館
本 0112346630 国史大系 第57巻 黒板 勝美‖編輯 I210/ｺ/57 吉川弘文館
本 0112346649 国史大系 別巻1 黒板 勝美‖編輯 I210/ｺ/別1 吉川弘文館
本 0112991629 国史大辞典 8 国史大辞典編集委員会‖編 I210/ｺ/8 吉川弘文館
本 0112991638 国史大辞典 9 国史大辞典編集委員会‖編 I210/ｺ/9 吉川弘文館
本 0112990559 国民の歴史 3 I210/ｺ/3 文英堂
本 0112990568 国民の歴史 9 I210/ｺ/9 文英堂
本 0113019974 御即位禮画報 第壹巻 I210/ｺﾞ/1 御即位記念協会
本 0113020249 御即位禮画報 第貳巻 I210/ｺﾞ/2 御即位記念協会
本 0113020258 御即位禮画報 第参巻 I210/ｺﾞ/3 御即位記念協会
本 0113020267 御即位禮画報 第四巻 I210/ｺﾞ/4 御即位記念協会
本 0113020276 御即位禮画報 第五巻 I210/ｺﾞ/5 御即位記念協会
本 0113020285 御即位禮画報 第六巻 I210/ｺﾞ/6 御即位記念協会
本 0113020294 御即位禮画報 第七巻 I210/ｺﾞ/7 御即位記念協会
本 0112961894 西洋文化と日本 斎藤  阿具‖著 I210/ｻ 創元社
本 0112998800 日本考古学 佐藤  虎雄‖著 I210/ｻ 国史講座刊行会
本 0112363932 闘論 1 竹内 均‖著 梅原 猛‖著 I210/ﾀ 徳間書店
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本 0112998445 二千五百年史 竹越  与三郎‖著 I210/ﾀ 二酉社
本 0112998935 文化観日本史 竜居  松之助‖著 I210/ﾀ 精華書院
本 0112997874 海外交通史話 辻  善之助‖著 I210/ﾂ 内外書籍
本 0112999514 古事記及び日本書紀の新研究 津田  左右吉‖著 I210/ﾂ 洛陽堂
本 0112999328 上代日本の社会及び思想 津田  左右吉‖著 I210/ﾂ 岩波書店
本 0112998258 日本上代史研究 津田  左右吉‖著 I210/ﾂ 岩波書店
本 0113022363 日本上代史研究試論 手塚  弘保‖著 I210/ﾃ/1 深尾活版所(印刷)
本 0113022498 日本上代史研究試論 第2冊 手塚  弘保‖著 I210/ﾃ/2 地球堂(印刷)
本 0112996955 史境遍歴 徳富  猪一郎‖著 I210/ﾄ 民友社
本 0112956597 明治維新の大業 徳富  猪一郎‖著 I210/ﾄ 民友社
本 0112992370 近世日本国民史 [1] 徳富  猪一郎‖著 I210/ﾄ/1 民友社
本 0112992389 近世日本国民史 [2] 徳富  猪一郎‖著 I210/ﾄ/2 民友社
本 0112991558 近世日本国民史 [3] 徳富  猪一郎‖著 I210/ﾄ/3 民友社
本 0112992398 近世日本国民史 [4] 徳富  猪一郎‖著 I210/ﾄ/4 民友社
本 0112992405 近世日本国民史 [5] 徳富  猪一郎‖著 I210/ﾄ/5 民友社
本 0112992414 近世日本国民史 [6] 徳富  猪一郎‖著 I210/ﾄ/6 民友社
本 0112992423 近世日本国民史 7 徳富  猪一郎‖著 I210/ﾄ/7 民友社
本 0112992432 近世日本国民史 8 徳富  猪一郎‖著 I210/ﾄ/8 民友社
本 0112992441 近世日本国民史 [9] 徳富  猪一郎‖著 I210/ﾄ/9 民友社
本 0112992450 近世日本国民史 [10] 徳富  猪一郎‖著 I210/ﾄ/10 民友社
本 0112992469 近世日本国民史 [11] 徳富  猪一郎‖著 I210/ﾄ/11 民友社
本 0112992487 近世日本国民史 [18] 徳富  猪一郎‖著 I210/ﾄ/18 民友社
本 0112992478 近世日本国民史 [19] 徳富  猪一郎‖著 I210/ﾄ/19 民友社
本 0112992496 近世日本国民史 20 徳富  猪一郎‖著 I210/ﾄ/20 民友社
本 0112992502 近世日本国民史 21 徳富  猪一郎‖著 I210/ﾄ/21 民友社
本 0112992511 近世日本国民史 22 徳富  猪一郎‖著 I210/ﾄ/22 民友社
本 0112992520 近世日本国民史 [23] 徳富  猪一郎‖著 I210/ﾄ/23 民友社
本 0112992539 近世日本国民史 [24] 徳富  猪一郎‖著 I210/ﾄ/24 民友社
本 0112992548 近世日本国民史 25 徳富  猪一郎‖著 I210/ﾄ/25 民友社
本 0112992557 近世日本国民史 26 徳富  猪一郎‖著 I210/ﾄ/26 民友社
本 0112992566 近世日本国民史 27 徳富  猪一郎‖著 I210/ﾄ/27 民友社
本 0112992575 近世日本国民史 28 徳富  猪一郎‖著 I210/ﾄ/28 民友社
本 0112992584 近世日本国民史 29 徳富  猪一郎‖著 I210/ﾄ/29 民友社
本 0112992593 近世日本国民史 第30巻 徳富  猪一郎‖著 I210/ﾄ/30 民友社
本 0112992600 近世日本国民史 [31] 徳富  猪一郎‖著 I210/ﾄ/31 民友社
本 0112992619 近世日本国民史 [32] 徳富  猪一郎‖著 I210/ﾄ/32 民友社
本 0112992628 近世日本国民史 33 徳富  猪一郎‖著 I210/ﾄ/33 民友社
本 0112992637 近世日本国民史 [34] 徳富  猪一郎‖著 I210/ﾄ/34 民友社
本 0112992646 近世日本国民史 [35] 徳富  猪一郎‖著 I210/ﾄ/35 民友社
本 0112992655 近世日本国民史 36 徳富  猪一郎‖著 I210/ﾄ/36 民友社
本 0112992664 近世日本国民史 37 徳富  猪一郎‖著 I210/ﾄ/37 民友社
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本 0112992673 近世日本国民史 38 徳富  猪一郎‖著 I210/ﾄ/38 民友社
本 0112992682 近世日本国民史 [39] 徳富  猪一郎‖著 I210/ﾄ/39 民友社
本 0112992691 近世日本国民史 [40] 徳富  猪一郎‖著 I210/ﾄ/40 民友社
本 0112992708 近世日本国民史 41 徳富  猪一郎‖著 I210/ﾄ/41 民友社
本 0112992717 近世日本国民史 [42] 徳富  猪一郎‖著 I210/ﾄ/42 民友社
本 0112992726 近世日本国民史 [43] 徳富  猪一郎‖著 I210/ﾄ/43 民友社
本 0112992744 近世日本国民史 44 徳富  猪一郎‖著 I210/ﾄ/44 民友社
本 0112992735 近世日本国民史 45 徳富  猪一郎‖著 I210/ﾄ/45 民友社
本 0112992753 近世日本国民史 [46] 徳富  猪一郎‖著 I210/ﾄ/46 民友社
本 0112992762 近世日本国民史 [47] 徳富  猪一郎‖著 I210/ﾄ/47 民友社
本 0112992771 近世日本国民史 [48] 徳富  猪一郎‖著 I210/ﾄ/48 民友社
本 0112992780 近世日本国民史 [49] 徳富  猪一郎‖著 I210/ﾄ/49 民友社
本 0112992799 近世日本国民史 [50] 徳富  猪一郎‖著 I210/ﾄ/50 民友社
本 0112992806 近世日本国民史 [51] 徳富  猪一郎‖著 I210/ﾄ/51 民友社
本 0112991567 近世日本国民史 51 徳富  猪一郎‖著 平泉  澄‖校訂 I210/ﾄ/51 近世日本国民史刊行会
本 0112992815 近世日本国民史 [52] 徳富  猪一郎‖著 I210/ﾄ/52 民友社
本 0112991790 近世日本国民史 52 徳富  猪一郎‖著 平泉  澄‖校訂 I210/ﾄ/52 近世日本国民史刊行会
本 0112992824 近世日本国民史 [53] 徳富  猪一郎‖著 I210/ﾄ/53 民友社
本 0112991807 近世日本国民史 53 徳富  猪一郎‖著 平泉  澄‖校訂 I210/ﾄ/53 近世日本国民史刊行会
本 0112992833 近世日本国民史 [54] 徳富  猪一郎‖著 I210/ﾄ/54 民友社
本 0112991816 近世日本国民史 54 徳富  猪一郎‖著 平泉  澄‖校訂 I210/ﾄ/54 近世日本国民史刊行会
本 0112992842 近世日本国民史 [55] 徳富  猪一郎‖著 I210/ﾄ/55 民友社
本 0112992851 近世日本国民史 [56] 徳富  猪一郎‖著 I210/ﾄ/56 民友社
本 0112992860 近世日本国民史 [57] 徳富  猪一郎‖著 I210/ﾄ/57 民友社
本 0112992879 近世日本国民史 [58] 徳富  猪一郎‖著 I210/ﾄ/58 民友社
本 0112992888 近世日本国民史 [59] 徳富  猪一郎‖著 I210/ﾄ/59 民友社
本 0112992897 近世日本国民史 [60] 徳富  猪一郎‖著 I210/ﾄ/60 民友社
本 0112992904 近世日本国民史 [61] 徳富  猪一郎‖著 I210/ﾄ/61 民友社
本 0112991923 近世日本国民史 65 徳富  猪一郎‖著 平泉  澄‖校訂 I210/ﾄ/65 近世日本国民史刊行会
本 0112991932 近世日本国民史 66 徳富  猪一郎‖著 平泉  澄‖校訂 I210/ﾄ/66 近世日本国民史刊行会
本 0112991941 近世日本国民史 67 徳富  猪一郎‖著 平泉  澄‖校訂 I210/ﾄ/67 近世日本国民史刊行会
本 0112991950 近世日本国民史 68 徳富  猪一郎‖著 平泉  澄‖校訂 I210/ﾄ/68 近世日本国民史刊行会
本 0112991969 近世日本国民史 69 徳富  猪一郎‖著 平泉  澄‖校訂 I210/ﾄ/69 近世日本国民史刊行会
本 0112991978 近世日本国民史 70 徳富  猪一郎‖著 平泉  澄‖校訂 I210/ﾄ/70 近世日本国民史刊行会
本 0112991987 近世日本国民史 71 徳富  猪一郎‖著 平泉  澄‖校訂 I210/ﾄ/71 近世日本国民史刊行会
本 0112991996 近世日本国民史 72 徳富  猪一郎‖著 平泉  澄‖校訂 I210/ﾄ/72 近世日本国民史刊行会
本 0112992003 近世日本国民史 73 徳富  猪一郎‖著 平泉  澄‖校訂 I210/ﾄ/73 近世日本国民史刊行会
本 0112992012 近世日本国民史 74 徳富  猪一郎‖著 平泉  澄‖校訂 I210/ﾄ/74 近世日本国民史刊行会
本 0112992021 近世日本国民史 75 徳富  猪一郎‖著 平泉  澄‖校訂 I210/ﾄ/75 近世日本国民史刊行会
本 0112992030 近世日本国民史 76 徳富  猪一郎‖著 平泉  澄‖校訂 I210/ﾄ/76 近世日本国民史刊行会
本 0112992049 近世日本国民史 77 徳富  猪一郎‖著 平泉  澄‖校訂 I210/ﾄ/77 近世日本国民史刊行会
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本 0112992058 近世日本国民史 78 徳富  猪一郎‖著 平泉  澄‖校訂 I210/ﾄ/78 近世日本国民史刊行会
本 0112992067 近世日本国民史 79 徳富  猪一郎‖著 平泉  澄‖校訂 I210/ﾄ/79 近世日本国民史刊行会
本 0112992076 近世日本国民史 80 徳富  猪一郎‖著 平泉  澄‖校訂 I210/ﾄ/80 近世日本国民史刊行会
本 0112992085 近世日本国民史 81 徳富  猪一郎‖著 平泉  澄‖校訂 I210/ﾄ/81 近世日本国民史刊行会
本 0112992094 近世日本国民史 82 徳富  猪一郎‖著 平泉  澄‖校訂 I210/ﾄ/82 近世日本国民史刊行会
本 0112992110 近世日本国民史 83 徳富  猪一郎‖著 平泉  澄‖校訂 I210/ﾄ/83 近世日本国民史刊行会
本 0112992101 近世日本国民史 84 徳富  猪一郎‖著 平泉  澄‖校訂 I210/ﾄ/84 近世日本国民史刊行会
本 0112992129 近世日本国民史 85 徳富  猪一郎‖著 平泉  澄‖校訂 I210/ﾄ/85 近世日本国民史刊行会
本 0112992138 近世日本国民史 86 徳富  猪一郎‖著 平泉  澄‖校訂 I210/ﾄ/86 近世日本国民史刊行会
本 0112992147 近世日本国民史 87 徳富  猪一郎‖著 平泉  澄‖校訂 I210/ﾄ/87 近世日本国民史刊行会
本 0112992156 近世日本国民史 88 徳富  猪一郎‖著 平泉  澄‖校訂 I210/ﾄ/88 近世日本国民史刊行会
本 0112992165 近世日本国民史 89 徳富  猪一郎‖著 平泉  澄‖校訂 I210/ﾄ/89 近世日本国民史刊行会
本 0112992174 近世日本国民史 90 徳富  猪一郎‖著 平泉  澄‖校訂 I210/ﾄ/90 近世日本国民史刊行会
本 0112992183 近世日本国民史 91 徳富  猪一郎‖著 平泉  澄‖校訂 I210/ﾄ/91 近世日本国民史刊行会
本 0112992192 近世日本国民史 92 徳富  猪一郎‖著 平泉  澄‖校訂 I210/ﾄ/92 近世日本国民史刊行会
本 0112992209 近世日本国民史 93 徳富  猪一郎‖著 平泉  澄‖校訂 I210/ﾄ/93 近世日本国民史刊行会
本 0112992218 近世日本国民史 94 徳富  猪一郎‖著 平泉  澄‖校訂 I210/ﾄ/94 近世日本国民史刊行会
本 0112992227 近世日本国民史 95 徳富  猪一郎‖著 平泉  澄‖校訂 I210/ﾄ/95 近世日本国民史刊行会
本 0112992236 近世日本国民史 96 徳富  猪一郎‖著 平泉  澄‖校訂 I210/ﾄ/96 近世日本国民史刊行会
本 0112992245 近世日本国民史 97 徳富  猪一郎‖著 平泉  澄‖校訂 I210/ﾄ/97 近世日本国民史刊行会
本 0112992254 近世日本国民史 98 徳富  猪一郎‖著 平泉  澄‖校訂 I210/ﾄ/98 近世日本国民史刊行会
本 0112992263 近世日本国民史 99 徳富  猪一郎‖著 平泉  澄‖校訂 I210/ﾄ/99 近世日本国民史刊行会
本 0112992272 近世日本国民史 100 徳富  猪一郎‖著 平泉  澄‖校訂 I210/ﾄ/100 近世日本国民史刊行会
本 0112350376 近世日本国民史明治天皇御宇史 第11冊 徳富 猪一郎‖著 I210/ﾄ/11 明治書院
本 0112350385 近世日本国民史明治天皇御宇史 第12冊 徳富 猪一郎‖著 I210/ﾄ/12 明治書院
本 0112350394 近世日本国民史明治天皇御宇史 第13冊 徳富 猪一郎‖著 I210/ﾄ/13 明治書院
本 0112350401 近世日本国民史明治天皇御宇史 第14冊 蘇峰徳富猪一郎‖著 I210/ﾄ/14 [明治書院]
本 0112996731 奈良時代史論 日本歴史地理学会‖編輯 I210/ﾅ 仁友社
本 0112998819 日本古文書学 中村  直勝‖著 国史講座刊行会‖編 I210/ﾅ 国史講座刊行会
本 0112998123 日本上代文化の考究 中村  久四郎‖共著 森本  六爾‖共 I210/ﾅ 四海書房
本 0113004720 日本文化史研究 内藤  虎次郎‖著 I210/ﾅ 弘文堂書房
本 0113011605 源平時代 西岡  虎之助‖著 I210/ﾆ 要書房
本 0112990247 国史通記 西田  直二郎‖著 I210/ﾆ 積善館
本 0112997240 日本建国の史的研究 国民教育奨励会‖編 I210/ﾆ 国民教育奨励会
本 0112997507 日本古代社会 西村  真次‖著 I210/ﾆ ロゴス書院
本 0113022791 日本書紀通釈 第4 飯田  武郷‖著 I210/ﾆ/4 内外書籍
本 0113022808 日本書紀通釈 第5 飯田  武郷‖著 I210/ﾆ/5 内外書籍
本 0113017262 日本書紀通釈 索引  歌文集 飯田  武郷‖著 I210/ﾆ 内外書籍
本 0112335599 日本文化の発達 I210/ﾆ 啓明会事務所
本 0112997491 日本文化史概論 西村  真次‖著 I210/ﾆ 東京堂
本 0113011669 日本文化史研究 柴田  實‖編 I210/ﾆ 星野書店
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本 0112333332 日本文化史論考 西田 直二郎‖著 I210/ﾆ 吉川弘文館
本 0112367714 日本の歴史 1 岡田 章雄‖[ほか]編集・執筆 I210/ﾆ/1 読売新聞社
本 0112367723 日本の歴史 2 岡田 章雄‖[ほか]編集・執筆 I210/ﾆ/2 読売新聞社
本 0112368385 日本の歴史 5 岡田 章雄‖[ほか]編集・執筆 I210/ﾆ/5 読売新聞社
本 0112367732 日本の歴史 8 岡田 章雄‖[ほか]編集・執筆 I210/ﾆ/8 読売新聞社
本 0112367741 日本の歴史 12 岡田 章雄‖[ほか]編集・執筆 I210/ﾆ/12 読売新聞社
本 0112348291 日本文化研究 第2巻 I210/ﾆ/2 新潮社
本 0112348308 日本文化研究 第3巻 I210/ﾆ/3 新潮社
本 0112348317 日本文化研究 第4巻 I210/ﾆ/4 新潮社
本 0112348326 日本文化研究 第5巻 I210/ﾆ/5 新潮社
本 0112348335 日本文化研究 第6巻 I210/ﾆ/6 新潮社
本 0112348344 日本文化研究 第7巻 I210/ﾆ/7 新潮社
本 0112348353 日本文化研究 第8巻 I210/ﾆ/8 新潮社
本 0112333751 日本史の研究 5 三浦 周行‖著 I210/ﾆ/5 岩波書店
本 0112333760 日本史の研究 6 三浦 周行‖著 I210/ﾆ/6 岩波書店
本 0112333779 日本史の研究 7 三浦 周行‖著 I210/ﾆ/7 岩波書店
本 0113013024 古事記學抄 蓮田  善明‖著 I210/ﾊ 子文書房
本 0112366145 南北朝 林屋 辰三郎‖著 I210/ﾊ 朝日新聞社
本 0112997883 日本史講話 萩野  由之‖著 I210/ﾊ 明治書院
本 0112987849 解説近世日本国民史 平泉  澄‖著 I210/ﾋ 時事通信社
本 0112990210 国史学の骨髄 平泉  澄‖著 I210/ﾋ 至文堂
本 0112998542 中世に於ける精神生活 平泉  澄‖著 I210/ﾋ 至文堂
本 0113013300 父祖の足跡 平泉  澄‖著 I210/ﾋ 時事通信社
本 0113013033 古事記神代篇の正しき解釈 二木  謙三‖著 I210/ﾌ 大日本養正会
本 0112339719 中世武家社会の構造 藤 直幹‖著 I210/ﾌ 目黒書店
本 0113003160 幕府衰亡論 福地  源一郎‖著 I210/ﾌ 民友社
本 0112997516 水戸学と維新の風雲 北条  重直‖著 I210/ﾎ 東京修文館
本 0112999774 紀記論究 建国篇[6] 松岡  静雄‖著 I210/ﾏ/1-6 同文館
本 0112999783 紀記論究 外篇[1] 松岡  静雄‖著 I210/ﾏ/2-1 同文館
本 0112999792 紀記論究 外篇[2] 松岡  静雄‖著 I210/ﾏ/2-2 同文館
本 0113014620 紀記論究 神代篇  1 松岡  靜雄‖著 I210/ﾏ/3-1 同文館
本 0112999809 紀記論究 神代篇  3 松岡  静雄‖著 I210/ﾏ/3-3 同文舘
本 0112998016 紀記論究 神代篇4 松岡  静雄‖著 I210/ﾏ/3-4 同文舘
本 0112999818 紀記論究 神代篇  5 松岡  静雄‖著 I210/ﾏ/3-5 同文舘
本 0112999827 紀記論究 神代篇[6] 松岡  静雄‖著 I210/ﾏ/3-6 同文館
本 0112990666 古代大和朝廷 宮崎 市定‖著 I210/ﾐ 筑摩書房
本 0112998695 国史概説 三浦  周行‖著 I210/ﾐ 国史講座刊行会
本 0112990238 国史上の社会問題 三浦  周行‖著 I210/ﾐ 創元社
本 0112365716 謎の七支刀 宮崎 市定‖著 I210/ﾐ 中央公論社
本 0113003687 沖ノ島 宗像神社復興期成会‖編纂 I210/ﾑ 宗像神社復興期成会
本 0112982121 沖ノ島 続 宗像神社復興期成会‖編集 I210/ﾑ 吉川弘文館
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本 0113023095 赤穂義人録 [室  鳩巣‖著] I210/ﾑ 育徳財団
本 0112345249 明治天皇紀 索引 宮内庁‖[編] I210/ﾒ 吉川弘文館
本 0112345221 明治天皇紀 第11 宮内庁‖[編] I210/ﾒ/11 吉川弘文館
本 0112345230 明治天皇紀 第12 宮内庁‖[編] I210/ﾒ/12 吉川弘文館
本 0112990194 国史と民俗学 柳田  国男‖著 I210/ﾔ 六人社
本 0112999097 リットン報告書 [リットン調査団‖編] I210/ﾘ 中央公論社
本 0112998203 六国史 巻10 佐伯  有義‖編纂主任 I210/ﾘ 朝日新聞社
本 0112998187 六国史 巻11 佐伯  有義‖編纂主任 I210/ﾘ 朝日新聞社
本 0112985404 鎌倉時代 上 竜  粛‖著 I210/ﾘ/1 春秋社
本 0112985413 鎌倉時代 下 竜  粛‖著 I210/ﾘ/2 春秋社
本 0113020132 歴史と地理 第二巻  第一号 史学地理学同好会‖編 I210/ﾚ/2-1 大鐙閣
本 0112989455 皇国大日本史 渡辺  幾治郎‖著 I210/ﾜ 朝日新聞社(発売)
本 0112998597 北海道原始文化要覧 犀川会‖著 I211/ｻ 民族工芸研究会
本 0112997972 加賀藩史料 第11編 侯爵前田家編輯部‖著 I214/ｶ/11 石黒文吉
本 0112997981 加賀藩史料 第12編 侯爵前田家編輯部‖著 I214/ｶ/12 石黒文吉
本 0112997963 加賀藩史料 第13編 侯爵前田家編輯部‖著 I214/ｶ/13 石黒文吉
本 0112997927 加賀藩史料 第14編 I214/ｶ/14 清文堂出版
本 0112961475 日暮硯 [恩田  木工‖著] I215/ｵ 土屋元作
本 0112997856 大阪文化史 大阪毎日新聞社‖編纂 I216/ｵ 大阪毎日新聞社
本 0113028027 懐徳堂と明誠舎と住友 宮本  又次‖著 I216/ﾐ 清文堂出版
本 0113028018 住友の家訓と店則 宮本  又次‖著 I216/ﾐ 清文堂出版
本 0113028009 住友の歴史 宮本  又次‖著 I216/ﾐ 清文堂出版
本 0112983433 大阪の研究 [第1巻] 宮本  又次‖編 I216/ﾐ 清文堂出版
本 0113022390 兵庫県の古社寺と遺跡 武藤  誠‖著 I216/ﾑ 武藤誠先生古希記念会
本 0112998855 鳥見霊畤考  吉野離宮考 森口  奈良吉‖著 I216/ﾓ 木原文進堂
本 0112982112 海の正倉院沖ノ島 毎日新聞社‖編 I219/ｵ 毎日新聞社
本 0112952555 世界史における東洋社会 飯塚  浩二‖著 I220/ｲ 毎日新聞社
本 0112362611 東亜の古代文化 梅原 末治‖著 I220/ｳ 養徳社
本 0112363601 加藤博士還暦記念東洋史集説 加藤博士還暦記念論文集刊行会‖編 I220/ｶ 富山房
本 0112363727 東洋史統 巻3 市村 〓次郎‖著 I220/ﾄ/3 富山房
本 0112363736 東洋史統 巻4 市村 〓次郎‖著 I220/ﾄ/4 富山房
本 0112971883 展望  アジアの考古学 樋口  隆康‖[ほか]著 I220/ﾋ 新潮社
本 0112363692 東洋史講座 第8巻 I220/ﾏ 国史講習会雄山閣
本 0112342019 宮崎市定全集 16 宮崎 市定‖著 I220/ﾐ/16 岩波書店
本 0112342028 宮崎市定全集 17 宮崎 市定‖著 I220/ﾐ/17 岩波書店
本 0112342037 宮崎市定全集 18 宮崎 市定‖著 I220/ﾐ/18 岩波書店
本 0112342046 宮崎市定全集 19 宮崎 市定‖著 I220/ﾐ/19 岩波書店
本 0112342055 宮崎市定全集 20 宮崎 市定‖著 I220/ﾐ/20 岩波書店
本 0112342064 宮崎市定全集 21 宮崎 市定‖著 I220/ﾐ/21 岩波書店
本 0112342073 宮崎市定全集 22 宮崎 市定‖著 I220/ﾐ/22 岩波書店
本 0112342082 宮崎市定全集 23 宮崎 市定‖著 I220/ﾐ/23 岩波書店
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本 0112342091 宮崎市定全集 24 宮崎 市定‖著 I220/ﾐ/24 岩波書店
本 0112342108 宮崎市定全集 別巻 宮崎 市定‖著 I220/ﾐ/別 岩波書店
本 0113019340 伽耶文化展  よみがえる古代王国 東京国立博物館‖編 I221/ｶ 朝日新聞社
本 0113018966 三国遺事 一然‖著 I221/ｻ 朝鮮史学会
本 0112990657 古代支那史要 岡崎  文夫‖著 I222/ｵ 弘文堂書房
本 0112998506 東洋史教授資料 桑原  隲蔵‖述 I222/ｸ 東京開成館
本 0112964169 支那学芸大辞彙 近藤  杢‖著 I222/ｺ 立命館出版部
本 0112340217 泉屋清賞 新収編 I222/ｾ 住友吉左衛門
本 0112340226 泉屋清賞 新収編 I222/ｾ 住友吉左衛門
本 0113028107 古文声系 孫  海波‖著 I222/ｿ 来薫閣書店
本 0113004132 殷周時代青銅器の研究 [本文] 林  巳奈夫‖著 I222/ﾊ 吉川弘文館
本 0113004123 殷周時代青銅器の研究 図版 林  巳奈夫‖著 I222/ﾊ 吉川弘文館
本 0112346934 大唐帝国 宮崎 市定‖著 I222/ﾐ 中央公論新社
本 0112339755 中国史 上 宮崎 市定‖著 I222/ﾐ/1 岩波書店
本 0112339764 中国史 下 宮崎 市定‖著 I222/ﾐ/2 岩波書店
本 0113022256 歴代紀元編 李  兆洛‖著 I222/ﾘ 商務印書館
本 0113028580 MASADA Yigael Yadin‖著 I227/YA Weidenfeld and Nicolson
本 0112990675 古代東方史の再建 別冊 定金  右源二‖著 I227/ｻ/2 新樹社
本 0112996456 西洋中世史の研究 植村  清之助‖著 I230/ｳ 星野書店
本 0112996447 西洋史概説 坪井  九馬三‖著 I230/ﾂ 白林社
本 0113028660 DIE AKROPOLIS Walter Hege‖写真 Gerhart Rodenwa I231/AK DEUTSCHER KUNSTVERLAG
本 0113011641 現代人物論  現代史に生きる人々 小泉  信三‖著 I280/ｺ 角川書店
本 0112952458 世界人名百科辞典 荒  正人‖[ほか]編纂 I280/ｾ 青渓書院
本 0113026314 英雄名跡展 日本精神発揚会‖編 I281/ｴ 日本精神発揚会
本 0112996875 日本精神研究 大川  周明‖著 I281/ｵ 行地社出版部
本 0112999122 国史人物論集 天野  正治‖編 I281/ｺ 有文書院
本 0113028526 WINDOWS for the CROWN PRINCE Elizabeth Gray Vining‖著 I288/VI LIPPINCOTT COMPANY
本 0113015585 聖徳太子の人生観 井上  右近‖著 I288/ｲ 慶應書房
本 0113015120 忘れ得ぬこと 木下  道雄‖著 I288/ｷ 憲法の会
本 0113018948 人間明治天皇 栗原  広太‖著 I288/ｸ 駿河台書房
本 0113026118 皇宮 田中  萬逸‖編 I288/ｺ 大日本皇道奉賛会
本 0112989491 皇后さま 主婦の友社‖編 I288/ｺ 主婦の友社
本 0112989543 皇太子御外遊記念写真集 朝日新聞社‖編 I288/ｺ 朝日新聞社
本 0113025850 皇太子殿下御渡欧記念写真帖 第1巻 大阪毎日新聞社‖編纂 I288/ｺ/1 大阪毎日新聞社(発売)
本 0113025869 皇太子殿下御渡欧記念写真帖 第2巻 大阪毎日新聞社‖編纂 I288/ｺ/2 大阪毎日新聞社(発売)
本 0113025878 皇太子殿下御渡欧記念写真帖 第3巻 大阪毎日新聞社‖編纂 I288/ｺ/3 大阪毎日新聞社(発売)
本 0113025887 皇太子殿下御渡欧記念写真帖 第4巻 大阪毎日新聞社‖編纂 I288/ｺ/4 大阪毎日新聞社(発売)
本 0113025896 皇太子殿下御渡欧記念写真帖 第5巻 大阪毎日新聞社‖編纂 I288/ｺ/5 大阪毎日新聞社(発売)
本 0113025903 皇太子殿下御渡欧記念写真帖 第6巻 大阪毎日新聞社‖編纂 I288/ｺ/6 大阪毎日新聞社(発売)
本 0113025912 皇太子殿下御渡欧記念写真帖 第7巻 大阪毎日新聞社‖編纂 I288/ｺ/7 大阪毎日新聞社(発売)
本 0113025921 皇太子殿下御渡欧記念写真帖 第8巻 大阪毎日新聞社‖編纂 I288/ｺ/8 大阪毎日新聞社(発売)
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本 0113025930 皇太子殿下御渡欧記念写真帖 第9巻 大阪毎日新聞社‖編纂 I288/ｺ/9 大阪毎日新聞社(発売)
本 0113025949 皇太子殿下御渡欧記念写真帖 第10巻 大阪毎日新聞社‖編纂 I288/ｺ/10 大阪毎日新聞社(発売)
本 0113028143 いかるがの聲 佐伯  定胤‖謹述 I288/ｻ 法隆寺
本 0112989696 皇太子殿下御外遊記 二荒  芳徳‖著 沢田  節蔵‖著 I288/ｼ 大阪毎日新聞社
本 0113014835 聖徳太子 玉島  實雅‖著 I288/ｼ 奥村  定吉
本 0113014826 聖徳太子研究  一名日本思想史論纂 井上  右近‖著 I288/ｼ 青人草社
本 0112998846 聖徳太子御伝 聖徳太子一千三百年御忌奉賛会‖[編 I288/ｼ 聖徳太子一千三百年御忌奉
本 0112998944 聖徳太子論纂 平安考古会‖編纂 I288/ｼ 平安考古会
本 0113004338 天皇七拾年 I288/ｼ 国際情報社
本 0112987732 今上陛下御日常の一端 鈴木  貫太郎‖謹述 I288/ｽ 日本文化協会
本 0113026494 静寛院宮御書状 I288/ｾ 下郷  傳平
本 0113024691 忠聖録 大阪府立図書館同人会‖編 I288/ﾁ 大阪府立図書館同人会
本 0112960939 聖徳余光 辻  善之助‖著 I288/ﾂ 紀元二千六百年奉祝会
本 0112952939 摂政宮殿下 浜田  豊城‖謹識 一木  喜徳郎‖校 I288/ﾊ 帝国書院
本 0113020301 宝祚大典  国史摘要 仁之巻 福井  三郎‖謹修 I288/ﾎ/1 桜陰文庫
本 0113020310 宝祚大典  国史摘要 義之巻 福井  三郎‖謹修 I288/ﾎ/2 桜陰文庫
本 0113020329 宝祚大典  国史摘要 禮之巻 福井  三郎‖謹修 I288/ﾎ/3 桜陰文庫
本 0113020338 宝祚大典  国史摘要 智之巻 福井  三郎‖謹修 I288/ﾎ/4 桜陰文庫
本 0113020347 宝祚大典  国史摘要 信之巻 福井  三郎‖謹修 I288/ﾎ/5 桜陰文庫
本 0113017468 世界に於ける明治天皇 上 望月  小太郎‖編 I288/ﾒ/1 英文通信社
本 0113017477 世界に於ける明治天皇 下 望月  小太郎‖編 I288/ﾒ/2 英文通信社
本 0113028777 Rowland Harker Robert Hazen‖著 I289/HA
本 0113029348 DIE DREI RINGE Gert Von Klass‖著 I289/KL RAINER WUNDERLICH
本 0113029071 THE LAST GENRO Bunji Omura‖著 I289/OM J.B.LIPPINCOTT
本 0113028544 SAMURAI and SILK Haru Matsukata Reischauer‖著 I289/RE The Belknap Press
本 0113028358 PRINCE SAIONJI 竹越  与三郎‖著 I289/TA 立命館出版部
本 0112997990 幽翁 西川  正治郎‖編 I289/ｲ 栃原孫蔵
本 0113013195 小川治兵衛 山根  徳太郎‖編 I289/ｵ 小川金三
本 0113014087 小畑忠良を偲ぶ  産業報国会編 穂積  七郎  ほか‖編 I289/ｵ 紫紺会
本 0113018546 追善恩光録 岡野  順吉‖著 I289/ｵ 新宮館
本 0112981248 老松町の殿様 石田  茂作‖編集 I289/ｵ 細川護貞
本 0112981809 鹿児島やすほ遺録 鹿児島  やすほ‖著 I289/ｶ 新星書房
本 0113014050 川上嘉市自叙伝 川上  嘉市‖著 I289/ｶ 高風館
本 0113011678 北澤敬二郎氏を偲ぶ 大丸‖編 I289/ｷ 大丸
本 0112978109 工藤友惠 大阪建物株式会社内工藤友惠氏追想 I289/ｸ 大阪建物株式会社内工藤友
本 0112972702 ある歴史家の生い立ち 顧  頡剛‖著 平岡  武夫‖訳 I289/ｸﾞ 岩波書店
本 0112999113 建武の中興と神宮祠官の勤王 神宮祠官勤王顕彰会‖編輯 I289/ｹ 神宮祠官勤王顕彰会
本 0112957355 山路越えて 三田谷  啓‖著 I289/ｻ 大空社
本 0113020230 故志田文雄記念録 志田  林太郎‖編 I289/ｼ 志田  林太郎
本 0113017949 偲ぶ草 福島  行信‖編 I289/ｼ 福島  行信
本 0112980445 郷愁記 杉  正俊‖[著] I289/ｽ 弘文堂書房
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本 0113017039 清泉院小傳 鈴江  幸太郎‖著 I289/ｽ 平野  国太郎
本 0112981881 回想九十年 高橋  誠一郎‖著 I289/ﾀ 筑摩書房
本 0113019992 懐旧譜 竹腰  健造‖著 I289/ﾀ 竹腰  健造
本 0112365896 ナポレオン スタンダール‖著 佐藤 正彰‖訳 I289/ﾅ 弘文堂書房
本 0112365878 ナポレオン 上 エミール・ルートヴィヒ‖[著] 中岡 I289/ﾅ/1 鱒書房
本 0112365887 ナポレオン 下 エミール・ルートヴィヒ‖[著] 中岡 I289/ﾅ/2 鱒書房
本 0112998463 伯爵清浦奎吾伝 下巻 I289/ﾊ 伯爵清浦奎吾伝刊行会
本 0112998551 伯爵清浦奎吾伝 上巻 I289/ﾊ 伯爵清浦奎吾伝刊行会
本 0113002054 浜田先生追悼録 京都帝国大学文学部考古学教室‖編 I289/ﾊ 京都帝国大学文学部考古学
本 0113014461 平沼騏一郎回顧録 平沼騏一郎回顧録編纂委員会‖編 I289/ﾋ 平沼騏一郎回顧録編纂委員
本 0113013266 残照録 宮本  又次‖著 I289/ﾐ
本 0113022176 祖父  三村起一 吉家  定夫‖編 I289/ﾐ
本 0113022238 文殊院小傳 向井  芳彦‖著 I289/ﾑ
本 0112999006 毛利元就 瀬川  秀雄‖著 I289/ﾓ 創元社
本 0113015424 毛利元就卿伝 上巻 三卿伝編纂事務所‖[編]著 I289/ﾓ/1 六盟館
本 0113014979 山田晁伝 山田晁伝記編集委員会‖編 I289/ﾔ ダイキン工業
本 0112957300 山本為三郎翁伝 山本為三郎翁伝編纂委員会‖編纂 I289/ﾔ 朝日麦酒
本 0112991255 沈みつ浮きつ 天 山下  亀三郎‖著 I289/ﾔ/1 山下株式会社秘書部
本 0112991264 沈みつ浮きつ 地 山下  亀三郎‖著 I289/ﾔ/2 山下株式会社秘書部
本 0113020506 頼先生游記帖 I289/ﾗ 芸艸堂
本 0113030979 AMBASSADOR  WORLD  ATLAS I290/AM C.S.HAMMOND
本 0113031022 DIERCKE SCHYLATLAS I290/DI GEORG  WESTERMANN
本 0113030808 THE  TIMES  CONCISE  ATLAS  OF  THE  WORLD I290/TH Times  Newspapers
本 0113014041 マンハッタン・リズム 太田  正文‖著 I290/ｵ 白玉書房
本 0113028429 TOKAIDO  Hiroshige 徳力  富吉郎‖著 Don Kenny‖訳 I291/TO 保育社
本 0113022354 吾妻・磐梯  五色・沼尻 福島山岳スキー倶楽部‖編 I291/ｱ 勇林堂書店
本 0112983576 大阪歴史散歩 宮本  又次‖編 I291/ｵ 河出書房新社
本 0113022318 佛都会津 小野  賢一郎‖著 I291/ｵ あかね屋書房
本 0112981907 かひしなの 河田  〓‖著 I291/ｶ 山と溪谷社
本 0112986706 九州山岳大観 加藤  数功‖著 I291/ｶ 筑紫山岳会
本 0112974602 後立山連峰 冠  松次郎‖著 I291/ｶ 第一書房
本 0112356307 白馬連峰と高瀬渓谷 冠 松次郎‖著 I291/ｶ 梓書房
本 0113013337 たちあがる街から 熊谷  太三郎‖著 I291/ｸ 品川書店
本 0112954768 山谷放浪記 小島  烏水‖著 I291/ｺ 青木書店
本 0113022746 滋賀県史跡調査報告 第11冊 滋賀県史蹟名勝天然記念物調査会‖ I291/ｼ/11 滋賀県
本 0112961091 白馬岳 塚本  閤治‖編 I291/ﾂ 山と渓谷社
本 0112368296 日本案内記 関東篇 鉄道省‖[編] I291/ﾆ 博文館
本 0112368303 日本案内記 中部篇 鉄道省‖[編] I291/ﾆ 博文館
本 0112368287 日本案内記 東北篇 I291/ﾆ 鉄道省
本 0113004604 日本選景 日本文化振興会‖編輯 I291/ﾆ 日本文化振興会
本 0112984691 日本歴史地名大系 14 I291/ﾆ/14 平凡社
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本 0112996857 帝都を顧みて 野村  益三‖著 I291/ﾉ 日本学術普及会
本 0113017155 新日本図帖  附・地名索引 藤田  元春‖著 I291/ﾌ 刀江書院
本 0113013934 ベルツの日記 2-2 トク・ベルツ‖編 菅沼  龍太郎‖訳 I291/ﾍﾞ/2- 岩波書店
本 0113014862 信濃の山河 村澤  武夫‖著 I291/ﾑ 山村  正夫
本 0112350651 大日本地名辞書 首巻 吉田 東伍‖著 I291/ﾖ/7 富山房
本 0112998659 ヒマラヤの旅 長谷川  伝次郎‖著 I292/ﾊ 中央公論社
本 0113028624 A BOOK ABOUT SWEDEN Gustav Asbrink‖著 I293/AS Centraltryckeriet
本 0113029062 Continental Atlas I293/CO Continental
本 0113029099 Deutschland I293/DE ATLANTIS
本 0113028571 EUROPA TOURING I293/EU The Swiss Touring Club
本 0113028713 FLORENCE I293/FL G.FATTORUSSO
本 0113028562 WONDERS OF ITALY I293/WO G.FATTORUSSO
本 0113013630 三つのソ聯紀行 平田  次三郎‖著 I293/ﾋ 河出書房
本 0113028982 SOUTH PACIFIC A TO Z Robert S. Kane‖著 I297/SO Doubleday & Company
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