
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】：911～911.2
【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 0112981319 新編折々のうた 第3 大岡  信‖著 I911.0/ｵ 朝日新聞社
本 0112981328 折々のうた 第6 大岡 信‖著 I911.0/ｵ 岩波書店
本 0112359670 歌謡俳書選集 8 藤井  乙男‖編輯及解説 I911.0/ｶ/8 文献書院
本 0112953215 短詩形問答 栗山  理一‖著 I911.0/ｸ 永田書房
本 0112334126 日本詩歌のリズム 相良 守次‖著 I911.0/ｻ 教育研究会
本 0112363308 童馬山房夜話 第1 斎藤 茂吉‖著 I911.0/ｻ/1 八雲書店
本 0112363317 童馬山房夜話 第2 斎藤 茂吉‖著 I911.0/ｻ/2 八雲書店
本 0112363326 童馬山房夜話 第3 斎藤 茂吉‖著 I911.0/ｻ/3 八雲書店
本 0112363335 童馬山房夜話 第4 斎藤 茂吉‖著 I911.0/ｻ/4 八雲書店
本 0112965756 句歌春秋 竹西  寛子‖著 I911.0/ﾀ 新潮社
本 0112367108 日本の詩歌 3 I911.0/ﾆ/3 中央公論社
本 0112367117 日本の詩歌 5 I911.0/ﾆ/5 中央公論社
本 0112367126 日本の詩歌 8 I911.0/ﾆ/8 中央公論社
本 0112367135 日本の詩歌 14 I911.0/ﾆ/1 中央公論社
本 0112338426 斎藤茂吉論 本林 勝夫‖著 I911.1 角川書店
本 0112338863 斎藤茂吉の研究 本林 勝夫‖著 I911.1 桜楓社
本 0113016227 魚族  阿澄一三歌集 阿澄  一三‖著 I911.1/ｱ 初音書房
本 0113019545 旅の空  歌集 阿部  信男‖著 I911.1/ｱ
本 0113017048 少年  歌集 安達  龍雄‖著 I911.1/ｱ 白玉書房
本 0112972775 安藤野鴈集 安藤  野鴈‖[著] 渡辺  刀水‖編 I911.1/ｱ 上田泰文堂
本 0112987108 会津八一全歌集 会津  八一‖著 I911.1/ｱ 中央公論社
本 0112987117 会津八一伝 吉池  進‖著 I911.1/ｱ 会津八一先生伝刊行会
本 0113016496 霜ぐもり  荒井孝歌集 荒井  孝‖著 I911.1/ｱ 白玉書房
本 0113019778 海彼遊記  歌集 秋山  廉‖著 I911.1/ｱ 讃岐総合印刷出版部
本 0112346186 山々の雨 秋山 加代‖著 I911.1/ｱ 文芸春秋
本 0113016236 萩三千  歌集 秋田  青雨‖著 I911.1/ｱ 青樫社
本 0112987126 会津八一 植田  重雄‖著 I911.1/ｱ 文芸春秋
本 0112957408 山と太陽 青山  榛三郎‖著 I911.1/ｱ 山河社
本 0113016691 星三集  歌集 青山  星三‖著 I911.1/ｱ アカデミーサービス
本 0112971721 赤星信一歌集 赤星  信一‖著 I911.1/ｱ 古今書院
本 0112953126 蒼炎 朝吹  磯子‖著 I911.1/ｱ 新星書房
本 0113016735 山越しの風  歌集 朝田  とみゑ‖著 I911.1/ｱ みぎわ書房
本 0112358859 白描 明石  海人‖著 I911.1/ｱ 改造社
本 0112972597 有田静昭歌集 有田  静昭‖著 I911.1/ｱ 芸風書院
本 0112354924 子規歌論の展開 有田  静昭‖著 I911.1/ｱ 八木書店
本 0112354933 子規歌論の発展と継承 有田 静昭‖著 I911.1/ｱ 桜楓社
本 0113017397 朝川  歌集 伊吹  高吉‖著 I911.1/ｲ 第二書房
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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 0112359830 峡の空 伊藤  秀之‖著 I911.1/ｲ 短歌新聞社
本 0112957514 山の影 続 伊藤  徹也‖著 伊藤  達也‖編 I911.1/ｲ 初音書房
本 0112973916 定本伊藤保歌集 伊藤  保‖著 I911.1/ｲ 白玉書房
本 0112348601 左千夫歌集 伊藤 左千夫‖著 斎藤 茂吉‖[ほか] I911.1/ｲ 岩波書店
本 0112354700 草谷 伊藤 生更‖著 I911.1/ｲ 美知思波発行所
本 0112950496 万葉集雑攷 井上  通泰‖著 I911.1/ｲ 明治書院
本 0112959264 潮雷 磯  恭清‖著 I911.1/ｲ 白玉書房
本 0113019876 季節の挽歌  歌集 岩下  秋夫‖著 I911.1/ｲ 街路樹叢書
本 0112961448 光る潮 岩沙  政一‖著 I911.1/ｲ 椎の木書房
本 0112976897 垣山 岩沙  政一‖著 I911.1/ｲ 白玉書房
本 0113017422 岩本栄一歌集 岩本  栄一‖著 I911.1/ｲ 遺歌集刊行会
本 0112977048 歌人啄木 吉田  孤羊‖著 I911.1/ｲ 洋々社
本 0112977271 看忙 犬丸  秀雄‖著 I911.1/ｲ 石川書房
本 0112976922 海表 犬丸  秀雄‖著 I911.1/ｲ 白玉書房
本 0112990764 国歌の胎生及び発達 五十嵐  力‖著 I911.1/ｲ 早稲田大学出版部
本 0113017208 石榑茂歌集 五島  茂‖著 I911.1/ｲ 日本評論社
本 0112955696 紫草 今井  邦子‖著 I911.1/ｲ 岩波書店
本 0112980427 あかね 今中  楓渓‖著 I911.1/ｲ 紅玉堂書店
本 0112973934 伊藤左千夫 山本  英吉‖著 I911.1/ｲ 東京堂
本 0112978724 源流 市原  正一‖著 I911.1/ｲ 群山発行所
本 0112364539 飛砂 市田 渡‖著 I911.1/ｲ 短歌新聞社
本 0112973373 和泉式部 寺田 透‖[著] I911.1/ｲ 筑摩書房
本 0112976487 古典の探求 石井  庄司‖著 I911.1/ｲ 第一書房
本 0112976879 佳筵 石橋  源太郎‖著 I911.1/ｲ 短歌新聞社
本 0113017654 北窓集  歌集 石原  真一‖著 I911.1/ｲ 白玉書房
本 0112978127 現代短歌 石山  徹郎‖著 I911.1/ｲ 日本評論社
本 0113016548 山澤集  短歌造形作品 石川  確治‖著 I911.1/ｲ 桑名文星堂
本 0113018181 雲光  歌集 泉  幸吉 I911.1/ｲ 住友吉左衛門
本 0112364398 途上  歌集 泉  幸吉 I911.1/ｲ 住友吉左衛門
本 0113002321 青い霧  歌集 泉  幸吉 I911.1/ｲ 創元者
本 0113002376 樅木立 泉  幸吉‖[著] I911.1/ｲ 住友吉左衛門
本 0113002367 急雪 泉  幸吉‖著 I911.1/ｲ 創元社
本 0112974014 為奈野 池須  健三‖著 I911.1/ｲ 暁夢艸房
本 0112361961 天上の火 猪川 喬興‖著 I911.1/ｲ 至芸出版社
本 0112973872 一首百景 朝日新聞学芸部‖編 I911.1/ｲ 文化出版局
本 0113017191 入江眞雄歌集 入江  眞雄‖著 I911.1/ｲ 入江  信男
本 0113018458 礫底  歌集 板垣  家子夫‖著 I911.1/ｲ 白玉書房
本 0112965747 春暁 板宮  清治‖著 I911.1/ｲ 短歌新聞社
本 0113016753 風塵  歌集 板宮  清治‖著 I911.1/ｲ 短歌新聞社
本 0112954820 港の風 飯岡  幸吉‖著 I911.1/ｲ 白玉書房
本 0113018216 街路樹  歌集 飯島  一秋‖著 I911.1/ｲ 初音書房
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本 0112973408 和泉式部私抄 保田  与重郎‖著 I911.1/ｲ 育英書院
本 0113019581 いかるが  歌集 林泉綾部歌会‖編 I911.1/ｲ 横山  正
本 0112975111 和泉武部集 和泉式部‖著 窪田  空穂‖校註 I911.1/ｲ 朝日新聞社
本 0112973391 和泉式部歌集 和泉式部‖著 清水文雄‖校訂 I911.1/ｲ 岩波書店
本 0112338435 斎藤茂吉随行記 上巻 板垣 家子夫‖著 I911.1/ｲ/1 古川書房
本 0112338444 斎藤茂吉随行記 下巻 板垣 家子夫‖著 I911.1/ｲ/2 古川書房
本 0113019750 百日紅  歌集 牛尾  龍七‖著 I911.1/ｳ 牛尾  正一
本 0112365734 夏蔭 上村 孫作‖著 I911.1/ｳ 札幌青磁社
本 0112954795 西行・実朝・良寛 上田  三四二‖著 I911.1/ｳ 角川書店
本 0112976218 現代歌人論 上田  三四二‖著 I911.1/ｳ 読売新聞社
本 0112985761 枯山水 植松  寿樹‖著 I911.1/ｳ 砂子屋書房
本 0112959567 短歌への出発 生方 たつゑ‖著 I911.1/ｳ 角川書店
本 0113019509 幻塵  歌集 太秦  由美子‖著 I911.1/ｳ 短歌新聞社
本 0112355380 さまよえる歌集 梅原 猛‖[著] I911.1/ｳ 集英社
本 0112353319 水底の歌 上巻 梅原 猛‖[著] I911.1/ｳ/1 新潮社
本 0112353328 水底の歌 下巻 梅原 猛‖[著] I911.1/ｳ/2 新潮社
本 0113017958 冬のひかり  歌集 遠藤  眞子‖著 I911.1/ｴ 凸版印刷
本 0112977244 帰京 海老沢  粂吉‖著 I911.1/ｴ 短歌新聞社
本 0112977501 赤冢集 海老沢  粂吉‖著 I911.1/ｴ 短歌新聞社
本 0112977459 青柿 江尻  正一‖著 I911.1/ｴ 貝殻社
本 0113016860 竹群  歌集 奥津  千代‖著 I911.1/ｵ 白玉書房
本 0112951413 万葉地名寸見 奥野  健治‖[著] I911.1/ｵ [奥野健治]
本 0112951583 万葉淡海志考 奥野  健治‖[著] I911.1/ｵ 奥野健治
本 0112976842 我執 奥野  健治‖著 I911.1/ｵ 佐紀発行所
本 0112951431 万葉地理三題 奥野  健治‖著 I911.1/ｵ 佐紀発行所
本 0112951253 万葉集草木考 岡  不崩‖著 I911.1/ｵ 建設社
本 0112981550 岡麓全歌集 岡  麓‖著 I911.1/ｵ 中央公論社
本 0112957970 雪間草 岡  麓‖著 I911.1/ｵ 文谷書房
本 0112953206 短詩型文学論 岡井  隆‖著 金子  兜太‖著 I911.1/ｵ 紀伊国屋書店
本 0113018939 岡麓先生著作抄 岡先生歌碑の会‖編 I911.1/ｵ 明治書院
本 0113018449 流燈  歌集 岡田  元博‖著 I911.1/ｵ 初音書房
本 0112357468 市井集 岡田 真‖著 I911.1/ｵ 八雲書林
本 0113001812 花あさげ 近江  友七‖著 I911.1/ｵ 鈴木太良
本 0112354559 日の伴 近江 友七‖著 I911.1/ｵ 鈴木太良
本 0112333608 大伴家持 山本 健吉‖[著] I911.1/ｵ 筑摩書房
本 0112981925 槐安集 小国  宗碩‖著 I911.1/ｵ 来光寺
本 0113003142 白馬芦花に入る 小国  宗碩‖著 福森  葉子‖著 I911.1/ｵ 淡交社
本 0112336339 野守 小沢 花子‖著 I911.1/ｵ 初音書房
本 0112359929 万葉の伝統 小田切  秀雄‖著 I911.1/ｵ 光書房
本 0112960546 落葉集 小野寺  八千枝‖著 I911.1/ｵ 交蘭社
本 0112959790 春のことぶれ 折口  信夫‖著 I911.1/ｵ 梓書房
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本 0112951663 万葉集辞典 折口  信夫‖著 I911.1/ｵ 文会堂書店
本 0112336428 野葡萄 扇畑 忠雄‖著 I911.1/ｵ 短歌新聞社
本 0112965881 鵜 太田  水穂‖著 I911.1/ｵ 岩波書店
本 0112965890 鷺 太田  水穂‖著 I911.1/ｵ 岩波書店
本 0112334885 ニュー・ヨーク、ロンドン、パリ 太田  正文‖著 I911.1/ｵ 白玉書房
本 0112359260 藤の影 太田井  敏夫‖著 I911.1/ｵ 青松歌人会
本 0112951976 緑の島 太田井  敏夫‖著 I911.1/ｵ 太田井敏夫
本 0112365770 夏山 大河原 惇行‖著 I911.1/ｵ 短歌新聞社
本 0113019091 翠波  歌集 大久保  福太郎‖著 I911.1/ｵ 初音書房
本 0112971758 空地 大坂  泰‖著 I911.1/ｵ 日本文芸社
本 0112363102 凍谷 大場 寅郎‖著 I911.1/ｵ 短歌雑誌社
本 0113019563 皴法  歌集 大成  龍雄‖著 I911.1/ｵ 短歌新聞社
本 0113018056 午前午後  歌集 大村  呉樓‖著 I911.1/ｵ 関西アララギ発行所
本 0113012819 愚庵の歌 大坪  草二郎‖著 I911.1/ｵ 竹翠書院
本 0113017645 三余  歌集 大内  豊子‖著 I911.1/ｵ 淡交社
本 0112359698 鈴鏡 大伴  道子‖著 I911.1/ｵ 角川書店
本 0112950744 万葉雑記 沢瀉  久孝‖著 I911.1/ｵ 晃文社
本 0112950487 万葉集講話 沢瀉  久孝‖著 I911.1/ｵ 出来島書店
本 0112951556 作者類別年代順万葉集 沢瀉  久孝‖著 森本  治吉‖著 I911.1/ｵ 新潮社
本 0112337891 万葉集序説 沢瀉 久孝‖著 I911.1/ｵ 楽浪書院
本 0112956016 明治歌壇概史 尾山  篤二郎‖著 I911.1/ｵ 紅玉堂書店
本 0112354345 短歌五十講 尾山 篤二郎‖著 I911.1/ｵ 紅玉堂書店
本 0112354951 万葉集物語 尾山 篤二郎‖著 I911.1/ｵ 紅玉堂書店
本 0112954946 みひかりのもとにて 尾上  柴舟‖著 I911.1/ｵ 紅玉堂書店
本 0112981596 大伴家持 北山  茂夫‖著 I911.1/ｵ 平凡社
本 0112352463 万葉集 上 折口 信夫‖著 I911.1/ｵ/3 文会堂書店
本 0112352472 万葉集 中 折口 信夫‖著 I911.1/ｵ/4 文会堂書店
本 0112352481 万葉集 下 折口 信夫‖著 I911.1/ｵ/5 文会堂書店
本 0113017057 朱雲集  歌集 加藤  淑子‖著 I911.1/ｶ 角川書店
本 0113018421 山岳頌  歌集 加藤  淘綾‖著 I911.1/ｶ 白玉書房
本 0113019420 やすらぎ  遺歌集 加藤  富美子‖著 I911.1/ｶ
本 0113016940 加納暁歌集 加納  暁‖著 I911.1/ｶ 古今書院
本 0112977100 加納小郭家歌集 加納  小郭家‖著 I911.1/ｶ 古今書院
本 0113019493 加能洋吉歌集 加能  洋吉‖著 I911.1/ｶ 加能  法子
本 0112366038 奈良七重 加茂 武子‖著 I911.1/ｶ 加茂武子
本 0113018270 河井たか子歌集 河井  たか子‖著 I911.1/ｶ 新星書房
本 0112980828 河合象子遺稿 河合  象子‖著 I911.1/ｶ 鈴木庫太郎
本 0113018047 湖北  歌集 角田  春三‖著 I911.1/ｶ みぎわ書房
本 0112357477 雫 笠間 規久夫‖著 I911.1/ｶ 長谷川書房
本 0112985663 賀茂真淵・香川景樹 久松  潜一‖著 I911.1/ｶ 厚生閣
本 0112977093 金田千鶴歌集 金田  千鶴‖著 村田  利明‖編 I911.1/ｶ 古今書院
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本 0113022194 風濤 香川  美人‖著 I911.1/ｶ 新星書房
本 0113017075 叢島  歌集 香川  末光‖著 I911.1/ｶ 短歌新聞社
本 0112356227 体験的昭和短歌史 香川 進‖著 I911.1/ｶ 短歌新聞社
本 0112977137 鹿子木はる歌集 鹿子木  はる‖著 鹿子木  立郎‖編 I911.1/ｶ 初音書房
本 0112984343 鹿児島寿蔵追想録 鹿児島  成恵‖編 I911.1/ｶ 新星書房
本 0113018127 緑の野に臥して  歌集 上代  晧三‖著 I911.1/ｶ 石川書房
本 0112950325 万葉集佳調評釈 神戸  弥作‖著 I911.1/ｶ 慶応義塾出版局
本 0113018403 山守  歌集 川崎  杜外‖著 I911.1/ｶ 国民文学社
本 0112951271 万葉集伝説歌考 川村  悦磨‖著 I911.1/ｶ 甲子社書房
本 0112950307 万葉集研究 川村  幸次郎‖著 I911.1/ｶ 教育出版センター
本 0113017592 樹影  歌集 川端  トミ子‖著 I911.1/ｶ 短歌研究社
本 0112978617 川田順遺稿集香魂 川田  順‖[著] I911.1/ｶ 甲鳥書房
本 0112979224 史歌南北作戦 川田  順‖著 I911.1/ｶ 甲鳥書林
本 0112979251 俊成・定家・西行 川田  順‖著 I911.1/ｶ 人文書院
本 0112978608 定本川田順歌集 川田  順‖著 I911.1/ｶ 朝日新聞社
本 0112975380 史歌太平洋戦 川田  順‖著 I911.1/ｶ 八雲書林
本 0112975399 史歌熱帯作戦 川田  順‖著 I911.1/ｶ 八雲書林
本 0112975371 史歌大東亜戦 川田  順‖著 I911.1/ｶ 養徳社
本 0113019457 山峡  歌集 川北  健治‖著 I911.1/ｶ 川北  好
本 0112333591 柿本人麻呂 中西 進‖[著] I911.1/ｶ 筑摩書房
本 0112963954 西行と兼好 風巻  景次郎‖著 I911.1/ｶ 角川書店
本 0112339602 中世の文学伝統 風巻 景次郎‖著 I911.1/ｶ 日本放送出版協会
本 0113019073 残寿  歌集 片岡  文重‖著 I911.1/ｶ 短歌新聞社
本 0112952868 石階 片山  新一郎‖著 I911.1/ｶ 短歌研究社
本 0112365690 梨の花 片山 新一郎‖著 I911.1/ｶ 短歌新聞社
本 0112981676 柿本人麻呂 北山  茂夫‖著 I911.1/ｶ 岩波書店
本 0112356851 紫竹 香川 修一‖著 I911.1/ｶ/1 初音書房
本 0112356860 紫竹 続 香川 修一‖著 I911.1/ｶ/2 みぎわ書房
本 0112984316 鹿児島寿蔵全歌集 第1巻 鹿児島  寿蔵‖著 I911.1/ｶ/1 新星書房
本 0112984325 鹿児島寿蔵全歌集 第2巻 鹿児島  寿蔵‖著 I911.1/ｶ/2 新星書房
本 0112984272 鹿児島寿蔵全歌集 第3巻 鹿児島  寿蔵‖著 I911.1/ｶ/3 新星書房
本 0112984334 鹿児島寿蔵全歌集 第4巻 鹿児島  寿蔵‖著 I911.1/ｶ/4 新星書房
本 0113019849 八開村  歌集 鬼頭  清隆‖著 I911.1/ｷ 鬼頭  清隆
本 0112988287 芸術論集 近世歌論編 久曾神  昇‖著 I911.1/ｷ 湯川弘文社
本 0112988278 芸術論集 中世歌論篇 久曾神  昇‖著 I911.1/ｷ 湯川弘文社
本 0112954964 未亡人 北原  操‖著 I911.1/ｷ 短歌雑誌社
本 0112976780 雲母集 北原  白秋‖著 I911.1/ｷ アルス
本 0113012347 篁 北原  白秋‖著 I911.1/ｷ 梓書房
本 0112978305 桐の花 北原  白秋‖著 I911.1/ｷ 東雲堂書店
本 0112957989 夢殿 北原  白秋‖著 I911.1/ｷ 八雲書林
本 0112359901 万葉の諸相 北住  敏夫‖著 I911.1/ｷ 小山書店
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本 0112951235 万葉集大和地誌 北島  葭江‖著 I911.1/ｷ 関西急行鉄道
本 0112358225 星光る海 木村 寿‖著 I911.1/ｷ 不識書院
本 0112363380 東南風 木村 松次郎‖著 I911.1/ｷ ひかり書房
本 0112342625 紀貫之 目崎 徳衛‖著 I911.1/ｷ 吉川弘文館
本 0113020221 御題歌集 I911.1/ｷﾞ 求竜堂
本 0112951440 近世万葉調短歌集成 第1巻 植松  寿樹‖編 I911.1/ｷ/1 紅玉堂書店
本 0112951459 近世万葉調短歌集成 第2巻 植松  寿樹‖編 I911.1/ｷ/2 紅玉堂書店
本 0112978323 苔桃 久保田  不二子‖著 I911.1/ｸ 岩波書店
本 0112988571 金鈴 九条  武子‖[著] I911.1/ｸ 竹柏会
本 0113022309 黄柑  歌集 窪  愛子‖著 I911.1/ｸ 短歌新聞社
本 0112959629 短歌随見 窪田  空穂‖著 I911.1/ｸ 紅玉堂書店
本 0112980579 近世和歌研究 窪田  空穂‖著 I911.1/ｸ 砂子屋書房
本 0112976744 江戸時代名歌選釈 窪田  空穂‖著 I911.1/ｸ 理想社出版部
本 0112976156 窪田空穂 窪田  章一郎‖著 I911.1/ｸ 桜楓社
本 0112360356 槻の木 窪田 空穂‖著 I911.1/ｸ 改造社
本 0113016922 熊谷太三郎歌集 熊谷  太三郎‖著 I911.1/ｸ 五月書房
本 0112977208 汽車の旅 熊谷  太三郎‖著 I911.1/ｸ 石川書房
本 0113015978 しづかな春 熊谷  太三郎‖著 I911.1/ｸ 石川書房
本 0112983068 柿本人麿の謎 栗崎  瑞雄‖著 I911.1/ｸ 現代日本社
本 0113017404 朝草  歌集句集 楜澤  精一‖著 I911.1/ｸ 信濃朝日新聞(印刷)
本 0113016502 愚庵・元義歌集  注解 植松  寿樹‖編 I911.1/ｸﾞ 紅玉堂書店
本 0113017841 源氏歌物語 海上  龍子‖編 I911.1/ｹﾞ 四方  照子
本 0112978706 現代名歌選 久保田  正文‖編 I911.1/ｹﾞ 新潮社
本 0112976192 現代一万歌集 松村  英一‖編 I911.1/ｹﾞ 紅玉堂書店
本 0112969048 現代短歌全集 第1巻 I911.1/ｹﾞ/ 改造社
本 0112969057 現代短歌全集 第2巻 I911.1/ｹﾞ/ 改造社
本 0112969066 現代短歌全集 第3巻 I911.1/ｹﾞ/ 改造社
本 0112969075 現代短歌全集 第4巻 I911.1/ｹﾞ/ 改造社
本 0112969084 現代短歌全集 第5巻 I911.1/ｹﾞ/ 改造社
本 0112969100 現代短歌全集 第6巻 I911.1/ｹﾞ/ 改造社
本 0112969093 現代短歌全集 第7巻 I911.1/ｹﾞ/ 改造社
本 0112969119 現代短歌全集 第8巻 I911.1/ｹﾞ/ 改造社
本 0112969128 現代短歌全集 第9巻 I911.1/ｹﾞ/ 改造社
本 0112969137 現代短歌全集 第10巻 I911.1/ｹﾞ/ 改造社
本 0112969146 現代短歌全集 第11巻 I911.1/ｹﾞ/ 改造社
本 0112969155 現代短歌全集 第12巻 I911.1/ｹﾞ/ 改造社
本 0112969164 現代短歌全集 第13巻 I911.1/ｹﾞ/ 改造社
本 0112969173 現代短歌全集 第14巻 I911.1/ｹﾞ/ 改造社
本 0112969182 現代短歌全集 第15巻 I911.1/ｹﾞ/ 改造社
本 0112969191 現代短歌全集 第16巻 I911.1/ｹﾞ/ 改造社
本 0112969208 現代短歌全集 第17巻 I911.1/ｹﾞ/ 改造社
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本 0112969217 現代短歌全集 第18巻 I911.1/ｹﾞ/ 改造社
本 0112969226 現代短歌全集 第19巻 I911.1/ｹﾞ/ 改造社
本 0112969235 現代短歌全集 第20巻 I911.1/ｹﾞ/ 改造社
本 0112969244 現代短歌全集 第21巻 I911.1/ｹﾞ/ 改造社
本 0112969253 現代短歌全集 別巻 I911.1/ｹﾞ/ 改造社
本 0112975460 現代短歌叢書 第1巻 佐佐木  信綱‖[ほか著] I911.1/ｹﾞ/ 弘文堂書房
本 0112975479 現代短歌叢書 第2巻 北原  白秋‖[ほか著] I911.1/ｹﾞ/ 弘文堂書房
本 0112975488 現代短歌叢書 第3巻 斎藤  茂吉‖[ほか著] I911.1/ｹﾞ/ 弘文堂書房
本 0112975497 現代短歌叢書 第4巻 窪田  空穂‖[ほか著] I911.1/ｹﾞ/ 弘文堂書房
本 0112975503 現代短歌叢書 第5巻 尾上  柴舟‖[ほか著] I911.1/ｹﾞ/ 弘文堂書房
本 0112975512 現代短歌叢書 第6巻 土岐  善麿‖[ほか著] I911.1/ｹﾞ/ 弘文堂書房
本 0112975521 現代短歌叢書 第7巻 与謝野  晶子‖[ほか著] I911.1/ｹﾞ/ 弘文堂書房
本 0112975530 現代短歌叢書 第8巻 前田  夕暮‖[ほか著] I911.1/ｹﾞ/ 弘文堂書房
本 0112975549 現代短歌叢書 第9巻 五島  茂‖[ほか著] I911.1/ｹﾞ/ 弘文堂書房
本 0112975558 現代短歌叢書 第10巻 窪田  空穂‖[ほか著] I911.1/ｹﾞ/ 弘文堂書房
本 0112968995 現代短歌大系 第1巻 小泉  苳三‖編 I911.1/ｹﾞ/ 河出書房
本 0112969002 現代短歌大系 第2巻 小泉  苳三‖編 I911.1/ｹﾞ/ 河出書房
本 0112969011 現代短歌大系 第3巻 小泉  苳三‖編 I911.1/ｹﾞ/ 河出書房
本 0112969020 現代短歌大系 第7巻 窪川  鶴次郎‖編 I911.1/ｹﾞ/ 河出書房
本 0112969039 現代短歌大系 第10巻 渡辺  順三‖編 I911.1/ｹﾞ/ 河出書房
本 0112968977 現代短歌代表選集 1(1951年版) 日本短歌雑誌連盟‖編 I911.1/ｹﾞ/ 第二書房
本 0112968986 現代短歌代表選集 2(1952年版) 日本短歌雑誌連盟‖編 I911.1/ｹﾞ/ 第二書房
本 0113017618 榧の樹の下で  近藤璋敏歌集 近藤  璋敏‖著 I911.1/ｺ 短歌新聞社
本 0112355987 無名者の歌 近藤 芳美‖著 I911.1/ｺ 新塔社
本 0112976637 屋上の土 古泉  千樫‖著 I911.1/ｺ 改造社
本 0112358831 随縁鈔 古泉  千樫‖著 I911.1/ｺ 改造社
本 0112965499 青牛集 古泉  千樫‖著 I911.1/ｺ 改造社
本 0112359965 万葉花譜 鴻巣 盛広‖著 I911.1/ｺ 創元社
本 0112965658 趣味生活和歌の作法 児玉  尊臣‖著 I911.1/ｺ 大同館書店
本 0112955794 上代歌謡集 児山  信一‖[訳]著 I911.1/ｺ 水甕社
本 0112955366 明治大正短歌評釈 児山  信一‖著 I911.1/ｺ 水甕社
本 0112354381 短歌芸術論 児山 敬一‖著 I911.1/ｺ 改造社
本 0112978886 古城篇 小松  三郎‖著 I911.1/ｺ 札幌青磁社
本 0112984478 門出 小松  三郎‖著 出月  雪子‖著 I911.1/ｺ 白玉書房
本 0112976281 小松三郎遺歌集 小松  三郎‖著 出月  雪子‖編 I911.1/ｺ 石川書房
本 0112953992 故郷 小杉  放庵‖著 I911.1/ｺ 竜星閣
本 0112355433 山居 小杉 放庵‖著 I911.1/ｺ 中央公論社
本 0112951244 万葉植物 小清水  卓二‖著 I911.1/ｺ 三省堂
本 0113017226 オリーブの実  歌集 小西  俊夫‖著 I911.1/ｺ みぎわ書房
本 0112976147 近代短歌の性格 小泉  苳三‖著 I911.1/ｺ 万里閣
本 0112963918 正岡子規根岸短歌会の位相 小泉  苳三‖著 I911.1/ｺ 立命館出版部
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本 0112972034 新しき丘 小暮  政次‖著 I911.1/ｺ 札幌青磁社
本 0113017182 いの理  歌集 小林  慶子‖著 I911.1/ｺ 角川書店
本 0112977583 金槐集評釈 小林  好日‖著 I911.1/ｺ 厚生閣書店
本 0112989721 孝明天皇和歌御会記及御年譜 丹  潔‖編 I911.1/ｺ 八弘書店
本 0112333617 後鳥羽院 丸谷 才一‖著 I911.1/ｺﾞ 筑摩書房
本 0113001830 花激つ 五島  美代子‖著 I911.1/ｺﾞ 短歌新聞社
本 0112964668 島山 五味  保義‖著 I911.1/ｺﾞ 札幌青磁社
本 0112959594 短歌写生独語 五味  保義‖著 I911.1/ｺﾞ 椎の木書房
本 0112964784 清峡 五味  保義‖著 I911.1/ｺﾞ 墨水書房
本 0113001849 花をこぼして 呉  建堂‖[編]著 I911.1/ｺﾞ 呉建堂
本 0112958933 西行 安田  章生‖著 I911.1/ｻ 弥生書房
本 0112342402 茂吉秀歌の鑑賞 伊藤 生更‖著 I911.1/ｻ 日本文芸社
本 0112342395 茂吉写生説の構造 写生語義篇 宇沢 甚吾‖著 I911.1/ｻ 東出版
本 0113002214 遥かなる斎藤茂吉 岡井  隆‖著 I911.1/ｻ 思潮社
本 0112957006 茂吉の歌私記 岡井  隆‖著 I911.1/ｻ 創樹社
本 0112338765 斎藤茂吉論 加藤 将之‖著 I911.1/ｻ 八雲書林
本 0112338881 斎藤茂吉 梶木 剛‖著 I911.1/ｻ 紀伊国屋書店
本 0112338925 斎藤茂吉 梶木 剛‖著 I911.1/ｻ 芹沢出版
本 0112963767 西行の歌 宮  柊二‖著 I911.1/ｻ 河出書房新社
本 0112342386 茂吉の方法 玉城 徹‖著 I911.1/ｻ 清水弘文堂
本 0113014522 西行の研究  西行の和歌についての研究 窪田  章一郎‖著 I911.1/ｻ 東京堂出版部
本 0112956999 茂吉とその秀歌 結城  哀草果‖著 I911.1/ｻ 中央企画社
本 0112338916 定本斎藤茂吉 古川 哲史‖著 I911.1/ｻ 有信堂
本 0112956980 茂吉・文明・芳美 後藤  直二‖著 I911.1/ｻ 短歌新聞社
本 0112950290 万葉集の研究 佐佐木  信綱‖著 I911.1/ｻ 岩波書店
本 0112359992 万葉読本 佐佐木  信綱‖著 I911.1/ｻ 日本評論社
本 0112359849 万葉集選釈 佐佐木  信綱‖著 I911.1/ｻ 明治書院
本 0112356316 新日本頌 佐佐木 信綱‖[ほか]著 I911.1/ｻ 八雲書林
本 0112353006 万葉集概説 佐佐木 信綱‖著 I911.1/ｻ 明治書院
本 0113016771 蓑蟲  歌集 斎樹  富太郎‖著 I911.1/ｻ 川波短歌会
本 0112971838 朝の蛍 斎藤  茂吉‖著 I911.1/ｻ 改造社
本 0112964613 島木赤彦 斎藤  茂吉‖著 I911.1/ｻ 角川書店
本 0112974933 遠遊 斎藤  茂吉‖著 I911.1/ｻ 岩波書店
本 0112970820 柿本人麿 評釈篇  巻之上 斎藤  茂吉‖著 I911.1/ｻ 岩波書店
本 0112970839 柿本人麿 評釈篇  巻之下 斎藤  茂吉‖著 I911.1/ｻ 岩波書店
本 0112970811 柿本人麿 鴨山考補註篇 斎藤  茂吉‖著 I911.1/ｻ 岩波書店
本 0112970802 柿本人麿 雑纂篇 斎藤  茂吉‖著 I911.1/ｻ 岩波書店
本 0112970795 柿本人麿 斎藤  茂吉‖著 I911.1/ｻ 岩波書店
本 0112970777 暁紅 斎藤  茂吉‖著 I911.1/ｻ 岩波書店
本 0112964695 霜 斎藤  茂吉‖著 I911.1/ｻ 岩波書店
本 0112966158 小園 斎藤  茂吉‖著 I911.1/ｻ 岩波書店
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本 0112952993 石泉 斎藤  茂吉‖著 I911.1/ｻ 岩波書店
本 0112954376 たかはら 斎藤  茂吉‖著 I911.1/ｻ 岩波書店
本 0113003124 白桃 斎藤  茂吉‖著 I911.1/ｻ 岩波書店
本 0112960957 連山 斎藤  茂吉‖著 I911.1/ｻ 岩波書店
本 0112970786 寒雲 斎藤  茂吉‖著 I911.1/ｻ 古今書院
本 0112362862 童牛漫語 斎藤  茂吉‖著 I911.1/ｻ 斎藤書店
本 0112977592 金槐集私鈔 斎藤  茂吉‖著 I911.1/ｻ 春陽堂
本 0112359885 万葉の歌境 斎藤  茂吉‖著 I911.1/ｻ 青磁社
本 0112966041 小歌論 斎藤  茂吉‖著 I911.1/ｻ 第一書房
本 0112974924 歌壇夜叉語 斎藤  茂吉‖著 I911.1/ｻ 中央公論社
本 0112959585 短歌写生の説 斎藤  茂吉‖著 I911.1/ｻ 鉄塔書院
本 0112959576 短歌私鈔 斎藤  茂吉‖著 I911.1/ｻ 白日社出版部
本 0112970768 近世歌人評伝 斎藤  茂吉‖著 I911.1/ｻ 要書房
本 0112959647 短歌文学全集 斎藤茂吉篇 斎藤  茂吉‖著 宇野  浩二‖編纂 I911.1/ｻ 第一書房
本 0112965140 左千夫歌集合評 斎藤  茂吉‖編 土屋  文明‖編 I911.1/ｻ 開成館
本 0112357244 白き山 斎藤 茂吉‖著 I911.1/ｻ 岩波書店
本 0112354363 短歌私鈔 続 斎藤 茂吉‖著 I911.1/ｻ 岩波書店
本 0112360613 つゆじも 斎藤 茂吉‖著 I911.1/ｻ 岩波書店
本 0112364673 ともしび 斎藤 茂吉‖著 I911.1/ｻ 岩波書店
本 0112336357 のぼり路 斎藤 茂吉‖著 I911.1/ｻ 岩波書店
本 0112354372 短歌一家言 斎藤 茂吉‖著 I911.1/ｻ 斎藤書店
本 0112363344 童馬漫語 斎藤 茂吉‖著 I911.1/ｻ 春陽堂
本 0112338738 斎藤茂吉秀歌 斎藤 茂吉‖著 I911.1/ｻ 中央公論社
本 0112350214 明治大正短歌史 続 斎藤 茂吉‖著 I911.1/ｻ 中央公論社
本 0112350205 明治大正短歌史 斎藤 茂吉‖著 I911.1/ｻ 中央公論社
本 0112355175 作歌実語鈔 斎藤 茂吉‖著 I911.1/ｻ 要書房
本 0112342420 茂吉の周辺 斎藤 茂太‖[著] I911.1/ｻ 毎日新聞社
本 0112342448 茂吉の体臭 斎藤 茂太‖著 I911.1/ｻ 岩波書店
本 0112979359 この父にして 斎藤 茂太‖著 北 杜夫‖著 I911.1/ｻ 毎日新聞社
本 0112965676 棕櫚の花咲く窓 桜戸  丈司‖著 I911.1/ｻ 垂水書房
本 0113016744 冬砂  歌集 三枝  茂‖著 I911.1/ｻ 川島書店
本 0112359180 白き山研究 山形国語の会‖編著 I911.1/ｻ 右文書院
本 0112338694 斎藤茂吉の恋と歌 山上 次郎‖著 I911.1/ｻ 新紀元社
本 0112338676 斎藤茂吉の生涯 山上 次郎‖著 I911.1/ｻ 文芸春秋
本 0112338747 斎藤茂吉研究 大正編 山上 次郎‖著 I911.1/ｻ 明窗書房
本 0112338756 斎藤茂吉研究 明治篇 山上 次郎‖著 I911.1/ｻ 明窗書房
本 0112333298 日本歌論 実方 清‖著 I911.1/ｻ 昭森社
本 0112338845 斎藤茂吉 上田 三四二‖著 I911.1/ｻ 筑摩書房
本 0112359359 西行 真下  五一‖著 I911.1/ｻ 国書刊行会
本 0112338685 斎藤茂吉の風土 真壁 仁‖著 I911.1/ｻ 平凡社
本 0112338818 斎藤茂吉 杉浦 明平‖著 I911.1/ｻ 要書房
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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 0113020169 山家集 西行‖著 I911.1/ｻ 復刻堂
本 0112959665 短歌入門 斉藤  茂吉‖著 I911.1/ｻ 弘文堂書房
本 0112359411 遍歴 斉藤 茂吉‖著 I911.1/ｻ 岩波書店
本 0112334769 人間西行 大坪 草二郎‖著 I911.1/ｻ 時代社
本 0112338729 斎藤茂吉私論 中村 稔‖著 I911.1/ｻ 朝日新聞社
本 0112338854 斎藤茂吉ノオト 中野 重治‖著 I911.1/ｻ 筑摩書房
本 0112338872 斎藤茂吉の秀歌 長沢 一作‖著 I911.1/ｻ 短歌新聞社
本 0112990835 斎藤茂吉 藤岡  武雄‖著 I911.1/ｻ 沖積舎
本 0112338907 年譜 斎藤茂吉伝 藤岡 武雄‖著 I911.1/ｻ 沖積舎
本 0112338710 斎藤茂吉の人間と芸術 藤森 朋夫‖編 I911.1/ｻ 羽田書店
本 0112976290 西行 白洲 正子‖著 I911.1/ｻ 新潮社
本 0112367581 西行 出家が旅 富士 正晴‖著 I911.1/ｻ 淡交社
本 0112338701 斎藤茂吉研究 平野 仁啓‖編著 本林 勝夫‖編著 I911.1/ｻ 右文書院
本 0112958363 斎藤茂吉 片桐  顕智‖著 I911.1/ｻ 清水書院
本 0112338836 斎藤茂吉のヴァン・ゴッホ 片野 達郎‖著 I911.1/ｻ 講談社
本 0112357280 青年茂吉 北 杜夫‖著 I911.1/ｻ 岩波書店
本 0112965364 西行 目崎  徳衛‖編 I911.1/ｻ 法蔵館
本 0112956971 文献  茂吉と鰻 林谷  広‖著 I911.1/ｻ 短歌新聞社
本 0112342439 茂吉の足あと 鈴木 啓蔵‖著 I911.1/ｻ 短歌新聞社
本 0112342475 茂吉百話 鈴木 啓蔵‖著 I911.1/ｻ 短歌新聞社
本 0113017967 小徑  歌集 櫻井  平喜‖著 I911.1/ｻ 櫻井  平喜
本 0113016762 峰の社  歌集 澤田  潔‖著 I911.1/ｻ 短歌新聞社
本 0112348610 左千夫歌論集 巻1 伊藤 左千夫‖著 斎藤 茂吉‖編 I911.1/ｻ/1 岩波書店
本 0112349441 万葉秀歌 上巻 斎藤 茂吉‖著 I911.1/ｻ/1 岩波書店
本 0112338346 斎藤茂吉追慕歌集 第1集 斎藤茂吉追慕歌集第1集編集委員会‖ I911.1/ｻ/1 上山市立斎藤茂吉記念館
本 0113002802 人間茂吉 上 真壁  仁‖著 I911.1/ｻ/1 三省堂
本 0112342457 茂吉随聞 上巻 田中 隆尚‖著 I911.1/ｻ/1 筑摩書房
本 0112348629 左千夫歌論集 巻2 伊藤 左千夫‖著 斎藤 茂吉‖編 I911.1/ｻ/2 岩波書店
本 0112349450 万葉秀歌 下巻 斎藤 茂吉‖著 I911.1/ｻ/2 岩波書店
本 0112338355 斎藤茂吉追慕歌集 第2集 斎藤茂吉追慕歌集編集委員会‖編集 I911.1/ｻ/2 上山市立斎藤茂吉記念館
本 0113002811 人間茂吉 下 真壁  仁‖著 I911.1/ｻ/2 三省堂
本 0112342466 茂吉随聞 下巻 田中 隆尚‖著 I911.1/ｻ/2 筑摩書房
本 0112348638 左千夫歌論集 巻3 伊藤 左千夫‖著 斎藤 茂吉‖編 I911.1/ｻ/3 岩波書店
本 0112338364 斎藤茂吉追慕歌集 第3集 斎藤茂吉追慕歌集編集委員会‖編集 I911.1/ｻ/3 上山市立斎藤茂吉記念館
本 0112973097 茂吉随聞 別巻 田中  隆尚‖著 I911.1/ｻ/3 筑摩書房
本 0112338373 斎藤茂吉追慕歌集 第4集 斎藤茂吉追慕歌集編集委員会‖編集 I911.1/ｻ/4 上山市立斎藤茂吉記念館
本 0112338382 斎藤茂吉追慕歌集 第5集 斎藤茂吉追慕歌集編集委員会‖編集 I911.1/ｻ/5 上山市立斎藤茂吉記念館
本 0112338391 斎藤茂吉追慕歌集 第6集 斎藤茂吉追慕歌集編集委員会‖編集 I911.1/ｻ/6 上山市立斎藤茂吉記念館
本 0112338408 斎藤茂吉追慕歌集 第7集 斎藤茂吉追慕歌集編集委員会‖編集 I911.1/ｻ/7 上山市立斎藤茂吉記念館
本 0112338417 斎藤茂吉追慕歌集 第9集 斎藤茂吉追慕歌集編集委員会‖編集 I911.1/ｻ/9 上山市立斎藤茂吉記念館
本 0112971730 あけほの集 [天皇‖著] [皇后‖著] I911.1/ｼ 読売新聞社
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本 0112964631 島木赤彦 丸山  静‖著 I911.1/ｼ 八雲書林
本 0112964775 釈迢空 岩田  正‖著 I911.1/ｼ 紀伊国屋書店
本 0112964640 島木赤彦の研究 高田  浪吉‖著 I911.1/ｼ 岩波書店
本 0112981541 隠岐本新古今和歌集 三矢  重松‖[ほか]同校 武田  祐吉 I911.1/ｼ 岡書院
本 0112358680 忍冬 篠原  良雄‖著 I911.1/ｼ 創生館
本 0112978369 公園 柴生田  稔‖著 I911.1/ｼ 短歌新聞社
本 0112965783 春山 柴生田  稔‖著 I911.1/ｼ 墨水書房
本 0112954811 水底 柴谷  武之祐‖著 I911.1/ｼ 墨水書房
本 0113019402 柴谷文子歌集 柴谷  文子‖著 I911.1/ｼ 柴谷  武之祐
本 0112363914 遠き影 柴谷 武之祐‖著 I911.1/ｼ 赤穂短歌の会
本 0112957541 山の端 釈  迢空‖著 [折口  春洋‖著] I911.1/ｼ 八雲書店
本 0112964891 上海事変歌集 上海短歌会‖編纂 I911.1/ｼ 内山書店
本 0112358261 牡丹の園 新村 出‖著 I911.1/ｼ 白楊社
本 0113002205 はるかなる陽ざし 新堂  広志‖著 I911.1/ｼ 風媒社
本 0112959460 迢空歌選 折口  信夫‖著 I911.1/ｼ 養徳社
本 0113018074 水明  歌集 椎屋  欣二‖著 I911.1/ｼ 椎の木書房
本 0112972846 遺愛集 島  秋人‖著 I911.1/ｼ 東京美術
本 0112965248 十年 島木  赤彦‖著 I911.1/ｼ 改造社
本 0112984469 歌道小見 島木  赤彦‖著 I911.1/ｼ 岩波書店
本 0112953448 柿蔭集 島木  赤彦‖著 I911.1/ｼ 岩波書店
本 0112950254 万葉集の鑑賞及び其批評 [前編] 島木  赤彦‖著 I911.1/ｼ 岩波書店
本 0112961956 太虚集 島木  赤彦‖著 I911.1/ｼ 古今書院
本 0113014354 式子内親王 馬場  あき子‖著 I911.1/ｼ 紀伊国屋書店
本 0112356263 白水吉次郎歌集 白水 吉次郎‖著 鹿児島 寿蔵‖編 I911.1/ｼ 古今書院
本 0112958639 初期万葉論 白川 静‖著 I911.1/ｼ 中央公論社
本 0113019821 楓の黄  歌集 澁澤  喜守雄‖著 I911.1/ｼ 新星書房
本 0112364307 としなみ草 [似雲‖著] 弘川寺‖共編 I911.1/ｼﾞ 全国書房
本 0112349110 新万葉集 巻1 I911.1/ｼ/1 改造社
本 0112349129 新万葉集 巻2 I911.1/ｼ/2 改造社
本 0112349138 新万葉集 巻3 I911.1/ｼ/3 改造社
本 0112349147 新万葉集 巻4 I911.1/ｼ/4 改造社
本 0112349156 新万葉集 巻5 I911.1/ｼ/5 改造社
本 0112349165 新万葉集 巻6 I911.1/ｼ/6 改造社
本 0112349174 新万葉集 巻7 I911.1/ｼ/7 改造社
本 0112349183 新万葉集 巻8 I911.1/ｼ/8 改造社
本 0112349192 新万葉集 巻9 I911.1/ｼ/9 改造社
本 0112349209 新万葉集 別巻 I911.1/ｼ/ 改造社
本 0112349218 新万葉集 補巻 山本 三生‖編 I911.1/ｼ/ 改造社
本 0112955909 野鳥詠草 隅田  葉吉‖著 I911.1/ｽ 日新書院
本 0112963561 住吉和歌集 住吉神社社務所‖[編]著 I911.1/ｽ 住吉神社社務所
本 0113022489 哉生明  歌集 杉  鮫太郎‖著 I911.1/ｽ 関西アララギ会高槻発行所
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本 0112975451 現代短歌茂吉文明以後 杉浦  明平‖著 I911.1/ｽ 弘文堂
本 0112357823 晴雨圏 杉原 弘‖著 I911.1/ｽ 関西アララギ会
本 0113019297 堆紅  歌集 杉山  太郎‖著 I911.1/ｽ 短歌新聞社
本 0112365921 波音 杉山 太郎‖著 I911.1/ｽ 短歌新聞社
本 0112973444 意前筆後 杉田  嘉次‖著 I911.1/ｽ 白玉書房
本 0113019572 至心集  歌集 菅沼  知至‖著 I911.1/ｽ 椎の木書房
本 0113019938 續至心集 菅沼  知至‖著 I911.1/ｽ 椎の木書房
本 0112951020 菅沼知至遺歌集 菅沼  知至‖著 菅沼  正人‖編 I911.1/ｽ 石川書房
本 0112352935 鈴江幸太郎全歌集 鈴江 幸太郎‖著 鈴江幸太郎全歌集 I911.1/ｽ 初音書房
本 0112980025 古泉千樫聞書 鈴木  杏村‖著 鈴木  諄三‖編集 I911.1/ｽ 短歌新聞社
本 0112956766 明闇 鈴木  金二‖著 I911.1/ｽ 八雲書林
本 0113016619 海の見ゆる丘  歌集 鈴木  順‖著 I911.1/ｽ 石川書房
本 0112365832 七年 鈴木 一念‖著 I911.1/ｽ 清瀬短歌会
本 0112365814 香水草 鈴木 一念‖著 I911.1/ｽ 鈴木一念顕彰会
本 0112365823 七年抄 鈴木 一念‖著 I911.1/ｽ 鈴木一念顕彰会
本 0112976682 雲烟 逗子  八郎‖著 I911.1/ｽﾞ 河出書房
本 0112359876 万葉に現れたる女流歌人とその歌 関  みさを‖著 I911.1/ｾ 博文館
本 0112353159 万葉集の表現 瀬古 確‖著 I911.1/ｾ 教育出版センター
本 0112967558 曾根正庸歌集 曾根  正庸‖著 藤沢  古実‖選 I911.1/ｿ 古今書院
本 0112997320 曙覧と愚庵 相馬  御風‖著 I911.1/ｿ 春秋社
本 0112954223 良寛和尚 相馬  御風‖著 辻森  秀英‖著 I911.1/ｿ 厚生閣
本 0113016307 中央街  歌集 橘  馨‖著 I911.1/ﾀ 第二書房
本 0112960608 稜威言別 橘  守部‖著 橘  純一‖校訂 I911.1/ﾀ 富山房
本 0112951404 万葉短歌拾珠 橘  宗利‖著 I911.1/ﾀ 加藤中道館
本 0112339041 橘曙覧 橘 曙覧‖[著] I911.1/ﾀ 福井県短歌人連盟
本 0113016316 橘  曙覧 久米田  裕‖著 I911.1/ﾀ 柊発行所
本 0112965346 樹下 高安  やす子‖著 I911.1/ﾀ 墨水書房
本 0112963482 真実 高安  国世‖著 I911.1/ﾀ 高槻発行所
本 0113019466 残像  高橋和寿男遺歌集 高橋  和寿男‖著 I911.1/ﾀ 高橋  はなえ
本 0112959692 山羊の歌 高田  漣五郎‖著 I911.1/ﾀ 角川書店
本 0112955240 砂浜 高田  浪吉‖著 I911.1/ﾀ 岩波書店
本 0112972926 家並 高田  浪吉‖著 I911.1/ﾀ 古今書院
本 0112977324 川波 高田  浪吉‖著 I911.1/ﾀ 古今書院
本 0112980793 作歌余録 高田  浪吉‖著 I911.1/ﾀ 古今書院
本 0112953563 高田浪吉歌集 高田  浪吉‖著 I911.1/ﾀ 川波短歌会
本 0113013391 吉野の鮎 高木  市之助‖著 I911.1/ﾀ 岩波書店
本 0113018029 黄金樹  歌集 高木  善胤‖著 I911.1/ﾀ 関西アララギ会
本 0113016708 余響  歌集 谷  義一‖著 I911.1/ﾀ 林泉短歌会
本 0112980999 橘頌 谷辺  橘南‖著 I911.1/ﾀ 文華堂
本 0112359545 幻としてわが冬の旅 竹内  邦雄‖著 I911.1/ﾀ 白玉書房
本 0112951501 平路集 竹尾  忠吉‖著 I911.1/ﾀ 岩波書店
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本 0112956249 八衢 竹尾  忠吉‖著 I911.1/ﾀ 古今書院
本 0112366109 南北 竹尾 忠吉‖著 I911.1/ﾀ 八雲書林
本 0112977477 青野 田中  四郎‖著 I911.1/ﾀ 墨水書房
本 0112953073 撰集万葉徴 田中  道麿‖著 赤木  邦輔‖校訂 I911.1/ﾀ 紅玉堂書店
本 0112951360 万葉集問答 田中  道麿‖問 本居  宣長‖答 I911.1/ﾀ 紅玉堂書店
本 0113019046 雲と山  歌集 田中  隆寛‖著 I911.1/ﾀ 角川書店
本 0112973195 いさごぢ 田中  隆尚‖著 I911.1/ﾀ 河出書房新社
本 0112978387 降雪 田中  隆尚‖著 I911.1/ﾀ 河出書房新社
本 0112950012 みづしも 田中  隆尚‖著 I911.1/ﾀ 河出書房新社
本 0112356067 ただよふ雲 田中 順二‖著 I911.1/ﾀ 初音書房
本 0112362274 天の絃(いと) 田中 美智子‖著 I911.1/ﾀ 不識書院
本 0112951609 万葉の地盤 田辺  幸雄‖著 I911.1/ﾀ 育英書院
本 0112997366 短歌新辞典 尾山  篤二郎‖編 I911.1/ﾀ 恒星堂
本 0112337908 万葉集書志 武田 祐吉‖著 I911.1/ﾀ 古今書院
本 0113018118 有時  歌集 武内  慧香‖著 I911.1/ﾀ 燈影舎出版部
本 0113016780 山原  歌集  亡き父母の霊に捧ぐ 武内  雷龍‖著 I911.1/ﾀ 武内  雷龍
本 0113017066 竹煮草  歌集 立沢  もり‖著 I911.1/ﾀ 石川書房
本 0112347256 短歌文学講座 第1巻 広瀬 進‖編纂 I911.1/ﾀ/1 三笠書房
本 0112339452 万葉集新解 上 武田  祐吉‖著 I911.1/ﾀ/1 山海堂出版部
本 0112347265 短歌文学講座 第2巻 広瀬 進‖編纂 I911.1/ﾀ/2 三笠書房
本 0112339461 万葉集新解 下 武田  祐吉‖著 I911.1/ﾀ/2 山海堂出版部
本 0112347274 短歌文学講座 第3巻 広瀬 進‖編纂 I911.1/ﾀ/3 三笠書房
本 0112959674 短歌文学講座 別巻 広瀬  進‖編輯 I911.1/ﾀ/ﾍ 三笠書房
本 0112360533 土屋文明論 伊藤 源之助‖著 I911.1/ﾂ 五月書房
本 0112360515 土屋文明私稿 橋本 徳寿‖著 I911.1/ﾂ 古川書房
本 0112360506 土屋文明の秀歌 近藤 芳美‖著 I911.1/ﾂ 短歌新聞社
本 0112355451 素描 妻鳥 通教‖著 I911.1/ﾂ みぎわ書房
本 0112360524 土屋文明百首 小市 巳世司‖編 I911.1/ﾂ 短歌新聞社
本 0112360542 土屋文明短歌の展開 小谷 稔‖著 I911.1/ﾂ 短歌新聞社
本 0112360481 土屋文明 大井 恵夫‖著 I911.1/ﾂ 煥乎堂
本 0112956490 椰子の葉 築地  藤子‖著 I911.1/ﾂ 岩波書店
本 0112957952 雪ふる音 津田  治子‖著 I911.1/ﾂ 白玉書房
本 0112987171 清唱千首 塚本  邦雄‖撰著 I911.1/ﾂ 富山房
本 0112360766 定家百首 塚本 邦雄‖著 I911.1/ﾂ 河出書房新社
本 0112971767 曙覧 辻森  秀英‖著 I911.1/ﾂ 有光社
本 0112966185 昭和秀歌 坪野  哲久‖著 I911.1/ﾂ 理論社
本 0112352999 万葉集十三人 都筑 省吾‖著 I911.1/ﾂ 河出書房新社
本 0112359206 放水路 土屋  文明‖著 I911.1/ﾂ 改造社
本 0112951618 万葉紀行 土屋  文明‖著 I911.1/ﾂ 改造社
本 0112959601 短歌小径 土屋  文明‖著 I911.1/ﾂ 開成館
本 0112954759 山谷集 土屋  文明‖著 I911.1/ﾂ 岩波書店
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本 0112966121 少安集 土屋  文明‖著 I911.1/ﾂ 岩波書店
本 0112959656 短歌入門 土屋  文明‖著 I911.1/ﾂ 古今書院
本 0112959932 ふゆくさ 土屋  文明‖著 I911.1/ﾂ 古今書院
本 0112951672 万葉集小径 土屋  文明‖著 I911.1/ﾂ 三学書房
本 0112957346 山下水 土屋  文明‖著 I911.1/ﾂ 青磁社
本 0112976959 韮菁集 土屋  文明‖著 I911.1/ﾂ 石川書房
本 0112962474 六月風 土屋  文明‖著 I911.1/ﾂ 創元社
本 0112951351 万葉集名歌評釈 土屋  文明‖著 I911.1/ﾂ 非凡閣
本 0112974648 歌あり人あり 土屋  文明‖著 片山  貞美‖編 I911.1/ﾂ 角川書店
本 0112351507 青南後集 土屋 文明‖著 I911.1/ﾂ 石川書房
本 0112351516 青南後集以後 土屋 文明‖著 I911.1/ﾂ 石川書房
本 0112355763 旅人と憶良 土屋 文明‖著 I911.1/ﾂ 創元社
本 0112356995 羊歯の芽 土屋 文明‖著 I911.1/ﾂ 筑摩書房
本 0112356272 自流泉 土屋 文明‖著 I911.1/ﾂ 筑摩書房
本 0112355950 万葉集入門 土屋 文明‖著 I911.1/ﾂ 筑摩書房
本 0112351543 青南集 続々 土屋 文明‖著 I911.1/ﾂ 白玉書房
本 0112351525 青南集 土屋 文明‖著 I911.1/ﾂ 白玉書房
本 0112351534 青南集 続 土屋 文明‖著 I911.1/ﾂ 白玉書房
本 0113011801 万葉集  作品と批評 土橋  寛‖著 I911.1/ﾂ 創元社
本 0112977468 青杉 土田  耕平‖著 I911.1/ﾂ 古今書院
本 0112973836 一塊 土田  耕平‖著 I911.1/ﾂ 古今書院
本 0112360454 土田きみ子歌集 土田 きみ子‖著 I911.1/ﾂ 謙光社
本 0112360472 土屋文明 米田 利昭‖著 I911.1/ﾂ 勁草書房
本 0112360490 土屋文明と徳田白楊 米田 利昭‖著 I911.1/ﾂ 勁草書房
本 0112360463 土田耕平の人と作品 保科 賢朗‖著 I911.1/ﾂ 謙光社
本 0112360551 土屋文明論考 未来短歌会内土屋文明論考刊行委員 I911.1/ﾂ 短歌新聞社
本 0112339185 万葉集私注 1 土屋 文明‖著 I911.1/ﾂ/1 筑摩書房
本 0112339194 万葉集私注 2 土屋 文明‖著 I911.1/ﾂ/2 筑摩書房
本 0112339201 万葉集私注 3 土屋 文明‖著 I911.1/ﾂ/3 筑摩書房
本 0112339210 万葉集私注 4 土屋 文明‖著 I911.1/ﾂ/4 筑摩書房
本 0112339229 万葉集私注 5 土屋 文明‖著 I911.1/ﾂ/5 筑摩書房
本 0112339238 万葉集私注 6 土屋 文明‖著 I911.1/ﾂ/6 筑摩書房
本 0112339247 万葉集私注 7 土屋 文明‖著 I911.1/ﾂ/7 筑摩書房
本 0112339256 万葉集私注 8 土屋 文明‖著 I911.1/ﾂ/8 筑摩書房
本 0112339265 万葉集私注 9 土屋 文明‖著 I911.1/ﾂ/9 筑摩書房
本 0112339274 万葉集私注 10 土屋 文明‖著 I911.1/ﾂ/1 筑摩書房
本 0113017609 三十年  歌集 寺井  民子‖著 I911.1/ﾃ 初音書房
本 0112958746 余日 寺井  民子‖著 I911.1/ﾃ 初音書房
本 0112960886 櫟芒集 寺沢  亮‖著 I911.1/ﾃ 林泉短歌会
本 0112366671 にほどり 寺沢 亮‖著 音馬 実‖著 I911.1/ﾃ 晴嵐閣
本 0113016851 貞明皇后御歌集 主婦の友社‖編 I911.1/ﾃ 主婦の友社
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本 0112974611 有心 手崎  政男‖著 I911.1/ﾃ 八雲書林
本 0112956686 典拠検索名歌辞典 中村  薫‖編著 I911.1/ﾃ 明治書院
本 0112364281 土佐堀川 住友倶楽部短歌同好会‖編 I911.1/ﾄ 住友倶楽部短歌同好会
本 0112978181 乾坤 殿岡  牧太‖著 I911.1/ﾄ 西村書店
本 0112977388 新修  京極為兼 土岐  善麿‖著 I911.1/ﾄ 角川書店
本 0113015068 歌と人 土岐  善麿‖著 I911.1/ﾄ 広済堂出版
本 0112364085 土岐善麿歌集 土岐 善麿‖[著] I911.1/ﾄ 光風社書店
本 0113013710 茶の間の歌話 東城  士郎‖著 I911.1/ﾄ 東城士郎著作刊行会
本 0113017583 芝の庭  歌集 東條  源四郎‖著 I911.1/ﾄ 北陸アララギ会柊発行所
本 0113016183 白露  歌集 得能  賀衛‖著 I911.1/ﾄ 石川書房
本 0112956141 杜の道 徳田  清子‖著 I911.1/ﾄ 椎の木書房
本 0112963525 神泉池 徳田  清子‖著 I911.1/ﾄ 白玉書房
本 0112364637 富永堅一歌集 富永 堅一‖著 I911.1/ﾄ 初音書房
本 0113018252 雲逝きぬ  歌集 富田  充‖著 I911.1/ﾄ 東京書房
本 0112362345 万葉集新釈 豊田  八十代‖著 I911.1/ﾄ 広文堂書店
本 0112951422 万葉地理考 豊田  八十代‖著 I911.1/ﾄ 大岡山書店
本 0112979812 五月の風 永井  一男‖著 I911.1/ﾅ [永井一男]
本 0112365397 中村憲吉 扇畑 忠雄‖著 I911.1/ﾅ 青磁社
本 0112979741 黒衣の短歌史 中井  英夫‖著 I911.1/ﾅ 潮出版社
本 0113016218 藍野  歌集 中井  三郎‖著 I911.1/ﾅ 林泉短歌会
本 0112974684 歌ごころ 中河  与一‖著 I911.1/ﾅ 作品社
本 0112359910 万葉の精神 中河  与一‖著 I911.1/ﾅ 千倉書房
本 0112954731 山望 中市  弘‖著 I911.1/ﾅ 甲鳥書林
本 0112951217 水沢集 中川  正寿‖著 I911.1/ﾅ 中川守昌
本 0112363923 遠鏡 中川 綾子‖著 I911.1/ﾅ 初音書房
本 0112365743 夏草野 中川 寿生‖著 中川 美登理‖編 I911.1/ﾅ 白玉書房
本 0113012294 萬葉難解歌考 中村  烏堂‖著 I911.1/ﾅ 月明会出版部
本 0112951547 万葉東歌新釈 中村  烏堂‖著 I911.1/ﾅ 元始日本語刊行会
本 0113019803 鎮守の森  歌集 中村  勤‖著 I911.1/ﾅ 中村  勤
本 0113018190 埋木  歌集 中村  徳之助‖著 I911.1/ﾅ 名古屋短歌会
本 0113017324 幻の音  歌集 中村  芳延‖著 I911.1/ﾅ 新星書房
本 0112365468 中村憲吉全歌集 中村 憲吉‖著 岡田 真‖編集 I911.1/ﾅ 白玉書房
本 0112964702 指紋 中島  栄一‖著 I911.1/ﾅ 草木社
本 0112977440 青い城 中島  栄一‖著 I911.1/ﾅ 中島栄一
本 0113001894 花がたみ 中島  栄一‖著 I911.1/ﾅ 落合書店
本 0113018261 甘露  歌集 中島  貞子‖著 I911.1/ﾅ 短歌人会
本 0113002964 萩の宿 中嶋  英治‖著 I911.1/ﾅ 九芸出版
本 0113018083 城石垣  歌集 中野  久雄‖著 I911.1/ﾅ 中野  久雄
本 0112355282 実朝考 中野 孝次‖著 I911.1/ﾅ 河出書房新社
本 0112355059 笛吹川 長坂 梗‖著 I911.1/ﾅ 短歌新聞社
本 0113004837 長塚節全歌集 長塚  節‖[著] 佐藤  佐太郎‖編 I911.1/ﾅ 寶文館
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本 0112365388 長塚節歌集 長塚 節‖著 I911.1/ﾅ 春陽堂
本 0113019787 裸島  歌集 長嶋  一郎‖著 I911.1/ﾅ 竹柏会名古屋支部
本 0112365477 中村憲吉全集 第1巻 中村 憲吉‖著 I911.1/ﾅ/1 岩波書店
本 0112365486 中村憲吉全集 第2巻 中村 憲吉‖著 I911.1/ﾅ/2 岩波書店
本 0112365495 中村憲吉全集 第3巻 中村 憲吉‖著 I911.1/ﾅ/3 岩波書店
本 0112365501 中村憲吉全集 第4巻 中村 憲吉‖著 I911.1/ﾅ/4 岩波書店
本 0112980597 近世名歌三千首新釈 新田  寛‖著 I911.1/ﾆ 厚生閣
本 0112366403 西佐惠子遺歌集 西 佐惠子‖著 I911.1/ﾆ 白玉書房
本 0112366421 西原須磨 西原 寛一‖編 I911.1/ﾆ 初音書房
本 0112363255 銅山 西原 重敏‖著 I911.1/ﾆ 新星書房
本 0112366412 西原須磨歌集 西原 須磨‖著 I911.1/ﾆ 初音書房
本 0113019607 伊吹嶺  歌集 西村  俊一‖著 I911.1/ﾆ みぎわ書房
本 0112956748 むべの実 西村  俊一‖著 I911.1/ﾆ 初音書房
本 0112950334 万葉集の文化史的研究 西村  真次‖著 I911.1/ﾆ 東京堂書店
本 0112972463 粗い記録 西沢  〓道‖著 I911.1/ﾆ くぐひ社
本 0112356646 青果集 西沢 〓道‖著 I911.1/ﾆ 印美書房
本 0112366608 西方国雄歌集 西方 国雄‖[著] 高橋 郁夫‖編集 I911.1/ﾆ 新潟アララギ会
本 0113022201 桂樹  歌集 二藤部  兵右衛門‖著 I911.1/ﾆ 大石田町短歌会
本 0112337613 日本歌人講座 2 久松 潜一‖責任編集 実方 清‖責任 I911.1/ﾆ/2 弘文堂
本 0112339559 日本歌人講座 3 久松 潜一‖責任編集 実方 清‖責任 I911.1/ﾆ/3 弘文堂
本 0112339568 日本歌人講座 4 久松 潜一‖編集責任 実方 清‖編集 I911.1/ﾆ/4 弘文堂
本 0112980588 日本歌人講座 5 久松  潜一‖責任編集 実方  清‖責 I911.1/ﾆ/5 弘文堂
本 0112980356 日本歌人講座 7 久松  潜一‖責任編集 実方  清‖責 I911.1/ﾆ/7 弘文堂
本 0112332850 日本歌学全書 [正]-第1編 [佐佐木 信綱‖編纂] I911.1/ﾆ/1 博文館
本 0112332869 日本歌学全書 [正]-第2編 [佐佐木 信綱‖編纂] I911.1/ﾆ/2 博文館
本 0112332878 日本歌学全書 [正]-第3編 [佐佐木  信綱‖編纂] I911.1/ﾆ/3 博文館
本 0112332887 日本歌学全書 [正]-第4編 [佐佐木 信綱‖編纂] I911.1/ﾆ/4 博文館
本 0112332896 日本歌学全書 [正]-第5編 [佐佐木  信綱‖編纂] I911.1/ﾆ/5 博文館
本 0112332903 日本歌学全書 [正]-第6編 [佐佐木  信綱‖編纂] I911.1/ﾆ/6 博文館
本 0112332912 日本歌学全書 [正]-第7編 [佐佐木  信綱‖編纂] I911.1/ﾆ/7 博文館
本 0112332921 日本歌学全書 [正]-第8編 [佐々木 弘綱‖標註] [佐佐木 信綱 I911.1/ﾆ/8 博文館
本 0112332930 日本歌学全書 [正]-第9編 [佐佐木  信綱‖編纂] I911.1/ﾆ/9 博文館
本 0112332949 日本歌学全書 [正]-第10編 [佐佐木  信綱‖編纂] I911.1/ﾆ/1 博文館
本 0112332958 日本歌学全書 [正]-第11編 [佐佐木  信綱‖編纂] I911.1/ﾆ/1 博文館
本 0112332967 日本歌学全書 [正]  第12編 [佐佐木  信綱‖編纂] I911.1/ﾆ/1 博文館
本 0112349469 [日本歌学全書] [続 第1編] 佐佐木 信綱‖編纂 I911.1/ﾆ/1 博文館
本 0112349478 [日本歌学全書] [続 第2編] 佐佐木 信綱‖編纂 I911.1/ﾆ/2 博文館
本 0112349487 [日本歌学全書] [続 第3編] 佐佐木 信綱‖編纂 I911.1/ﾆ/3 博文館
本 0112349496 日本歌学全書 続第4編 佐佐木 信綱‖編纂 I911.1/ﾆ/4 博文館
本 0112349502 [日本歌学全書] [続 第5編] 佐佐木 信綱‖編纂 I911.1/ﾆ/5 博文館
本 0112349511 [日本歌学全書] [続 第6編] 佐佐木 信綱‖編纂 I911.1/ﾆ/6 博文館
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本 0112978252 [日本歌学全書] [続第7編] 佐佐木  信綱‖編纂 I911.1/ﾆ/7 博文館
本 0112978261 [日本歌学全書] [続第8編] 佐佐木  信綱‖編纂 I911.1/ﾆ/8 博文館
本 0112349520 [日本歌学全書] [続 第9編] 佐佐木 信綱‖編纂 I911.1/ﾆ/9 博文館
本 0112349539 [日本歌学全書] [続 第10編] 佐佐木 信綱‖編纂 I911.1/ﾆ/1 博文館
本 0112349548 [日本歌学全書] [続 第11編] 佐佐木 信綱‖編纂 I911.1/ﾆ/1 博文館
本 0112349557 [日本歌学全書] [続 第12編] 佐佐木 信綱‖編纂 I911.1/ﾆ/1 博文館
本 0113018065 半夏生  歌集 根尾  幸子‖著 I911.1/ﾈ 石川書房
本 0113016879 しろい花 根尾  幸子‖著 I911.1/ﾈ 椎の木書房
本 0112957630 幽玄論 能勢  朝次‖著 I911.1/ﾉ 河出書房
本 0112951592 万葉論 野口  米次郎‖著 I911.1/ﾉ 第一書房
本 0113003026 白雲草 野場  鉱太郎‖著 野場  加代子‖編 I911.1/ﾉ 短歌新聞社
本 0112950995 万葉集随筆 野田  実‖著 I911.1/ﾉ 崇文堂出版部
本 0112955311 註解平賀元義歌集 羽生  永明‖著 I911.1/ﾊ 古今書院
本 0112950502 万葉集私解 花田  比露思‖著 I911.1/ﾊ 紅玉堂書店
本 0112354719 評釈万葉集傑作選 橋田 東声‖著 I911.1/ﾊ 聚芳閣
本 0112975255 古泉千樫とその歌 橋本  徳寿‖著 I911.1/ﾊ 三省堂
本 0112961992 吾が歌論 橋本  徳寿‖著 I911.1/ﾊ 墨水書房
本 0112360775 庭燎 橋本 善七‖著 I911.1/ﾊ 秀圭社
本 0112978172 幸木 半田  良平‖著 I911.1/ﾊ 沃野社
本 0112951985 緑色の円 浜口  忍翁‖著 I911.1/ﾊ 短歌新聞社
本 0112339746 忠誠心とみやび 蓮田 善明‖著 I911.1/ﾊ 日本放送出版協会
本 0112974693 歌と花 馬場  あき子‖著 I911.1/ﾊﾞ 白水社
本 0112950423 万葉集考説 久松  潜一‖著 I911.1/ﾋ 栗田書店
本 0112950272 万葉集の新研究 久松  潜一‖著 I911.1/ﾋ 至文堂
本 0112355273 山峡の音 広瀬 房子‖著 I911.1/ﾋ 短歌新聞社
本 0112960788 白埴 広野  三郎‖著 I911.1/ﾋ 古今書院
本 0112977510 あかつき 広野  三郎‖著 I911.1/ﾋ 第二書房
本 0112353033 広野三郎遺歌集 広野 三郎‖著 I911.1/ﾋ 新星書房
本 0113019108 繭ごもるごとく  歌集 比賀  まさ代‖著 I911.1/ﾋ 初音書房
本 0112957499 山の上の虹 比賀  まさ代‖著 I911.1/ﾋ 初音書房
本 0112336419 野ぼたん 比賀 まさ代‖著 I911.1/ﾋ 初音書房
本 0112366476 鰊ぐもり 樋口 賢治‖著 I911.1/ﾋ 短歌新聞社
本 0112955320 平賀元義歌集 平賀  元義‖[著] 斎藤  茂吉‖編註 I911.1/ﾋ 岩波書店
本 0113019527 世界を巡る  歌集 平光  五位地‖著 I911.1/ﾋ 九大医学部短歌会
本 0112965998 象刻集 平田  春一‖著 I911.1/ﾋ 白楊社
本 0113019064 思父抄  歌集 平田  松堂‖著 I911.1/ﾋ 日本文芸社
本 0112977280 寒竹 平福  百穂‖著 I911.1/ﾋ 古今書院
本 0113018412 山行  歌集 廣瀬  正美‖著 I911.1/ﾋ 白玉書房
本 0112951226 万葉批評史研究 近世篇 平野  仁啓‖著 I911.1/ﾋ/ｷ 未来社
本 0112359340 西行探究 古屋  利之‖著 I911.1/ﾌ 短歌新聞社
本 0112977217 喜寿 古川  雉郎‖著 I911.1/ﾌ 新星書房
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本 0112956800 八十路の坂 古川  雉郎‖著 I911.1/ﾌ 新星書房
本 0112977921 雲とコオロギとわたし 深町  文雄‖著 I911.1/ﾌ 砂子屋書房
本 0112355219 雑華雲 藤井 黎白‖著 I911.1/ﾌ 豊橋牧水会
本 0112359634 満天星 藤原  哲夫‖著 I911.1/ﾌ 石川書房
本 0113017627 分水嶺  歌集 藤原  哲夫‖著 I911.1/ﾌ 白玉書房
本 0112363889 冬雷 藤原 哲夫‖著 I911.1/ﾌ 石川書房
本 0112363095 冬岡 藤森 朋夫‖著 I911.1/ﾌ 羽田書店
本 0113017896 黄峯  歌集 藤川  幸助‖著 I911.1/ﾌ みぎわ書房
本 0112961901 青峯 藤川  幸助‖著 I911.1/ﾌ 初音書房
本 0112978029 国原 藤沢  古実‖著 I911.1/ﾌ 岩波書店
本 0112362755 遠北山 藤谷 昌義‖著 I911.1/ﾌ みぎわ書房
本 0112355692 大日本歌学史 福井 久蔵‖著 I911.1/ﾌ 不二書房
本 0113018430 一花開いて  福森葉子歌集 福森  葉子‖著 I911.1/ﾌ 淡交社
本 0112973346 泉 福森  葉子‖著 I911.1/ﾌ 来光寺
本 0113019885 涓滴後集  歌集 福田  寛‖著 I911.1/ﾌ みぎわ書房
本 0113019812 涓滴  歌集 福田  寛‖著 I911.1/ﾌ 研文社
本 0112359983 万葉語菅見 福田  寛‖著 I911.1/ﾌ 林泉短歌会
本 0112350562 大日本歌書綜覧 上 福井 久蔵‖著 I911.1/ﾌ/1 不二書房
本 0112350571 大日本歌書綜覧 中 福井 久蔵‖著 I911.1/ﾌ/2 不二書房
本 0112350580 大日本歌書綜覧 下 福井 久蔵‖著 I911.1/ﾌ/3 不二書房
本 0113019634 歩道代表作選集 佐藤  佐太郎‖編 I911.1/ﾎ 歩道短歌会
本 0112972490 アララギの流域 細川  謙三‖著 I911.1/ﾎ 短歌新聞社
本 0113016245 光陰以後  細谷福太郎遺歌集 細谷  福太郎‖著 I911.1/ﾎ 初音書房
本 0112977431 青葦のパレット 星河  安友子‖著 I911.1/ﾎ 短歌新聞社
本 0112957934 雪祭 穂積  忠‖著 I911.1/ﾎ 八雲書林
本 0112971632 丘陵 堀内  通孝‖著 I911.1/ﾎ 八雲書林
本 0112951397 万葉大和風土記 堀内  民一‖著 I911.1/ﾎ 天理時報社
本 0113018207 運命の旅  歌集 第2輯 堀田  正男‖著 I911.1/ﾎ/2 啓進社
本 0112951342 万葉集物語  美と抒情の原郷をたどる 伊藤  博・橋本  達雄‖編 I911.1/ﾏ 有斐閣
本 0112363861 正岡子規 岡 麓‖著 I911.1/ﾏ 白玉書房
本 0112357119 慈鎮和尚乃研究 間中 富士子‖著 I911.1/ﾏ 森北書店
本 0113019536 雑木原  歌集 丸山  修三‖著 I911.1/ﾏ 初音書房
本 0112364423 栃の木 丸山 修三‖著 I911.1/ﾏ 林泉短歌会
本 0113016646 ゆふすげ  歌集 丸田  むら‖著 I911.1/ﾏ 初音書房
本 0112950977 万葉集選 窪田  空穂‖[編]著 I911.1/ﾏ 越山堂
本 0112952369 子規といふ人 五味  保義‖著 I911.1/ﾏ 白玉書房
本 0112337882 万葉集抄 鴻巣 盛広‖[ほか]共編 I911.1/ﾏ 裳華房
本 0112951066 万葉図録 文献篇地理篇 佐佐木  信綱‖共編 新村  出‖共編 I911.1/ﾏ 靖文社
本 0112951627 万葉辞典 佐佐木  信綱‖編 I911.1/ﾏ 中央公論社
本 0112359974 万葉学論纂 佐佐木  信綱‖編 I911.1/ﾏ 明治書院
本 0112950370 分類万葉集 佐佐木  信綱‖編著 I911.1/ﾏ 岩波書店
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本 0112951333 注解万葉集 佐野  保太郎‖共著 藤井  寛‖共著 I911.1/ﾏ 藤井書店
本 0112952350 子規短歌合評 斎藤  茂吉‖編 土屋  文明‖編 I911.1/ﾏ 青磁社
本 0112951379 万葉集論考 山田  孝雄‖[ほか]著 辰己  利文‖ I911.1/ﾏ 素人社書屋
本 0112950753 万葉思慕 升味  蓼子‖著 I911.1/ﾏ 第百書房
本 0112950968 万葉集新抄 小泉  苳三‖編 I911.1/ﾏ 栗田書店
本 0112355264 実朝游魂 松永 伍一‖著 I911.1/ﾏ 中央公論社
本 0112976888 歌学 松岡  静雄‖著 I911.1/ﾏ 新興学会出版部
本 0112337793 智鏡集 松原 信孝‖著 I911.1/ﾏ 短歌新聞社
本 0112363362 冬潮 松原 信孝‖著 I911.1/ﾏ 短歌新聞社
本 0113013701 現代名歌評釋 松村  英一‖著 I911.1/ﾏ 紅玉堂書店
本 0112953162 短歌論鈔 松村  英一‖著 I911.1/ﾏ 紅玉堂書店
本 0112950236 代匠記・考略解・古義万葉集 上巻 松村  英一‖編 I911.1/ﾏ 紅玉堂書店
本 0112356290 白い花の咲く道 松村 英一‖著 I911.1/ﾏ 新星書房
本 0112359894 万葉秀玉集 森本  治吉‖編著 吉村  忠夫‖編著 I911.1/ﾏ 明治書院
本 0112358608 竹乃里歌 正岡 子規‖[著] 土屋 文明‖編 I911.1/ﾏ 岩波書店
本 0112352613 山河慟哭 前 登志夫‖著 I911.1/ﾏ 朝日新聞社
本 0112358902 方響 前川  佐美雄‖著 I911.1/ﾏ 短歌新聞社
本 0113003099 麦穂 前川  緑‖著 I911.1/ﾏ 木耳社
本 0113003197 白鳳梨 前田  義久‖著 I911.1/ﾏ 新星書房
本 0112962214 和歌十体論研究 前田  妙子‖著 I911.1/ﾏ 弘文堂
本 0112951306 万葉集年表 土屋  文明‖編 I911.1/ﾏ 岩波書店
本 0112951315 作者別万葉全集 土岐  善麿‖編著 I911.1/ﾏ アルス
本 0112976129 正岡子規 藤川  忠治‖著 I911.1/ﾏ 桜楓社
本 0112347032 短歌回診 上 丸本 晋‖著 I911.1/ﾏ/1 初音書房
本 0112347041 短歌回診 下 丸本 晋‖著 I911.1/ﾏ/2 初音書房
本 0112950227 万葉集全巻 藤沢  古実‖共編 広野  三郎‖共編 I911.1/ﾏ 古今書院
本 0112339318 万葉考槻落葉 荒木田 久老‖著 I911.1/ﾏ/4 古今書院
本 0112339390 万葉集管見 下河辺 長流‖著 武田 祐吉‖校訂・ I911.1/ﾏ/1 古今書院
本 0112339309 万葉集桧嬬手 橘 守部‖著 I911.1/ﾏ/3 古今書院
本 0112339425 秘府本万葉集抄 佐佐木 信綱‖解説 I911.1/ﾏ/1 古今書院
本 0112339416 仙覚全集 仙覚‖著 佐佐木 信綱‖編 I911.1/ﾏ/1 古今書院
本 0112339407 万葉集目安補正 池永 秦良‖著 上田 秋成‖補 I911.1/ﾏ/1 古今書院
本 0112339283 万葉集灯 富士谷 御杖‖著 久保田 俊彦‖校訂 I911.1/ﾏ/1 古今書院
本 0112339292 万葉集僻案抄 荷田 春満‖著 I911.1/ﾏ/2 古今書院
本 0112951636 新訓万葉集 上巻 佐佐木  信綱‖編 I911.1/ﾏ/1 岩波書店
本 0112951645 新訓万葉集 下巻 佐佐木  信綱‖編 I911.1/ﾏ/2 岩波書店
本 0112352070 万葉集研究 上 斎藤 茂吉‖編 I911.1/ﾏ/1 岩波書店
本 0112352089 万葉集研究 下 斎藤 茂吉‖編 I911.1/ﾏ/2 岩波書店
本 0112339434 万葉学叢刊 中世篇 佐佐木 信綱‖編 I911.1/ﾏ/1 古今書院
本 0112351286 万葉集講座 第1巻 I911.1/ﾏ/1 春陽堂
本 0112352043 万葉集講座 第2巻 I911.1/ﾏ/2 春陽堂
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本 0112352052 万葉集講座 第3巻 I911.1/ﾏ/3 春陽堂
本 0112352061 万葉集講座 第4巻 I911.1/ﾏ/4 春陽堂
本 0112351295 万葉集講座 第5巻 I911.1/ﾏ/5 春陽堂
本 0112351302 万葉集講座 第6巻 I911.1/ﾏ/6 春陽堂
本 0112349263 万葉集総釈 第1 武田 祐吉‖著 土屋 文明‖著 I911.1/ﾏ/1 楽浪書院
本 0112349272 万葉集総釈 第2 吉沢 義則‖著 石井 庄司‖著 I911.1/ﾏ/2 楽浪書院
本 0112349281 万葉集総釈 第3 森本 治吉‖著 新村 出‖著 I911.1/ﾏ/3 楽浪書院
本 0112349290 万葉集総釈 第4 窪田 通治‖著 藤森 朋夫‖著 I911.1/ﾏ/4 楽浪書院
本 0112349307 万葉集総釈 第5 川田 順‖著 安藤 正次‖著 I911.1/ﾏ/5 楽浪書院
本 0112349316 万葉集総釈 第6 春日 政治‖著 久松 潜一‖著 I911.1/ﾏ/6 楽浪書院
本 0112349325 万葉集総釈 第7 斎藤 清衛‖著 折口 信夫‖著 I911.1/ﾏ/7 楽浪書院
本 0112349334 万葉集総釈 第8 今井 邦子‖著 高木 市之助‖著 I911.1/ﾏ/8 楽浪書院
本 0112349343 万葉集総釈 第9 佐佐木 信綱‖著 尾上 八郎‖著 I911.1/ﾏ/9 楽浪書院
本 0112349352 万葉集総釈 第10 森本 健吉‖著 豊田 八十代‖著 I911.1/ﾏ/1 楽浪書院
本 0112349361 万葉集総釈 第11 沢瀉 久孝‖著 佐伯 梅友‖著 I911.1/ﾏ/1 楽浪書院
本 0112349370 万葉集総釈 第12 篠田 隆治‖編 I911.1/ﾏ/1 楽浪書院
本 0112337917 万葉集新考 第1 井上 通泰‖著 I911.1/ﾏ/1 国民図書
本 0112337926 万葉集新考 第2 井上 通泰‖著 I911.1/ﾏ/2 国民図書
本 0112337935 万葉集新考 第3 井上 通泰‖著 I911.1/ﾏ/3 国民図書
本 0112337944 万葉集新考 第4 井上 通泰‖著 I911.1/ﾏ/4 国民図書
本 0112337962 万葉集新考 第6 井上 通泰‖著 I911.1/ﾏ/6 国民図書
本 0112337971 万葉集新考 第7 井上 通泰‖著 I911.1/ﾏ/7 国民図書
本 0112337980 万葉集新考 第8 井上 通泰‖著 I911.1/ﾏ/8 国民図書
本 0112337953 万葉集新考 第5 井上 通泰‖著 I911.1/ﾏ/5 国民図書
本 0112339327 万葉集攷証 第1巻 岸本 由豆流‖著 武田 祐吉‖校訂 I911.1/ﾏ/5 古今書院
本 0112339336 万葉集攷証 第2巻 岸本 由豆流‖著 武田 祐吉‖校訂解 I911.1/ﾏ/6 古今書院
本 0112339345 万葉集攷証 第3巻 上 岸本 由豆流‖著 武田 祐吉‖校訂解 I911.1/ﾏ/7 古今書院
本 0112339354 万葉集攷証 第3巻 下 岸本 由豆流‖著 武田 祐吉‖校訂解 I911.1/ﾏ/8 古今書院
本 0112339363 万葉集攷証 第4巻 岸本 由豆流‖著 武田 祐吉‖校訂解 I911.1/ﾏ/9 古今書院
本 0112339372 万葉集攷証 第5巻 岸本 由豆流‖著 武田 祐吉‖校訂解 I911.1/ﾏ/1 古今書院
本 0112339381 万葉集攷証 第6巻 岸本 由豆流‖著 武田 祐吉‖校訂解 I911.1/ﾏ/1 古今書院
本 0112352098 万葉集古義 第1 [鹿持 雅澄‖著] I911.1/ﾏ/1 国書刊行会
本 0112352105 万葉集古義 第2 [鹿持 雅澄‖著] I911.1/ﾏ/2 国書刊行会
本 0112352114 万葉集古義 第3 [鹿持 雅澄‖著] I911.1/ﾏ/3 国書刊行会
本 0112349566 万葉集古義 第4 [鹿持 雅澄‖著] I911.1/ﾏ/4 国書刊行会
本 0112349575 万葉集古義 第5 [鹿持 雅澄‖著] I911.1/ﾏ/5 国書刊行会
本 0112349584 万葉集古義 第6 [鹿持 雅澄‖著] I911.1/ﾏ/6 国書刊行会
本 0112349593 万葉集古義 第7 [鹿持 雅澄‖著] I911.1/ﾏ/7 国書刊行会
本 0112349600 万葉集古義 8巻 [鹿持 雅澄‖著] I911.1/ﾏ/8 国書刊行会
本 0112349619 万葉集古義 第9 [鹿持 雅澄‖著] I911.1/ﾏ/9 国書刊行会
本 0112352123 万葉集古義 首巻 I911.1/ﾏ/4 国書刊行会
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本 0112977618 金槐和歌集 [源  実朝‖著] 樋口  芳麻呂‖校注 I911.1/ﾐ 新潮社
本 0112955598 明恵上人歌集の研究 吉原  シケコ‖著 I911.1/ﾐ 桜楓社
本 0112333626 源実朝 吉本 隆明‖[著] I911.1/ﾐ 筑摩書房
本 0112977654 群鶏 宮  柊二‖著 I911.1/ﾐ 青磁社
本 0112959638 短歌読本 宮  柊二‖著 I911.1/ﾐ 東京美術
本 0112359331 藤棚の下の小室 宮  柊二‖著 I911.1/ﾐ 白玉書房
本 0112956356 宮沢賢治歌集 宮沢  賢治‖著 森  荘巳池‖校註 I911.1/ﾐ 日本書院
本 0112365761 夏の落葉 宮地 伸一‖著 I911.1/ﾐ 短歌新聞社
本 0113017912 川の邊の宮 宮本  清胤‖著 I911.1/ﾐ 白玉書房
本 0112956294 宮脇武夫全歌集 宮脇  武夫‖遺詠 I911.1/ﾐ 墨水書房
本 0113017235 あめりか紀行  歌集 三鬼  実‖著 I911.1/ﾐ 歌と観照社
本 0112365119 奈がき旅路 三村 静子‖著 I911.1/ﾐ 三村静子
本 0112954928 源実朝 上田  英夫‖著 I911.1/ﾐ 青梧堂
本 0113017486 南谷和吉歌集 前田  晴生‖編 I911.1/ﾐ 日本文化出版協会
本 0112364003 朱鳥 南 国子‖著 I911.1/ﾐ 椎の木書房
本 0112960421 李花集 宗良親王‖[著] 短歌雜誌社編輯部‖ I911.1/ﾑ 紅玉堂書店
本 0112354899 『籬雨荘雑歌』の研究 村井 憲太郎‖著 I911.1/ﾑ 短歌新聞社
本 0112991157 御歌人としての後鳥羽上皇 村崎  凡人‖著 I911.1/ﾑ 鶴書房
本 0113017431 アカンサス以後  村田芳留子歌集 村田  芳留子‖著 I911.1/ﾑ 初音書房
本 0113002081 早瀬 村田  利明‖著 I911.1/ﾑ 古今書院
本 0112359947 万葉以前 村木  清一郎‖[訳]著 I911.1/ﾑ 筑摩書房
本 0112350410 新輯明治天皇御集 上 明治天皇‖[著] 明治天皇御集委員会 I911.1/ﾒ/1 明治神宮
本 0112350429 新輯明治天皇御集 下 明治天皇‖[著] 明治天皇御集委員会 I911.1/ﾒ/2 明治神宮
本 0112956025 明治大正短歌資料大成 第1巻 小泉  苳三‖編著 I911.1/ﾒ/1 立命館出版部
本 0112956613 明治大正短歌資料大成 第2巻 小泉  苳三‖編著 I911.1/ﾒ/2 立命館出版部
本 0112956579 明治大正短歌資料大成 第3巻 小泉  苳三‖編著 I911.1/ﾒ/3 立命館出版部
本 0112956132 森快逸歌集 森  快逸‖著 I911.1/ﾓ 新星書房
本 0113017388 曙  歌集 森  満江‖著 I911.1/ﾓ 新星書房
本 0112356236 太湖集 森 三樹雄‖著 森 不二子‖編集 I911.1/ﾓ 初音書房
本 0112362871 峠路 森山  汀川‖著 I911.1/ﾓ 古今書院
本 0112950245 万葉集の芸術性 森本  治吉‖著 I911.1/ﾓ 修文館
本 0112953830 門間春雄歌集 門間  春雄‖著 I911.1/ﾓ 岩波書店
本 0112956515 安江不空全歌集 [安江  不空‖著] 原  真弓‖編 I911.1/ﾔ 安江不空全歌集刊行会
本 0112352640 短歌入門・はじめのはじめ 安永 蕗子‖著 I911.1/ﾔ 東京美術
本 0112998338 古今集時代の研究 安田  喜代門‖著 I911.1/ﾔ 六文館
本 0112974719 歌の深さ 安田  章生‖著 I911.1/ﾔ 創元社
本 0112352775 布野の霧むら 安田 良子‖著 I911.1/ﾔ 白玉書房
本 0112957275 山口茂吉 加藤  淑子‖著 I911.1/ﾔ みすず書房
本 0112957266 山口茂吉 加藤  淑子‖著 I911.1/ﾔ 乙骨書店
本 0112957284 山口茂吉全歌集 山口  茂吉‖著 大内  豊子‖編 I911.1/ﾔ 短歌新聞社
本 0112354942 万葉集百首歌とその研究 山口 正‖著 I911.1/ﾔ 教育出版センター
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本 0112361872 天際 山上 次郎‖著 I911.1/ﾔ 角川書店
本 0112978546 歌人 森田義郎と子規・飄亭 山上 次郎‖著 I911.1/ﾔ 古川書房
本 0112335367 日本短歌史 山内 素行‖著 I911.1/ﾔ 敬文館
本 0112959344 短歌 山本  健吉‖著 I911.1/ﾔ 角川書店
本 0112964294 詩の自覚の歴史 山本  健吉‖著 I911.1/ﾔ 筑摩書房
本 0112990817 古典逍遥・及辰園歌抄 山本  健吉‖著 佐藤  佐太郎‖著 I911.1/ﾔ 短歌新聞社
本 0112957578 山上憶良 中西  進‖著 I911.1/ﾔ 河出書房新社
本 0113013694 山部赤人の研究  その叙景表現 尾崎  暢殃‖著 I911.1/ﾔ 明治書院
本 0112962349 わが万葉集 保田  与重郎‖著 I911.1/ﾔ 新潮社
本 0112950316 万葉集の精神 保田  与重郎‖著 I911.1/ﾔ 筑摩書房
本 0112991148 後鳥羽院 保田  与重郎‖著 I911.1/ﾔ 万里閣
本 0112352980 万葉集纉攷 弥富 破摩雄‖著 I911.1/ﾔ 大岡山書店
本 0112981462 落合直文 矢吹  弘史‖著 I911.1/ﾔ 同文館出版部
本 0112956506 矢代東村遺歌集 矢代  東村‖著 渡辺  順三‖編 I911.1/ﾔ 新興出版社
本 0112974700 歌の作り方 矢嶋  歓一‖著 I911.1/ﾔ 素人社
本 0112974023 犬蓼 柳本  城西‖著 I911.1/ﾔ 白玉書房
本 0112352132 万葉集講義 巻第1 山田 孝雄‖著 I911.1/ﾔ/1 宝文館
本 0112352141 万葉集講義 巻第2 山田 孝雄‖著 I911.1/ﾔ/2 宝文館
本 0112954777 山麓 結城  哀草果‖著 I911.1/ﾕ 岩波書店
本 0112955295 すだま 結城  哀草果‖著 I911.1/ﾕ 岩波書店
本 0112973300 異色十歌人 湯本  喜作‖著 I911.1/ﾕ 短歌新聞社
本 0112988599 愚庵の周辺 湯本  喜作‖著 I911.1/ﾕ 短歌新聞社
本 0113013355 短歌随想 湯本  喜作‖著 I911.1/ﾕ 短歌新聞社
本 0113018225 海橋  歌集 由谷  一郎‖著 I911.1/ﾕ 短歌新聞社
本 0113019830 峡路  歌集 横山  正‖著 I911.1/ﾖ 大和出版社
本 0112953251 断層 横瀬  末数‖著 I911.1/ﾖ 新見和子
本 0112356049 竹むしろ 横幕 統平‖著 I911.1/ﾖ 短歌雑誌社
本 0113017556 玉蜻  歌集 吉井  勇‖著 I911.1/ﾖ 交蘭社
本 0112958229 定本吉井勇歌集 吉井  勇‖著 I911.1/ﾖ 甲鳥書林
本 0112981088 故園 吉井  勇‖著 I911.1/ﾖ 木原書房
本 0112986038 寒行 吉井  勇‖著 I911.1/ﾖ 養徳社
本 0112961242 旅塵 吉井 勇‖著 I911.1/ﾖ 桜井書店
本 0113017100 ?の下に  歌集 吉松  喬‖著 I911.1/ﾖ みぎわ書房
本 0112957426 やまとことば 吉沢  義則‖著 I911.1/ﾖ 教育図書
本 0112978920 朱花片 吉田  正俊‖著 I911.1/ﾖ 札幌青磁社
本 0112972720 淡き靄 吉田  正俊‖著 I911.1/ﾖ 石川書房
本 0112978092 草の露 吉田  正俊‖著 I911.1/ﾖ 短歌新聞社
本 0112978350 黄【ギ】集 吉田  正俊‖著 I911.1/ﾖ 白玉書房
本 0112978074 くさぐさの歌 吉田  正俊‖著 I911.1/ﾖ 白玉書房
本 0113016398 霜ふる土 吉田  正俊‖著 I911.1/ﾖ 白玉書房
本 0112972294 天沼 吉田  正俊‖著 I911.1/ﾖ 墨水書房
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本 0112964837 『赤光』全注釈 吉田  漱‖著 I911.1/ﾖ 短歌新聞社
本 0112365538 流るる雲 吉田 正俊‖著 I911.1/ﾖ 白玉書房
本 0112347372 良寛 吉本 隆明‖著 I911.1/ﾖ 春秋社
本 0113016968 含紅集  歌集 吉野  秀雄‖著 I911.1/ﾖ 弥生書房
本 0112958764 吉野秀雄歌集 吉野  秀雄‖著 I911.1/ﾖ 弥生書房
本 0112978396 黄塵 四元  仰‖著 I911.1/ﾖ 短歌新聞社
本 0112958023 吉井勇 木俣  修‖著 I911.1/ﾖ 明治書院
本 0112961206 良寛和尚の人と歌 吉野  秀雄‖著 I911.1/ﾘ 弥生書房
本 0112960662 良寛の歌 高木  一夫‖著 I911.1/ﾘ 短歌新聞社
本 0112960644 良寛の歌 須佐  晋長‖著 I911.1/ﾘ 第一書房
本 0112959503 大愚良寛 相馬  御風‖著 I911.1/ﾘ 春陽堂書店
本 0112960680 良寛を語る 相馬 御風‖著 I911.1/ﾘ 博文館
本 0112960653 良寛の歌 大坪  草二郎‖著 I911.1/ﾘ あしかひ草舎
本 0112333644 良寛 唐木 順三‖[著] I911.1/ﾘ 筑摩書房
本 0113011794 良寛 東郷  豊治‖著 I911.1/ﾘ 東京創元新社
本 0112960626 良寛.元政.愚庵.選集 良寛‖[ほか著] 野々村  修瀛‖[編] I911.1/ﾘ 京文舘
本 0112960706 良寛歌集 良寛‖著 吉野  秀雄‖校註 I911.1/ﾘ 朝日新聞社
本 0112962456 良寛歌集 良寛‖著 渡辺  秀英‖[解説] I911.1/ﾘ 木耳社
本 0112952421 子午線 林泉短歌会‖編 I911.1/ﾘ 初音書房
本 0113016101 レニアの雪  歌集 シヤトル短歌会‖編 I911.1/ﾚ 潮音社
本 0112358154 牧水 山崎 斌‖著 I911.1/ﾜ 紀元社
本 0112366430 虹は彼方に 若山 喜志子‖撰 I911.1/ﾜ 東京美術
本 0112962376 若山牧水 大橋  松平‖著 I911.1/ﾜ 砂子屋書房
本 0112963838 西行山家集全注解 渡部  保‖著 I911.1/ﾜ 風間書房
本 0112952065 黎明 渡辺  元子‖著 I911.1/ﾜ 五月書房
本 0112962839 渡辺直己歌集 渡辺  直己‖著 I911.1/ﾜ 呉アララギ会
本 0112357084 史的唯物論より観たる近代短歌史 渡辺 順三‖著 I911.1/ﾜ 改造社
本 0112365930 波の音 渡辺 繁夫‖著 I911.1/ﾜ 放水路短歌会
本 0113018234 微なるもの  歌集 渡邊  衡平‖著 I911.1/ﾜ 白玉書房
本 0113019439 山に向ひて  歌集 渡邊  晋‖著 I911.1/ﾜ 椎の木書房
本 0113018038 笠雲  歌集 渡邊  良平‖著 I911.1/ﾜ 短歌新聞社
本 0113003106 泊瀬小国 和田  嘉寿男‖著 I911.1/ﾜ 桜楓社
本 0113019796 蒸気機関車  歌集 和田  俊和‖著 I911.1/ﾜ 椎の木書房
本 0113018109 夕凪 藁谷  みか子‖著 I911.1/ﾜ 竹栢会
本 0112358582 炎 白木 裕‖著 I911.2/ｼ 大阪 高槻発行所
本 0112953144 宗祇論 井本  農一‖著 I911.2/ｿ 三省堂
本 0112367590 宗祇 浪曼と憂愁 井本 農一‖[著] I911.2/ｿ 淡交社
本 0112337748 父の口ぶえ 岩田 有史‖作 草野 心平‖編 I911/ｲ 小山書店
本 0112193019 歌集 岬 泉 幸吉 I911/ｲ 住友 吉左衛門
本 0113002152 巴里心景 九鬼  周造‖著 I911/ｸ 甲鳥書林
本 0112334000 日本詩歌の体系 児山 信一‖著 I911/ｺ 至文堂
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本 0112951654 万葉集の話 土屋  文明‖著 I911/ﾂ 筑摩書房
本 0112335214 日本人の美意識 第1 秋山 虔‖[ほか]著 I911/ﾆ/1 東京大学出版会
本 0112335223 日本人の美意識 第2 三好 行雄‖[ほか]著 I911/ﾆ/2 東京大学出版会
本 0112337560 近きむかし 一ツ橋 美江‖著 I911/ﾋ 短歌研究社
本 0112367233 日本の詩歌 安田 章生‖著 I911/ﾔ 創元社

24／24


