
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】：912～913.9
【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 0112337757 近松以後 黒木 勘蔵‖著 I912.4/ｸ 大東出版社
本 0112954447 漂泊の物語 広末  保‖著 I912.4/ﾋ 平凡社
本 0112955491 黙阿弥襍記 河竹  繁俊‖著 I912.5/ｶ 岡倉書房
本 0112958942 作者の家 河竹  登志夫‖著 I912.5/ｶ 講談社
本 0112985887 河竹黙阿弥 河竹  繁俊‖著 I912.5/ｶ 創元社
本 0112350759 黙阿弥名作選 第1巻 [河竹 黙阿弥‖著] 河竹 繁俊‖校訂 I912.5/ｶ/1 創元社
本 0112350768 黙阿弥名作選 第2巻 [河竹 黙阿弥‖著] 河竹 繁俊‖校訂 I912.5/ｶ/2 創元社
本 0112350777 黙阿弥名作選 第3巻 [河竹 黙阿弥‖著] 河竹 繁俊‖校訂 I912.5/ｶ/3 創元社
本 0112350786 黙阿弥名作選 第4巻 [河竹 黙阿弥‖著] 河竹 繁俊‖校訂 I912.5/ｶ/4 創元社
本 0112350795 黙阿弥名作選 第5巻 [河竹 黙阿弥‖著] 河竹 繁俊‖校訂 I912.5/ｶ/5 創元社
本 0112985388 歌舞伎名作選 第7巻 戸板  康二‖編纂解説 山本  二郎‖ I912.5/ｶ/7 東京創元社
本 0112362979 道元の冒険 井上 ひさし‖著 I912.6/ｲ 新潮社
本 0112977226 菊吉共演戯曲集 宇野  信夫‖[著] I912.6/ｳ 青蛙房
本 0112977084 かどで 久保田  万太郎‖著 I912.6/ｸ 文体社
本 0112971936 あぶらでり 久保田  万太郎‖著 I912.6/ｸ 養徳社
本 0112353015 真山青果 田辺 明雄‖著 I912.6/ﾀ 北洋社
本 0112347112 田中千禾夫戯曲全集 1 田中 千禾夫‖著 I912.6/ﾀ/1 白水社
本 0112347121 田中千禾夫戯曲全集 2 田中 千禾夫‖著 I912.6/ﾀ/2 白水社
本 0112352631 戯曲 幕末純情伝 つか こうへい‖著 I912.6/ﾂ 白水社
本 0112359527 真船豊集 真船  豊‖著 I912.6/ﾏ 坂上書院
本 0112957337 山参道 真船  豊‖著 I912.6/ﾏ 二見書房
本 0112353346 世阿弥 山崎 正和‖著 I912.6/ﾔ 河出書房新社
本 0113011730 ふりだした雪  他四編 久保田  万太郎‖著 I912/ｸ 改造社
本 0113012604 侠客春雨傘 福地  桜痴‖著 I912/ﾌ 春陽堂
本 0112996697 古事記全釈 植松  安‖共著 大塚  竜夫‖共著 I913.2/ｳ 広文堂書店
本 0112350009 風土記 上 久松 潜一‖校註 I913.2/ﾌ/1 朝日新聞社
本 0112350018 風土記 下 久松 潜一‖校註 I913.2/ﾌ/2 朝日新聞社
本 0112990443 古事記概説 山田  孝雄‖著 I913.2/ﾔ 中央公論社
本 0112973186 伊勢物語 池田  勉‖著 I913.3/ｲ 市ケ谷出版社
本 0112974826 宇津保物語 上 I913.3/ｳ/1 有朋堂書店
本 0112974835 宇津保物語 下 I913.3/ｳ/2 有朋堂書店
本 0113011990 大鏡 藤田  豪之輔‖校註 I913.3/ｵ 廣文堂
本 0113015371 源氏の女君 清水  好子‖著 I913.3/ｼ 三一書房
本 0112955712 紫式部の芸術を憶ふ 島津  久基‖著 I913.3/ｼ 要書房
本 0112974951 源氏物語女性群像 第15巻 曾根  豊祐‖著 I913.3/ｿ 「源氏物語女性群像」刊行
本 0112351767 平安朝物語集 I913.3/ﾍ 有朋堂書店
本 0113014103 平安時代物語の研究 松尾  聡‖著 I913.3/ﾏ 東宝書房
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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 0113013738 かぐや姫物語 宮田  和一郎‖著 I913.3/ﾐ 越後屋書房
本 0112969565 源氏物語 第1巻 [紫式部‖著] 与謝野  晶子‖訳 I913.3/ﾑ/1 三笠書房
本 0112969574 源氏物語 第2巻 [紫式部‖著] 与謝野  晶子‖訳 I913.3/ﾑ/2 三笠書房
本 0112969583 源氏物語 第3巻 [紫式部‖著] 与謝野  晶子‖訳 I913.3/ﾑ/3 三笠書房
本 0112969592 源氏物語 第4巻 [紫式部‖著] 与謝野  晶子‖訳 I913.3/ﾑ/4 三笠書房
本 0112953037 戦記文学 五十嵐  力‖著 I913.4/ｲ 河出書房
本 0113012016 源平盛衰記 上 三浦  理‖編 I913.4/ｹﾞ/ 有朋堂書店
本 0113012025 源平盛衰記 下 三浦  理‖編 I913.4/ｹﾞ/ 有朋堂書店
本 0112998150 平家物語評釈 内海  弘蔵‖著 I913.4/ﾍ 明治書院
本 0112353122 保元物語平治物語北条九代記 I913.4/ﾎ 有朋堂書店
本 0113012007 増鏡 塚本  哲三‖編 I913.4/ﾏ 有朋堂書店
本 0112955776 物語と語り物 柳田 国男‖著 I913.4/ﾔ 角川書店
本 0112958755 吉野拾遺 高藤  武馬‖校註 I913.4/ﾖ 春陽堂書店
本 0112342518 井原西鶴 森  銑三‖著 I913.5/ｲ 吉川弘文館
本 0112368358 日本永代蔵 [井原 西鶴‖著] 暉峻 康隆‖訳・注 I913.5/ｲ 小学館
本 0112963188 西鶴新論 暉峻  康隆‖著 I913.5/ｲ 中央公論社
本 0113002296 春雨物語・癇癖談 上田  秋成‖著 重友  毅‖校訂 I913.5/ｳ 岩波書店
本 0112974434 上田秋成 森田  喜郎‖著 I913.5/ｳ 紀伊国屋書店
本 0112971650 秋成 重友  毅‖著 I913.5/ｳ 日本評論社
本 0112989614 好色日本三大奇書 斎藤  昌三‖訳 I913.5/ｻ 風俗文献社
本 0112953581 滝沢馬琴 麻生  磯次‖著 I913.5/ﾀ 三省堂
本 0112973649 一期一会 網野  菊‖著 I913.6/ｱ 講談社
本 0112359439 やちまた 上巻 足立  巻一‖著 I913.6/ｱ/1 河出書房新社
本 0112359420 やちまた 下巻 足立  巻一‖著 I913.6/ｱ/2 河出書房新社
本 0112346159 湯布院ゆめ芝居 岩男 淳一郎‖著 I913.6/ｲ リクルート出版
本 0112964533 至福千年 石川  淳‖著 I913.6/ｲ 岩波書店
本 0112950879 風濤 井上  靖‖著 I913.6/ｲ 講談社
本 0112355825 紫苑物語 石川 淳 I913.6/ｲ 講談社文芸文庫
本 0112952813 石涛 井上 靖‖著 I913.6/ｲ 新潮社
本 0112990586 後白河院 井上  靖‖[著] I913.6/ｲ 筑摩書房
本 0112979000 越前の女 石川  真介‖著 I913.6/ｲ 東京創元社
本 0112981587 大伴家持 岩倉  政治‖著 I913.6/ｲ 六興出版部
本 0112980739 狂風記 上 石川 淳‖著 I913.6/ｲ/1 集英社
本 0112980748 狂風記 下 石川 淳‖著 I913.6/ｲ/2 集英社
本 0112982372 鬼平犯科帳 1 池波  正太郎‖著 I913.6/ｲ/1 文芸春秋
本 0112982381 鬼平犯科帳 2 池波  正太郎‖著 I913.6/ｲ/2 文芸春秋
本 0112982390 鬼平犯科帳 3 池波  正太郎‖著 I913.6/ｲ/3 文芸春秋
本 0112982407 鬼平犯科帳 4 池波  正太郎‖著 I913.6/ｲ/4 文芸春秋
本 0112979858 幻化 梅崎  春生‖著 I913.6/ｳ 新潮社
本 0112981578 大部屋役者 宇野  信夫‖著 I913.6/ｳ 文芸春秋
本 0112351696 老人病棟 江川 晴‖著 I913.6/ｴ 小学館

2／7



2014/04/11新居浜市立図書館(本館) 図書目録リスト
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本 0112959353 沈黙 遠藤 周作‖[著] I913.6/ｴ 新潮社
本 0112352855 留学 遠藤 周作‖著 I913.6/ｴ 新潮社
本 0112346140 夢うつつの記 円地 文子‖著 I913.6/ｴ 文芸春秋
本 0112981630 王の挽歌 上巻 遠藤  周作‖著 I913.6/ｴ/1 新潮社
本 0112981649 王の挽歌 下巻 遠藤  周作‖著 I913.6/ｴ/2 新潮社
本 0112356129 堺港攘夷始末 大岡 昇平‖著 I913.6/ｵ 中央公論社
本 0113001340 小説芭蕉日記 荻原  井泉水‖作 I913.6/ｵ 朝日新聞社
本 0112952886 世相 織田  作之助‖著 I913.6/ｵ 八雲書店
本 0112353989 真田幸村 尾崎 士郎‖著 I913.6/ｵ 鱒書房
本 0112352276 旅人芭蕉 荻原 井泉水‖著 I913.6/ｵ/1 春秋社
本 0112352285 旅人芭蕉 続 荻原 井泉水‖著 I913.6/ｵ/2 春秋社
本 0113014283 菊五郎格子 加賀山  直三‖著 I913.6/ｶ リンゴ書院
本 0113013569 團十郎三代 加賀山  直三‖著 I913.6/ｶ 三杏書院
本 0112956418 役者 川口 松太郎‖著 I913.6/ｶ 新潮社
本 0112982693 応仁四話 唐木  順三‖著 I913.6/ｶ 筑摩書房
本 0112975166 川端康成作品選 川端  康成‖著 I913.6/ｶ 中央公論社
本 0112346177 ゆれる風景 甲斐 英輔‖著 I913.6/ｶ 朝日新聞社
本 0112972604 ある女形の一生 加賀山  直三‖著 I913.6/ｶ 東京創元社
本 0112351981 真田幸村 上 海音寺 潮五郎‖著 I913.6/ｶ/1 六興出版
本 0112351990 真田幸村 下 海音寺 潮五郎‖著 I913.6/ｶ/2 六興出版
本 0112978993 越後屋おらく 岸 宏子‖著 I913.6/ｷ エフエー出版
本 0113013186 若ければこそ 北畠  八穂‖著 I913.6/ｷ 光の友社
本 0112334821 楡家の人びと 北 杜夫‖著 I913.6/ｷ 新潮社
本 0112981569 大山元帥 木村  毅‖著 I913.6/ｷ 大日本雄弁会講談社
本 0112350517 小説 与謝蕪村 上 木宮 高彦‖著 I913.6/ｷ/1 学陽書房
本 0112350526 小説 与謝蕪村 下 木宮 高彦‖著 I913.6/ｷ/2 学陽書房
本 0112965827 春泥・花冷え 久保田  万太郎‖著 I913.6/ｸ 岩波書店
本 0112365663 中村鴈治郎 上巻 邦枝 完二‖著 I913.6/ｸ 雁文庫
本 0112336400 のぼり窯 久保 栄‖著 I913.6/ｸ 新潮社
本 0112960948 レモン色の月 源氏  鶏太‖著 I913.6/ｹﾞ 新潮社
本 0113015914 御先代様 源氏  鶏太‖著 I913.6/ｹﾞ 東方社
本 0112357761 ホープさん 源氏 鶏太‖著 I913.6/ｹﾞ 文芸春秋新社
本 0112978742 幸福さん 源氏  鶏太‖著 I913.6/ｹﾞ 毎日新聞社
本 0112978671 現代日本小説大系 第3巻 日本近代文学研究会‖編集 I913.6/ｹﾞ/ 河出書房
本 0112978680 現代日本小説大系 第6巻 日本近代文学研究会‖編集 I913.6/ｹﾞ/ 河出書房
本 0112957774 幽秘記 露伴学人‖著 I913.6/ｺ 改造社
本 0112984432 葛飾北斎 小島 政二郎‖著 I913.6/ｺ 光風社出版
本 0112974595 喪われた祖国 耕  治人‖著 I913.6/ｺ 講談社
本 0112361970 天井から降る哀しい音 耕 治人‖著 I913.6/ｺ 講談社
本 0112960378 初代中村吉右衛門 小島  政二郎‖著 I913.6/ｺ 講談社
本 0112365547 流れる 幸田 文‖著 I913.6/ｺ 新潮社
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本 0112976771 運命・連環記 幸田  露伴‖[著] I913.6/ｺ 筑摩書房
本 0112978797 幸田露伴集 幸田  露伴‖著 斎藤  茂吉‖編 I913.6/ｺ 東方書局
本 0112989703 耕治人自選作品集 耕  治人‖著 I913.6/ｺ 武蔵野書房
本 0112357495 詩人千家元麿 耕 治人‖著 I913.6/ｺ 弥生書房
本 0113012043 色の道教えます  続 五味  康祐‖著 I913.6/ｺﾞ 新潮社
本 0113015460 阿難 五井  昌久‖著 I913.6/ｺﾞ 白光真宏会
本 0112978822 幸田露伴史伝小説集 巻1 幸田  露伴‖著 I913.6/ｺ/1 中央公論社
本 0112978831 幸田露伴史伝小説集 巻2 幸田  露伴‖著 I913.6/ｺ/2 中央公論社
本 0112981783 葛西善蔵 佐佐木  千之‖著 I913.6/ｻ 学芸社
本 0112355497 源実朝の生涯 佐藤 風人‖著 I913.6/ｻ 暁印書館
本 0112355816 明治の兄妹 早乙女 貢‖著 I913.6/ｻ 新人物往来社
本 0112984450 加藤清正 佐竹 申伍‖著 I913.6/ｻ 青樹社
本 0112352604 山上憶良 桜田 常久‖著 I913.6/ｻ 東邦出版社
本 0112984030 女のいくさ 佐藤  得二‖著 I913.6/ｻ 二見書房
本 0112964748 釈迦堂物語 佐藤  春夫‖著 I913.6/ｻ 平凡社
本 0112951039 羽左衛門伝説 里見  〓‖著 I913.6/ｻ 毎日新聞社
本 0112354620 清兵衛と瓢箪・小僧の神様 志賀 直哉‖著 I913.6/ｼ 集英社
本 0113001634 八代目団十郎の死 霜川  遠志‖著 I913.6/ｼ 新人物往来社
本 0112356398 落日燃ゆ 城山 三郎‖[著] I913.6/ｼ 新潮社
本 0112972515 男たちの好日 城山 三郎‖著 I913.6/ｼ 日本経済新聞社
本 0112978163 空海の風景 上巻 司馬 遼太郎‖著 I913.6/ｼ/1 中央公論社
本 0112978154 空海の風景 下巻 司馬 遼太郎‖著 I913.6/ｼ/2 中央公論社
本 0112350474 ひとびとの跫音 上 司馬 遼太郎‖著 I913.6/ｼ/1 中央公論社
本 0112350483 ひとびとの跫音 下 司馬 遼太郎‖著 I913.6/ｼ/2 中央公論社
本 0112956383 娘と私 上 獅子  文六‖著 I913.6/ｼ/1 新潮社
本 0112968236 勝海舟 第1巻 子母沢 寛‖[著] I913.6/ｼ/1 新潮社
本 0112968245 勝海舟 第2巻 子母沢 寛‖[著] I913.6/ｼ/2 新潮社
本 0112968254 勝海舟 第3巻 子母沢 寛‖[著] I913.6/ｼ/3 新潮社
本 0112968263 勝海舟 第4巻 子母沢 寛‖[著] I913.6/ｼ/4 新潮社
本 0112968272 勝海舟 第5巻 子母沢 寛‖[著] I913.6/ｼ/5 新潮社
本 0112968281 勝海舟 第6巻 子母沢 寛‖[著] I913.6/ｼ/6 新潮社
本 0112980533 清水焼風景 須井  一‖著 I913.6/ｽ 改造社
本 0112979750 虚空を風が吹く 杉本  苑子‖[著] I913.6/ｽ 講談社
本 0113001965 華の碑文 杉本  苑子‖著 I913.6/ｽ 講談社
本 0113002508 人間の運命 第1巻 芹沢  光治良‖著 I913.6/ｾ 新潮社
本 0112361364 手毬 瀬戸内 寂聴‖著 I913.6/ｾ 新潮社
本 0112354041 花野 瀬戸内 晴美‖[著] I913.6/ｾ 文芸春秋
本 0112997348 良寛坊物語 相馬  御風‖著 I913.6/ｿ 春秋社
本 0112979830 木枯しの庭 曾野  綾子‖[著] I913.6/ｿ 新潮社
本 0112980472 虚構の家 曽野  綾子‖著 I913.6/ｿ 文芸春秋
本 0112966087 小説芭蕉 多田 裕計‖著 I913.6/ﾀ 学研
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本 0112957122 世阿弥 滝川  駿‖著 I913.6/ﾀ 圭文館
本 0112360445 対馬物語 田井 友季子‖著 I913.6/ﾀ 光言社
本 0113001910 花は橘 竹田  真砂子‖著 I913.6/ﾀ 集英社
本 0112987313 京都フランス物語 田村  喜子‖著 I913.6/ﾀ 新潮社
本 0112977164 貴族の階段 武田  泰淳‖著 I913.6/ﾀ 中央公論社
本 0112334206 山のメルヒェン 田中 清光‖著 I913.6/ﾀ 文京書房
本 0112354229 秘苑の花 張 赫宙‖著 I913.6/ﾁ 世界社
本 0112337533 近松秋江傑作選集 第1巻 近松 秋江‖著 I913.6/ﾁ/1 中央公論社
本 0112337542 近松秋江傑作選集 第2巻 近松 秋江‖著 I913.6/ﾁ/2 中央公論社
本 0112337551 近松秋江傑作選集 第3巻 近松 秋江‖著 I913.6/ﾁ/3 中央公論社
本 0112348683 出家と魔性 決闘篇1 寺田 弥吉‖著 I913.6/ﾃ/1 誠信書房
本 0112348692 出家と魔性 決闘篇2 寺田 弥吉‖著 I913.6/ﾃ/2 誠信書房
本 0112348709 出家と魔性 魔性篇1 寺田 弥吉‖著 I913.6/ﾃ/1 誠信書房
本 0112348718 出家と魔性 魔性篇2 寺田 弥吉‖著 I913.6/ﾃ/2 誠信書房
本 0112348665 出家と魔性 濁流篇1 寺田 弥吉‖著 I913.6/ﾃ/1 誠信書房
本 0112348674 出家と魔性 濁流篇2 寺田 弥吉‖著 I913.6/ﾃ/2 誠信書房
本 0112352668 ゾルゲの遺言 伴野 朗‖[著] I913.6/ﾄ 角川書店
本 0112335688 濡れにぞ濡れし 外村 繁‖著 I913.6/ﾄ 講談社
本 0112363941 遠いアメリカ 常盤 新平‖著 I913.6/ﾄ 講談社
本 0112953224 団十郎切腹事件 戸板  康二‖著 I913.6/ﾄ 立風書房
本 0113011106 最後の元老 西園寺公望 上 豊田 穣‖著 I913.6/ﾄ/1 新潮社
本 0113011115 最後の元老 西園寺公望 下 豊田 穣‖著 I913.6/ﾄ/2 新潮社
本 0112364101 徳川秀忠 1巻 戸部 新十郎‖著 I913.6/ﾄ/1 徳間書店
本 0112362265 天の夕顔 中河 与一‖原作 太田 朗‖英訳 I913.6/ﾅ こびあん書房
本 0112351936 本阿弥行状記 中野 孝次‖著 I913.6/ﾅ 河出書房新社
本 0112960412 李花哀傷 那須  辰造‖著 I913.6/ﾅ 鎌倉書房
本 0112982862 街路樹 中  勘助‖著 I913.6/ﾅ 岩波書店
本 0113001689 鳩の話 中  勘助‖著 I913.6/ﾅ 岩波書店
本 0112980061 乾隆御賦 長与  善郎‖著 I913.6/ﾅ 錦城出版社
本 0112956793 野性の誘惑 長与  善郎‖著 I913.6/ﾅ 光文社
本 0112346168 夢幻か 南条 範夫‖ほか著 I913.6/ﾅ 講談社
本 0112364806 鳥の物語 中 勘助‖著 I913.6/ﾅ 山根書店
本 0112955669 梁川星巌 中谷  孝雄‖著 I913.6/ﾅ 小学館
本 0112957649 幽斎父子 長与  善郎‖著 I913.6/ﾅ 人文書院
本 0113013621 清朝末期 中島  幸三郎‖著 I913.6/ﾅ 大阪屋號書店
本 0113003320 芭蕉庵桃青 中山  義秀‖著 I913.6/ﾅ 中央公論社
本 0112361550 手袋のかたつぽ 永井 竜男‖著 I913.6/ﾅ 日比谷出版社
本 0112364851 問はずがたり 永井  荷風‖著 I913.6/ﾅ 扶桑書房
本 0112954571 三世沢村田之助 南条 範夫‖著 I913.6/ﾅ 文芸春秋
本 0112999667 大菩薩峠 第1巻 中里  介山‖著 I913.6/ﾅ/1 春秋社
本 0112999676 大菩薩峠 第2巻 中里  介山‖著 I913.6/ﾅ/2 春秋社
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本 0112999685 大菩薩峠 第3巻 中里  介山‖著 I913.6/ﾅ/3 春秋社
本 0112999694 大菩薩峠 第4巻 中里  介山‖著 I913.6/ﾅ/4 春秋社
本 0112999701 大菩薩峠 第5巻 中里  介山‖著 I913.6/ﾅ/5 春秋社
本 0112999710 大菩薩峠 第6巻 中里  介山‖著 I913.6/ﾅ/6 春秋社
本 0112961947 若い息子 野上  弥生子‖著 I913.6/ﾉ 岩波書店
本 0112989678 高僧の座席 土師  清二‖著 I913.6/ﾊ 大法輪閣
本 0112355807 断崖の年 日野 啓三‖著 I913.6/ﾋ 中央公論社
本 0112351160 美妙選集 上巻 [山田 美妙‖著] 柳田 泉‖[ほか]編 I913.6/ﾋﾞ/ 立命館出版部
本 0112351179 美妙選集 下巻 [山田 美妙‖著] 柳田 泉‖[ほか]編 I913.6/ﾋﾞ/ 立命館出版部
本 0112950557 悲恋の為恭 藤森  成吉‖著 I913.6/ﾌ 改造社
本 0112979590 こころ変り 舟橋  聖一‖著 I913.6/ﾌ 新潮社
本 0112986742 北村透谷 舟橋  聖一‖著 I913.6/ﾌ 中央公論社
本 0113014746 國木田獨歩  長篇小説 前 福田  清人‖著 I913.6/ﾌ/1 斉藤書店
本 0113014755 國木田獨歩  長篇小説 後 福田  清人‖著 I913.6/ﾌ/2 斉藤書店
本 0112951734 ミシェル城館の人 争乱の時代 堀田 善衛‖著 I913.6/ﾎ 集英社
本 0112989730 曠野抄 堀  辰雄‖著 I913.6/ﾎ 養徳社
本 0112982032 エホバの顔を避けて 丸谷  才一‖[著] I913.6/ﾏ 河出書房新社
本 0112963455 心象風景 牧野  信一‖著 I913.6/ﾏ 創元社
本 0112364904 敦煌物語 松岡 譲‖著 I913.6/ﾏ 日下部書店
本 0112980338 草の径 松本 清張‖著 I913.6/ﾏ 文芸春秋
本 0112359108 マタイ伝 北原  武夫‖著 I913.6/ﾏ 文体社
本 0112960396 乱世三代の夢 三輪  和雄‖著 I913.6/ﾐ 講談社
本 0112973033 生きよ義経 三好 京三‖著 I913.6/ﾐ 新潮社
本 0112977075 家長 三浦  朱門‖著 I913.6/ﾐ 文芸春秋
本 0113002937 馬鹿一万歳 武者小路  実篤‖著 I913.6/ﾑ 河出書房
本 0112978537 かげろふの日記遺文 室生  犀星‖著 I913.6/ﾑ 講談社
本 0112955507 木喰四国堂縁起 山中  公男‖著 I913.6/ﾔ 河出書房新社
本 0112979064 江戸役者異聞 山本 昌代‖著 I913.6/ﾔ 河出書房新社
本 0113003188 白鳳の絶唱 山路 麻芸‖著 I913.6/ﾔ 春秋社
本 0112978449 織田信長 1 山岡  荘八‖著 I913.6/ﾔ/1 大日本雄弁会講談社
本 0112978458 織田信長 2 山岡  荘八‖著 I913.6/ﾔ/2 大日本雄弁会講談社
本 0112978467 織田信長 3 山岡  荘八‖著 I913.6/ﾔ/3 大日本雄弁会講談社
本 0112978476 織田信長 4 山岡  荘八‖著 I913.6/ﾔ/4 大日本雄弁会講談社
本 0112353364 毛利元就 上巻 山岡 荘八‖著 I913.6/ﾔ/1 東都書房
本 0112352711 毛利元就 下巻 山岡 荘八‖著 I913.6/ﾔ/2 東都書房
本 0112956846 目玉 吉行  淳之介‖著 I913.6/ﾖ 新潮社
本 0112955231 砂の上の植物群 吉行  淳之介‖著 I913.6/ﾖ 文芸春秋新社
本 0112364520 飛鳥の悲唱 吉村 遊三‖著 I913.6/ﾖ 有峰書店
本 0112363950 遠き落日 上 渡辺 淳一‖著 I913.6/ﾜ/1 角川書店
本 0112363969 遠き落日 下 渡辺 淳一‖著 I913.6/ﾜ/2 角川書店
本 0112358797 挿話 徳田 秋声‖著 I913.7/ﾄ 桜井書店
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本 0112357299 風船の使者 中村 草田男‖著 I913.8/ﾅ みすず書房
本 0112367340 日本の神話 1 松谷 みよ子‖文 瀬川 康男‖絵 I913/ﾏ/1 講談社
本 0112367359 日本の神話 2 松谷 みよ子‖文 瀬川 康男‖絵 I913/ﾏ/2 講談社
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