
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】：920～999.9
【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 0112964383 支那文学思想史 青木 正児‖著 I920.2/ｱ 岩波書店
本 0112350090 新編魯迅雑記 竹内 好‖著 I920.2/ﾀ 勁草書房
本 0112350107 魯迅雑記 続 竹内 好‖著 I920.2/ﾀ 勁草書房
本 0112964150 支那学術文芸史 長沢  規矩也‖著 I920.2/ﾅ 三省堂
本 0112964374 支那文学芸術考 青木  正児‖著 I920.4/ｱ 弘文堂書房
本 0112958407 一瓶の中 露伴‖著 I920.4/ｺ 中央公論社
本 0112964445 支那雑記 佐藤  春夫‖著 I920.4/ｻ 大道書房
本 0112336810 古典への道 吉川 幸次郎‖著 I920.4/ﾖ 朝日新聞社
本 0112959040 西東間記 吉川  幸次郎‖[著] I920.4/ﾖ 岩波書店
本 0112987260 青木正児全集 第1巻 青木  正児‖著 I920.8/ｱ/1 春秋社
本 0112987279 青木正児全集 第6巻 青木  正児‖著 I920.8/ｱ/6 春秋社
本 0112987288 青木正児全集 第7巻 青木  正児‖著 I920.8/ｱ/7 春秋社
本 0112344570 吉川幸次郎全集 第1巻 吉川 幸次郎‖著 I920.8/ﾖ/1 筑摩書房
本 0112344589 吉川幸次郎全集 第2巻 吉川 幸次郎‖著 I920.8/ﾖ/2 筑摩書房
本 0112344598 吉川幸次郎全集 第3巻 吉川 幸次郎‖著 I920.8/ﾖ/3 筑摩書房
本 0112344605 吉川幸次郎全集 第4巻 吉川 幸次郎‖著 I920.8/ﾖ/4 筑摩書房
本 0112344614 吉川幸次郎全集 第5巻 吉川 幸次郎‖著 I920.8/ﾖ/5 筑摩書房
本 0112344623 吉川幸次郎全集 第6巻 吉川 幸次郎‖著 I920.8/ﾖ/6 筑摩書房
本 0112344632 吉川幸次郎全集 第7巻 吉川 幸次郎‖著 I920.8/ﾖ/7 筑摩書房
本 0112344641 吉川幸次郎全集 第8巻 吉川  幸次郎‖著 I920.8/ﾖ/8 筑摩書房
本 0112344650 吉川幸次郎全集 第9巻 吉川  幸次郎‖著 I920.8/ﾖ/9 筑摩書房
本 0112344669 吉川幸次郎全集 第10巻 吉川  幸次郎‖著 I920.8/ﾖ/1 筑摩書房
本 0112344678 吉川幸次郎全集 第11巻 吉川 幸次郎‖著 I920.8/ﾖ/1 筑摩書房
本 0112344687 吉川幸次郎全集 第12巻 吉川 幸次郎‖著 I920.8/ﾖ/1 筑摩書房
本 0112344696 吉川幸次郎全集 第13巻 吉川 幸次郎‖著 I920.8/ﾖ/1 筑摩書房
本 0112344703 吉川幸次郎全集 第14巻 吉川 幸次郎‖著 I920.8/ﾖ/1 筑摩書房
本 0112344712 吉川幸次郎全集 第15巻 吉川 幸次郎‖著 I920.8/ﾖ/1 筑摩書房
本 0112344721 吉川幸次郎全集 第16巻 吉川 幸次郎‖著 I920.8/ﾖ/1 筑摩書房
本 0112344730 吉川幸次郎全集 第17巻 吉川 幸次郎‖著 I920.8/ﾖ/1 筑摩書房
本 0112344749 吉川幸次郎全集 第18巻 吉川 幸次郎‖著 I920.8/ﾖ/1 筑摩書房
本 0112344758 吉川幸次郎全集 第19巻 吉川 幸次郎‖著 I920.8/ﾖ/1 筑摩書房
本 0112344767 吉川幸次郎全集 第20巻 吉川 幸次郎‖著 I920.8/ﾖ/2 筑摩書房
本 0112997552 支那文学概論講話 塩谷  温‖述 I920/ｼ 大日本雄弁会
本 0113016129 中国詩人選集 1 吉川  幸次郎‖編 小川  環樹‖編 I921.0/ﾁ/1 岩波書店
本 0113016138 中国詩人選集 2 吉川  幸次郎‖編 小川  環樹‖編 I921.0/ﾁ/2 岩波書店
本 0112339808 中国詩人選集 3 吉川 幸次郎‖編集・校閲 小川 環樹 I921.0/ﾁ/3 岩波書店
本 0112362719 中国詩人選集 第4巻 吉川  幸次郎‖編 I921.0/ﾁ/4 岩波書店
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館名 資料ＩＤ タイトル 責任表示 請求記号 出版者
本 0112339817 中国詩人選集 6 吉川 幸次郎‖編集・校閲 小川 環樹 I921.0/ﾁ/6 岩波書店
本 0112339826 中国詩人選集 7 吉川 幸次郎‖編集・校閲 小川 環樹 I921.0/ﾁ/7 岩波書店
本 0112339835 中国詩人選集 8 吉川 幸次郎‖編集・校閲 小川 環樹 I921.0/ﾁ/8 岩波書店
本 0112339844 中国詩人選集 11 吉川 幸次郎‖編集・校閲 小川 環樹 I921.0/ﾁ/1 岩波書店
本 0112339853 中国詩人選集 2集 3 吉川 幸次郎‖編集・校閲 小川 環樹 I921.0/ﾁ/2 岩波書店
本 0112359037 中国詩人選集 2集  5 吉川  幸次郎‖編集  校閲 小川  環 I921.0/ﾁ/2 岩波書店
本 0112359046 中国詩人選集 2集  6 吉川  幸次郎‖編集  校閲 小川  環 I921.0/ﾁ/2 岩波書店
本 0112339862 中国詩人選集 2集 8 吉川 幸次郎‖編集・校閲 小川 環樹 I921.0/ﾁ/2 岩波書店
本 0112339782 中国詩史 上 吉川 幸次郎‖著 高橋和已‖編 I921.0/ﾖ/1 筑摩書房
本 0112339791 中国詩史 下 吉川 幸次郎‖著 高橋 和巳‖編 I921.0/ﾖ/2 筑摩書房
本 0112952412 詩経美学 国風篇 井乃  香樹‖著 I921.3/ｲ 救護会出版部
本 0112359019 楚辞 橋川  時雄‖著 I921.3/ﾊ 日本評論社
本 0112952403 詩経 目加田  誠‖著 I921.3/ﾒ 日本評論社
本 0112982602 王維 原田  憲雄‖著 I921.4/ｵ 集英社
本 0112981257 王維の生涯と芸術 小林 太市郎‖著 I921.4/ｵ 全国書房
本 0112981685 花間集 [趙  崇祚‖編] 花崎  采〓‖[訳]著 I921.4/ｶ 桜楓社
本 0112363246 唐詩および唐詩人 小杉 放庵‖著 I921.4/ｺ 書物展望社
本 0112960485 李太白 田中  克己‖著 I921.4/ﾀ 日本評論社
本 0112364548 杜甫 高木  正一‖著 I921.4/ﾄ 中央公論社
本 0112339773 杜甫 黒川 洋一‖編 I921.4/ﾄ 筑摩書房
本 0112362728 陶淵明 李 長之‖著 松枝 茂夫‖訳 I921.4/ﾄ 筑摩書房
本 0112980873 寒山詩 西谷  啓治‖著 I921.4/ﾆ 筑摩書房
本 0112364593 杜甫物語 目加田 誠‖著 I921.4/ﾒ 社会思想社
本 0112356352 新唐詩選 続篇 吉川 幸次郎‖著 桑原 武夫‖著 I921.4/ﾖ 岩波書店
本 0112364584 杜甫ノート 吉川 幸次郎‖著 I921.4/ﾖ 創元社
本 0112364566 杜甫私記 第1巻 吉川 幸次郎‖著 I921.4/ﾖ 筑摩書房
本 0112352864 李白 松浦 友久‖著 I921.4/ﾘ 社会思想社
本 0113016584 漱玉詩  新訳 宋李  易安‖著 花崎  采安‖訳 I921.5/ｿ 新樹社
本 0112347951 蘇東坡詩集 第1冊 [蘇 軾‖著] 小川 環樹‖[訳註] I921.5/ｿ/1 筑摩書房
本 0112347960 蘇東坡詩集 第2冊 [蘇 軾‖著] 小川 環樹‖[訳注] I921.5/ｿ/2 筑摩書房
本 0112347979 蘇東坡詩集 第3冊 [蘇 軾‖著] 小川 環樹‖[訳注] I921.5/ｿ/3 筑摩書房
本 0113011749 涙眼集 花崎  采?‖著 I921.5/ﾊ 四季社
本 0112347167 蘇東坡 上 林 語堂‖[著] 合山 究‖訳 I921.5/ﾘ/1 講談社
本 0112347176 蘇東坡 下 林 語堂‖[著] 合山 究‖訳 I921.5/ﾘ/2 講談社
本 0112986074 漢詩大系 1 I921/ｶ/1 集英社
本 0112986083 漢詩大系 2 I921/ｶ/2 集英社
本 0112986092 漢詩大系 11 I921/ｶ/11 集英社
本 0112986109 漢詩大系 21 I921/ｶ/21 集英社
本 0112986118 漢詩読本 安岡  正篤‖著 I921/ﾔ 日本評論社
本 0112964007 詩と月光 吉川  幸次郎‖著 I921/ﾖ 筑摩書房
本 0113002740 人間詩話 [正] 吉川  幸次郎‖著 I921/ﾖ 岩波書店
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館名 資料ＩＤ タイトル 責任表示 請求記号 出版者
本 0112348647 支那戯曲物語 上 今関 天彭‖[訳]著 I922/ｲ/1 元々社
本 0112348656 支那戯曲物語 下 今関 天彭‖[訳]著 I922/ｲ/2 元々社
本 0112982041 新訳絵本西遊記 [呉  承恩‖著] 小杉  未醒‖[訳]著 I923.5/ｺﾞ 左久良書房
本 0112952207 ザ・聊斎志異 蒲  松齢‖作 柴田  天馬‖訳 I923.6/ﾌﾟ 第三書館
本 0112964427 支那伝説集 木下  杢太郎‖訳 I923/ｷ 座右宝刊行会
本 0112363139 東西の国民性 林 語堂‖[著] 魚返 善雄‖訳 I924/ﾘ 増進堂
本 0112986378 新釈漢文大系 11 I928/ｼ/11 明治書院
本 0112986387 新釈漢文大系 12 I928/ｼ/12 明治書院
本 0112363273 中国古典文学大系 17 I928/ﾄ/1 平凡社
本 0112363264 中国古典文学大系 18 I928/ﾄ/2 平凡社
本 0112339103 ユンボギの日記 イー ユンボギ‖著 塚本 勲‖訳 I929.1/ｲ 太平出版社
本 0112960047 朝鮮のこころ 金  思〓‖著 I929.1/ｷ 講談社
本 0112974381 シヤクンタラー姫 上 カーリ=ダーサ‖著 河口  慧海‖訳 I929.8/ｶ/1 世界文庫刊行会
本 0112974390 シヤクンタラー姫 下 カーリ=ダーサ‖著 河口  慧海‖訳 I929.8/ｶ/2 世界文庫刊行会
本 0112998169 梵文仏伝文学の研究 木村  泰賢‖共著 平等  通昭‖共著 I929.8/ｷ 岩波書店
本 0112974470 ウォールター・ペイター研究 工藤  好美‖著 I930.2/ｸ 南雲堂
本 0112961082 ロレンス 志賀  勝‖著 I930.2/ｼ 創元社
本 0112987858 近代英吉利文学論 H  ジャクソン‖原著 大塚  宣也‖ I930.2/ｼﾞ 肇書房
本 0112360640 ディッケンズ アンドレ・モロア‖[著] 寺島 勧‖ I930.2/ﾃﾞ 新生堂
本 0112334670 シャーロック・ホームズの世界 長沼 弘毅‖著 I930.2/ﾅ 文芸春秋新社
本 0112347381 ラフカディオ・ハーン ジョゼフ・ド・スメ‖著 西村 六郎 I930.2/ﾊ 恒文社
本 0112980043 小泉八雲 平川  祐弘‖著 I930.2/ﾊ 新潮社
本 0112988562 近代唯美思潮研究 益田  道三‖著 I930.2/ﾏ 昭森社
本 0112960216 ラスキンの道 御木本  隆三‖著 I930.2/ﾐ 思潮社
本 0113012338 詩人と豫言者 アンドレ・モーロア‖著 岩倉具栄・ I930.2/ﾓ 岡倉書房
本 0112987705 近英文芸批評史 矢野  峰人‖著 I930.2/ﾔ 全国書房
本 0112981131 神々の猿 ベンチョン  ユー‖著 今村  楯夫‖ I930.2/ﾕ 恒文社
本 0113012935 オスカー・ワイルド アンドレ・ジード‖著 中島  健蔵‖ I930.2/ﾜ 弘文堂書房
本 0112987901 近代英文学と知性 小川  和夫‖著 I930.4/ｵ 研究社出版
本 0112982078 英語  英文学に就て 吉田  健一‖[著] I930.4/ﾖ 筑摩書房
本 0112351142 深瀬基寛集 第1巻 深瀬 基寛‖著 唐木 順三‖編 I930.8/ﾌ/1 筑摩書房
本 0112351151 深瀬基寛集 第2巻 深瀬 基寛‖著 唐木 順三‖編 I930.8/ﾌ/2 筑摩書房
本 0112344099 福原麟太郎著作集 1 福原 麟太郎‖著 I930.8/ﾌ/1 研究社出版
本 0112344106 福原麟太郎著作集 6 福原 麟太郎‖著 I930.8/ﾌ/6 研究社出版
本 0112344115 福原麟太郎著作集 7 福原 麟太郎‖著 I930.8/ﾌ/7 研究社出版
本 0112344124 福原麟太郎著作集 8 福原 麟太郎‖著 I930.8/ﾌ/8 研究社出版
本 0112336384 パール・バック 鶴見 和子‖著 I930/ﾂ 岩波書店
本 0112986243 カンタベリ物語 チョーサァ‖作 金子  健二‖訳 I931.4/ﾁ ふもと社
本 0112953466 シェリィ研究 荻田  庄五郎‖著 I931.6/ｵ 研究社
本 0112961821 ブレイク 岡本  謙次郎‖著 I931.6/ﾌﾞ 岩崎美術社
本 0112961830 ブレイク詩選 ブレイク‖著 土居  光知‖訳 I931.6/ﾌﾞ 新月社
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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 0112962189 ワアヅワス詩集 ワアヅワス‖[著] 幡谷  正雄‖訳 I931.6/ﾜ 新潮社
本 0112975996 エリオット 深瀬 基寛‖[著] I931.7/ｴ 筑摩書房
本 0112976058 エリオット 平井 正穂‖編 I931.7/ｴ 研究社出版
本 0112964258 詩の用と批評の用 T  S  エリオット‖著 岡本  昌夫‖ I931.7/ｴ 増進堂
本 0112972873 イェイツ デニス  ドノヒュー‖著 大浦  幸男 I931.7/ﾄﾞ 新潮社
本 0112983273 英詩鑑賞 第1巻 斎藤  勇‖著 I931/ｻ 研究社
本 0112983282 英詩鑑賞 第2巻 斎藤  勇‖著 I931/ｻ 研究社
本 0113015996 われ発見せり  ユウレカ E.A.ポオ‖著 西村  孝次‖訳 I931/ﾎﾟ 創元社
本 0112953475 シェイクスピア 第1巻 グンドルフ‖著 小口  優‖共訳 I932.5/ｼ/1 筑摩書房
本 0112362513 天路歴程 第1部 ジョン・バンヤン‖著 高村 新一‖ I933.5/ﾊﾞ/ 現代文芸出版
本 0112358341 ポリー オルコット‖作 吉田 勝江‖訳 I933.6/ｵ 岩波書店
本 0113028820 THE CRICKET ON THE HEARTH Charles Dickens‖著 Honda Akira‖ I933.6/ﾃﾞ 広文堂
本 0112980766 享楽主義者マリウス ウォールター  ペイター‖[著] 工藤 I933.6/ﾍﾟ 南雲堂
本 0112984049 女の兵舎 テレスカ  トレース‖著 大庭  さち I933.7/ﾄ 鱒書房
本 0112958327 西太后絵巻 上 徳齢女士‖著 実藤  惠秀‖訳 I933.7/ﾄ/1 大東出版社
本 0112958336 西太后絵巻 下 徳齢女士‖著 実藤  惠秀‖訳 I933.7/ﾄ/2 大東出版社
本 0112352873 ジャッカルの日 フレデリック・フォーサイス‖著 篠 I933.7/ﾌ 角川書店
本 0113015102 小さき肖像畫  傳記文學集 ストレイチー‖著 山上  正太郎‖訳 I933/ｽ 地平社
本 0113015479 理想の家族  マンスフィールド短編集 マンスフィールド‖著 岩倉  具栄‖ I933/ﾏ 東京精神分析学研究所
本 0112360365 月と六ペンス サマセット・モーム‖作 中野 好夫 I933/ﾓ 中央公論社
本 0112335161 チャタレイ夫人の恋人 上 D・H・Lawrence‖[著] 伊藤 整‖訳 I933/ﾛ/1 小山書店
本 0112335170 チャタレイ夫人の恋人 下 D・H・Lawrence‖[著] 伊藤 整‖訳 I933/ﾛ/2 小山書店
本 0112351311 枢機卿 上巻 ヘンリー・M・ロビンソン‖著 木村 I933/ﾛ/1 ダヴィッド社
本 0112351320 枢機卿 中巻 ヘンリー・M・ロビンソン‖著 木村 I933/ﾛ/2 ダヴィッド社
本 0112351339 枢機卿 下巻 ヘンリー・M・ロビンソン‖著 木村 I933/ﾛ/3 ダヴィッド社
本 0112359590 マルジナリア エドガ  A  ポオ‖[著] 吉田  健一 I934.6/ﾎﾟ 創元社
本 0112988973 芸術論 ワイルド‖[著] 西村  孝次‖訳 I934.6/ﾜ 筑摩書房
本 0112991111 獄中記 オスカ  ワイルド‖著 阿部  知二‖ I934.6/ﾜ 岩波書店
本 0112353872 C.W.ニコルのわたしの自然日記 C・W・ニコル‖著 竹内 和世‖訳 I934.7/ﾆ 講談社
本 0112953402 C.W.ニコルの黒姫日記 C・W・ニコル‖著 竹内 和世‖訳 I934.7/ﾆ 講談社
本 0112366831 日本での四ヶ年 エリザベス・グレイ・ヴァイニング I934.7/ﾊﾞ 文芸春秋新社
本 0112985930 感覚より思索へ キーツ‖[著] 川村  泉‖訳 I935.6/ｷ 養徳社
本 0112366626 マンスフィールドの日記と感想 キャサリン・マンスフィールド‖著 I935/ﾏ 大観堂
本 0112334867 ニューヨーカー・ノンフィクション 常盤 新平‖編・訳 I936/ﾆ 新書館
本 0112969262 小泉八雲全集 第1巻 ラフカディオ  ハーン‖著 I938.6/ﾊ/1 第一書房
本 0112969271 小泉八雲全集 第2巻 ラフカディオ・ハーン‖著 I938.6/ﾊ/2 第一書房
本 0112969280 小泉八雲全集 第3巻 ラフカディオ  ハーン‖著 I938.6/ﾊ/3 第一書房
本 0112969299 小泉八雲全集 第4巻 ラフカディオ・ハーン‖著 I938.6/ﾊ/4 第一書房
本 0112969306 小泉八雲全集 第5巻 ラフカディオ・ハーン‖著 I938.6/ﾊ/5 第一書房
本 0112969315 小泉八雲全集 第6巻 ラフカディオ・ハーン‖著 I938.6/ﾊ/6 第一書房
本 0112969324 小泉八雲全集 第7巻 ラフカディオ  ハーン‖著 I938.6/ﾊ/7 第一書房
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本 0112969333 小泉八雲全集 第8巻 ラフカディオ・ハーン‖著 I938.6/ﾊ/8 第一書房
本 0112969342 小泉八雲全集 第9巻 ラフカディオ・ハーン‖著 I938.6/ﾊ/9 第一書房
本 0112969351 小泉八雲全集 第10巻 ラフカディオ  ハーン‖著 I938.6/ﾊ/1 第一書房
本 0112969360 小泉八雲全集 第11巻 ラフカディオ・ハーン‖著 I938.6/ﾊ/1 第一書房
本 0112969379 小泉八雲全集 第12巻 ラフカディオ・ハーン‖著 I938.6/ﾊ/1 第一書房
本 0112969388 小泉八雲全集 第13巻 ラフカディオ・ハーン‖著 I938.6/ﾊ/1 第一書房
本 0112969397 小泉八雲全集 第14巻 ラフカディオ・ハーン‖著 I938.6/ﾊ/1 第一書房
本 0112969404 小泉八雲全集 第15巻 ラフカディオ・ハーン‖著 I938.6/ﾊ/1 第一書房
本 0112969413 小泉八雲全集 第16巻 ラフカディオ・ハーン‖著 I938.6/ﾊ/1 第一書房
本 0112969422 小泉八雲全集 第17巻 小泉 八雲‖著 I938.6/ﾊ/1 第一書房
本 0112969431 小泉八雲全集 別冊 [ラフカディオ・ハーン‖著] I938.6/ﾊ/ﾍ 第一書房
本 0112976003 エリオット選集 第1巻 トマス・エリオット‖著 I938.7/ｴ/1 弥生書房
本 0112976012 エリオット選集 第2巻 トマス・エリオット‖著 I938.7/ｴ/2 弥生書房
本 0112976021 エリオット選集 第3巻 トマス・エリオット‖著 I938.7/ｴ/3 弥生書房
本 0112976030 エリオット選集 第4巻 トマス・エリオット‖著 I938.7/ｴ/4 弥生書房
本 0112976049 エリオット選集 別巻 エリオット‖[著] 吉田  健一‖監修 I938.7/ｴ/ 弥生書房
本 0112965729 シラーと独逸文化 内山  貞三郎‖著 I940.2/ｳ 郁文堂書店
本 0112975638 ゲーテとの対話 上 エッカーマン‖著 山下  肇‖訳 I940.2/ｴ/1 岩波書店
本 0112975647 ゲーテとの対話 中 エッカーマン‖著 山下  肇‖訳 I940.2/ｴ/2 岩波書店
本 0112975656 ゲーテとの対話 下 エッカーマン‖著 山下  肇‖訳 I940.2/ｴ/3 岩波書店
本 0112975790 ゲーテ 奥津  彦重‖著 I940.2/ｵ 白水社
本 0112355166 作家の歩みについて 大山 定一‖著 I940.2/ｵ 甲文社
本 0112975923 ゲーテ論攷 木村  謹治‖著 I940.2/ｷ 伊藤書林
本 0112986207 完成期のゲーテ 木村  謹治‖著 I940.2/ｷ 弘文堂書房
本 0112977716 ケストナーの生涯 高橋  健二‖著 I940.2/ｹ 駸々堂出版
本 0112961732 「若きゲーテ」研究 木村  謹治‖著 I940.2/ｹﾞ 伊藤書林
本 0112975442 ゲーテ ジムメル‖著 木村  謹治‖訳 I940.2/ｹﾞ 桜井書店
本 0112975709 ゲーテ シュウァイツァー‖著 小栗  孝則‖ I940.2/ｹﾞ 長崎書店
本 0112975567 ゲーテ ホーエンシュタイン‖著 斎藤  栄治 I940.2/ｹﾞ 桜井書店
本 0112975576 ゲーテ 高橋  健二‖著 I940.2/ｹﾞ 新潮社
本 0112975433 ゲーテ 木村  謹治‖著 I940.2/ｹﾞ 弘文堂
本 0113014791 ゲーテ  その良き理解のために カールス‖著 加藤  一郎‖訳 I940.2/ｹﾞ 創元社
本 0112975585 ゲーテとシラー ハインリッヒ  フオン  シュタイン I940.2/ｹﾞ 大観堂
本 0112975674 ゲーテと共に在りし十年 フレデリック  ソレー‖著 小原  度 I940.2/ｹﾞ 弘文堂書房
本 0112975683 ゲーテと現代 小牧  健夫‖編 手塚  富雄‖編 I940.2/ｹﾞ 大日本雄弁会講談社
本 0113015380 ゲーテの生涯 中島  清‖著 I940.2/ｹﾞ 紙硯社
本 0112975718 ゲーテの比較文学的研究 菊池栄一教授還暦記念会‖編 I940.2/ｹﾞ 郁文堂出版
本 0113014808 ゲーテの文学 木村  謹治‖著 I940.2/ｹﾞ 志村書店
本 0112975727 ゲーテへの道 相良  守峯‖編 I940.2/ｹﾞ 桜井書店
本 0112975745 ゲーテ研究 日独文化協会‖編輯 I940.2/ｹﾞ 岩波書店
本 0112975889 ゲーテ評伝 上巻 ビルショウスキー‖[著] 渡辺  格司 I940.2/ｹﾞ/ 森北書店
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本 0112975898 ゲーテ評傳 上ノ2 ビルショウスキー‖著 渡邊  格司‖ I940.2/ｹﾞ 冨士出版
本 0112975905 ゲーテ評伝 下巻ノ1 ビルショウスキー‖著 渡辺  格司‖ I940.2/ｹﾞ 富士出版
本 0112975914 ゲーテ評伝 下巻ノ2 ビルショウスキー‖著 渡辺  格司‖ I940.2/ｹﾞ 富士出版
本 0112975610 ゲーテとともに 1 ビーダーマン‖編 ビーダーマン‖編 I940.2/ｹﾞ/ 角川書店
本 0112975629 ゲーテとともに 2 ビーダーマン‖編 ビーダーマン‖編 I940.2/ｹﾞ/ 角川書店
本 0112975861 ゲーテ対話録 第3巻 ビーダーマン‖編 ビーダーマン‖編 I940.2/ｹﾞ/ 白水社
本 0112975870 ゲーテ対話録 第4巻 ビーダーマン‖編 ビーダーマン‖編 I940.2/ｹﾞ/ 白水社
本 0112359661 マン・ヘッセ・カロッサ 高橋  義孝‖著 I940.2/ﾀ 南北書園
本 0112964061 詩と体験 ウイルヘルム  ディルタイ‖著 佐久 I940.2/ﾃﾞ モナス
本 0112362540 ドイツ作家論 高橋 健二‖著 I940.2/ﾄﾞ 筑摩書房
本 0112362595 独逸的形姿 ベルトラム‖著 外村 完二‖訳 I940.2/ﾄﾞ 白水社
本 0112958531 抒情詩の厭世 土井  虎賀寿‖著 I940.2/ﾄﾞ 創元社
本 0112965738 シラーと希臘悲劇 新関  良三‖著 I940.2/ﾆ 東京堂
本 0112975665 ゲーテと伊太利 馬場  久治‖著 I940.2/ﾊﾞ 政経書院
本 0112975825 ゲーテ・生活と作品 舟木  重信‖著 I940.2/ﾌ 六芸社
本 0112950717 ヘルデルリーン 吹田  順助‖著 I940.2/ﾍ 晴南社
本 0112965701 シラー伝 上巻 ベラーマン‖[著] 野島  正城‖訳 I940.2/ﾍﾞ/ 富士出版
本 0112965710 シラー伝 下巻 ベラーマン‖[著] 野島  正城‖訳 I940.2/ﾍﾞ/ 富士出版
本 0112975601 ゲエテとトルストイ トオマス  マン‖[著] 高橋  義孝‖ I940.2/ﾏ 山水社
本 0112975816 ゲーテ随聞記 ミュラー‖著 木村  謹治‖訳 I940.2/ﾐ 桜井書店
本 0112337864 父親としてのゲーテ 三井 光弥‖著 I940.2/ﾐ 第一書房
本 0112353774 リルケ 谷 友幸‖著 I940.2/ﾘ 新潮社
本 0112950067 文学ノート 大山 定一‖著 I940.4/ｵ 筑摩書房
本 0112989632 構想する精神 高橋  義孝‖著 I940.4/ﾀ 育英書院
本 0113015601 若き日のために  ドイツ文学断想 高安  國世‖著 I940.4/ﾀ 七丈書院
本 0112951761 文学と文化 高橋  健二‖著 I940.4/ﾀ 鮎書房
本 0112362602 独逸文学鑒賞 小牧 健夫‖著 I940.4/ﾄﾞ 小山書店
本 0112980150 現代ドイツ文学論 原田  義人‖著 I940.4/ﾊ 福村書店
本 0113014906 ゲエテ頌 ポオル・ヴァレリイ‖著 佐藤  正彰 I940/ｹﾞ 野田書房
本 0112975754 ゲーテ詩集 ゲーテ‖[著] 高橋  健二‖訳 I941.6/ｹﾞ 新潮社
本 0112975763 ゲーテ詩集 ゲーテ‖[著] 大山  定一‖訳 I941.6/ｹﾞ 創元社
本 0112975772 マリーエンバートの悲歌 ゲーテ‖[著] 片山  敏彦‖訳 I941.6/ｹﾞ 角川書店
本 0112950708 ヘルダーリーン研究 小牧  健夫‖著 I941.6/ｺ 白水社
本 0112953670 詩人シラー 新関  良三‖著 I941.6/ﾆ 筑摩書房
本 0112950655 ヘルデルリーンの生涯 ヘルデルリーン‖[著] ヴイル  ヴェ I941.6/ﾍ 弘文堂書房
本 0112353792 リルケ ルー・アンドレアス・サロメ‖[著] I941.7/ｱ 筑摩書房
本 0112353756 リルケ ノーラ・ヴィーデンブルゥク‖[著] I941.7/ｳﾞ 筑摩書房
本 0112353809 リルケ 片山 敏彦‖著 I941.7/ｶ 角川書店
本 0112353818 リルケ キッペンベルク‖[著] 芳賀 檀‖訳 I941.7/ｷ 人文書院
本 0112973435 イスラエルの受難 ネリー  ザックス‖著 生野  幸吉‖ I941.7/ｻﾞ 三修社
本 0112975941 ゲオルゲとリルケの研究 手塚  富雄‖著 I941.7/ﾃ 岩波書店
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本 0112353827 リルケの思出 トウルン・ウント・タクシス侯爵夫 I941.7/ﾄ 養徳社
本 0112353765 R・M・リルケ 芳賀 檀‖著 I941.7/ﾊ 若草書房
本 0112353845 リルケ 富士川 英郎‖著 I941.7/ﾌ 東和社
本 0112353685 リルケとロダン 星野 慎一‖著 I941.7/ﾎ 河出書房
本 0112962027 若きリルケ 星野  慎一‖著 I941.7/ﾎ 河出書房
本 0112964329 師に寄せる手紙 ライナー  マリア  リルケ‖[著] 佐 I941.7/ﾘ みすず書房
本 0113012917 識られざる神に  ニイチエ訳詩集 ニイチエ‖著 山元  一郎‖訳 I941/ﾆ 弘文堂書房
本 0112950762 ファウスト研究 木村  謹治‖著 I942.6/ｷ 弘文堂書房
本 0112351847 ヘルダーリン ペーター・ヴァイス‖著 岩淵 達治 I942.7/ｳﾞ 白水社
本 0112981195 ウル・マイステル研究 木村  謹治‖著 I943.6/ｷ 弘文堂書房
本 0112975807 ゲーテ小説集 ゲーテ‖[著] 菊池  栄一‖訳 I943.6/ｹﾞ 郁文堂書店
本 0112962009 若きヴェルテルの悩み ゲーテ‖作 沢西  健‖訳 I943.6/ｹﾞ 白水社
本 0112975781 美しき魂の告白 ゲーテ‖[著] 服部  正己‖訳 I943.6/ｹﾞ 養徳社
本 0112362434 セヴェンヌの叛乱 ティーク‖[著] 神保 謙吾‖訳 I943.6/ﾄﾞ/ 青木書店
本 0112362461 タウゲニヒツ・大理石像 アイヒェンドルフ‖[著] 関 泰祐‖ I943.6/ﾄﾞ/ 青木書店
本 0112362416 ヒューペリオン ヘルデルリーン‖[著] 吹田 順助‖ I943.6/ﾄﾞ/ 青木書店
本 0112362443 ブラムビラ姫 ホッフマン‖著 石川  道雄‖訳 I943.6/ﾄﾞ/ 青木書店
本 0112362425 青い花・ザイスの学徒 ノ〓ーリス‖[著] 小牧 健夫‖訳 I943.6/ﾄﾞ/ 青木書店
本 0112362470 独逸浪漫派 高橋 義孝‖著 I943.6/ﾄﾞ/ 青木書店
本 0112354522 ヒュペーリオン ヘルデルリーン‖作 渡辺 格司‖訳 I943.6/ﾍ 岩波書店
本 0112985397 壁絵師 ホフマン‖著 藤原  肇‖訳 I943.6/ﾎ 森北書店
本 0112358555 マイステル研究序説 木村 謹治‖著 I943.6/ﾏ 弘文堂書房
本 0112979206 画家ノルテン 上巻 メーリケ‖作 手塚  富雄‖訳 I943.6/ﾒ 筑摩書房
本 0112960127 冬 フリードリッヒ  グリーゼ‖作 秋山 I943.7/ｸﾞ 白水社
本 0112980855 現代独逸短篇集 片山  敏彦‖編 I943.7/ｹﾞ/ 中央公論社
本 0112347700 「モモ」を読む 子安 美知子‖著 I943.7/ｺ 朝日新聞社
本 0112362531 神を愛す エルヴィン・ギードー・コルベンハ I943.7/ｺ 白水社
本 0112960261 小説ショパン ヘルマン  リヒテル‖[著] 道本  清 I943.7/ｼ 興風館
本 0113003133 白熱の歴史 ステフアン  ツワイク‖[著] 菅谷  I943.7/ﾂ 青磁社
本 0112358207 乾草の月 ヘルマン・ヘッセ‖[著] 国松 孝二 I943.7/ﾍ 白水社
本 0112363228 童心 ヘルマン・ヘッセ‖作 相良 守峯‖ I943.7/ﾍ 雄山閣
本 0112951137 内面への道 ヘルマン  ヘツセ‖[著] 三井  光弥 I943.7/ﾍ 第一書房
本 0112357994 放浪と懐郷 ヘルマン・ヘッセ‖[著] 高橋 健二 I943.7/ﾍ 新潮社
本 0112355077 夢のあと ヘルマン・ヘッセ‖[著] 高橋 健二 I943.7/ﾍ 人文書院
本 0112358591 焔と色 ステファン・ポラチェック‖作 式場 I943.7/ﾎﾟ 牧野書店
本 0113004793 トニオ・クレーゲル トーマス  マン‖[著] 高橋  義孝‖ I943.7/ﾏ 今日社
本 0112359607 マルテの手記 ライナァ  マリア  リルケ‖作 大山 I943.7/ﾘ 白水社
本 0112963801 最後の人々 リルケ‖[著] 高安  国世‖訳 I943.7/ﾘ 甲文社
本 0112985477 神様の話 ライナア  マリア  リルケ‖作 谷  I943.7/ﾘ 白水社
本 0112356156 西部戦線異状なし エリヒ・マリア・ルマルク‖[著] 秦 I943.7/ﾚ 中央公論社
本 0113014078 幼年時代 カロッサ‖著 石中  象治‖訳 I943/ｶ 冨山房
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本 0113012105 森の小徑 アダールベルト・シュティフター‖ I943/ｼ 大観堂
本 0113013765 遅咲き(ブリギッタ) シュティフル‖著 宇多  五郎‖訳 I943/ｼ 四季社
本 0113014498 野の花 アーダルベルト・シュティフター‖ I943/ｼ 三笠書房
本 0112364487 ドスコチルの女中 エルンスト・ウィーヘルト‖著 高橋 I943/ﾋﾞ 中央公論社
本 0112975932 ケーベル博士随筆集 ケーベル‖著 久保  勉‖訳編 I944.6/ｹ 岩波書店
本 0112988820 芸術について ゲオルゲ‖[著] 上村  清延‖訳 I944.7/ｹﾞ 三笠書房
本 0112964212 詩に就ての対話 ホフマンスタアル‖[著] 富士川  英 I944.7/ﾎ 角川書店
本 0112357949 文明について トーマス・マン‖[著] 大野 俊一‖ I944.7/ﾏ 創元社
本 0112353694 芸術と人生 リルケ‖[著] 富士川 英郎‖編訳 I944.7/ﾘ 白水社
本 0112975594 往復書簡ゲーテとシルレル 上巻 ゲーテ‖[著] シルレル‖[著] I945.6/ｹﾞ 桜井書店
本 0112973505 イタリア紀行 中 ゲーテ‖著 相良  守峯‖訳 I945.6/ｹﾞ/ 岩波書店
本 0112961493 日記 ノヴァーリス‖[著] 飯田  安‖訳 I945.6/ﾉ 第一書房
本 0112353042 フィレンツェだより リルケ‖[著] 森 有正‖訳 I945.7/ﾘ 筑摩書房
本 0112979411 孤独と友情の書 ライナー  マリア  リルケ‖[著] ア I945.7/ﾘ みすず書房
本 0112353729 若き詩人への手紙 リルケ‖[著] 佐藤  晃一‖訳 I945.7/ﾘ 地平社
本 0112348273 リルケ書簡集 1 リルケ‖[著] I945.7/ﾘ/1 人文書院
本 0112353738 リルケ書簡集 1 リルケ‖[著] I945.7/ﾘ/1 養徳社
本 0112348282 リルケ書簡集 2 リルケ‖[著] I945.7/ﾘ/2 人文書院
本 0112353836 リルケ書簡集 3 リルケ‖[著] I945.7/ﾘ/3 養徳社
本 0112353710 リルケ書簡集 4 リルケ‖[著] I945.7/ﾘ/4 甲鳥書林
本 0113016058 わが生涯の回想 上 ウィルヘルミイネ‖著 斉藤  清士‖ I945.9/ｳ/1 葛城書店
本 0112975692 ゲーテの言葉 ゲーテ‖[著] 原田  義人‖訳 I947/ｹﾞ 創元社
本 0112356343 知られざるゲーテ [ヨハン・ヴォルフガング・フォン・ I947/ｹﾞ 弘文堂
本 0112970170 ゲーテ全集 第1巻 ゲーテ‖[著] I948.6/ｹﾞ/ 改造社
本 0112970189 ゲーテ全集 第2巻 ゲーテ‖[著] I948.6/ｹﾞ/ 改造社
本 0112970198 ゲーテ全集 第2巻の2 ゲーテ‖[著] I948.6/ｹﾞ/ 改造社
本 0112970205 ゲーテ全集 第3巻 ゲーテ‖[著] I948.6/ｹﾞ/ 改造社
本 0112970214 ゲーテ全集 第4巻 ゲーテ‖[著] I948.6/ｹﾞ/ 改造社
本 0112970223 ゲーテ全集 第5巻ノ1 ゲーテ‖[著] I948.6/ｹﾞ/ 改造社
本 0112970232 ゲーテ全集 第5巻ノ2 ゲーテ‖[著] I948.6/ｹﾞ/ 改造社
本 0112970241 ゲーテ全集 第6巻 ゲーテ‖[著] I948.6/ｹﾞ/ 改造社
本 0112970250 ゲーテ全集 第8巻 ゲーテ‖[著] I948.6/ｹﾞ/ 改造社
本 0112970269 ゲーテ全集 第9巻 ゲーテ‖[著] I948.6/ｹﾞ/ 改造社
本 0112970278 ゲーテ全集 第10巻 ゲーテ‖[著] I948.6/ｹﾞ/ 改造社
本 0112970287 ゲーテ全集 第11巻 ゲーテ‖[著] I948.6/ｹﾞ/ 改造社
本 0112970296 ゲーテ全集 第12巻 ゲーテ‖[著] I948.6/ｹﾞ/ 改造社
本 0112970303 ゲーテ全集 第13巻 ゲーテ‖[著] I948.6/ｹﾞ/ 改造社
本 0112970312 ゲーテ全集 第14巻 ゲーテ‖[著] I948.6/ｹﾞ/ 改造社
本 0112970321 ゲーテ全集 第14巻の2 ゲーテ‖[著] I948.6/ｹﾞ/ 改造社
本 0112970330 ゲーテ全集 第15巻 ゲーテ‖[著] I948.6/ｹﾞ/ 改造社
本 0112970349 ゲーテ全集 第16巻 ゲーテ‖[著] I948.6/ｹﾞ/ 改造社
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本 0112970358 ゲーテ全集 第17巻 ゲーテ‖[著] I948.6/ｹﾞ/ 改造社
本 0112970367 ゲーテ全集 第18巻 ゲーテ‖[著] I948.6/ｹﾞ/ 改造社
本 0112970376 ゲーテ全集 第19巻 ゲーテ‖[著] I948.6/ｹﾞ/ 改造社
本 0112970385 ゲーテ全集 第20巻 ゲーテ‖[著] I948.6/ｹﾞ/ 改造社
本 0112970394 ゲーテ全集 第21巻 ゲーテ‖[著] I948.6/ｹﾞ/ 改造社
本 0112970401 ゲーテ全集 第22巻 ゲーテ‖[著] I948.6/ｹﾞ/ 改造社
本 0112970438 ゲーテ全集 第23巻 ゲーテ‖[著] I948.6/ｹﾞ/ 改造社
本 0112970447 ゲーテ全集 第24巻 ゲーテ‖[著] I948.6/ｹﾞ/ 改造社
本 0112970410 ゲーテ全集 第25巻 ゲーテ‖[著] I948.6/ｹﾞ/ 改造社
本 0112349227 シラー選集 1 シラー‖著 新関 良三‖編 I948.6/ｼ/1 富山房
本 0112349236 シラー選集 2 シラー‖著 新関 良三‖編 I948.6/ｼ/2 富山房
本 0112349245 シラー選集 3 シラー‖著 新関 良三‖編 I948.6/ｼ/3 富山房
本 0112349254 シラー選集 4 シラー‖著 新関 良三‖編 I948.6/ｼ/4 富山房
本 0112965694 シラー選集 6 シラー‖著 新関  良三‖編 I948.6/ｼ 富山房
本 0112345659 ヘルダーリン全集 1 ヘルダーリン‖[著] I948.6/ﾍ/1 河出書房新社
本 0112345668 ヘルダーリン全集 2 ヘルダーリン‖[著] I948.6/ﾍ/2 河出書房新社
本 0112345677 ヘルダーリン全集 3 ヘルダーリン‖[著] I948.6/ﾍ/3 河出書房新社
本 0112345686 ヘルダーリン全集 4 ヘルダーリン‖[著] I948.6/ﾍ/4 河出書房新社
本 0112984815 カフカ全集 3 カフカ‖[著] マックス  ブロート‖ I948.7/ｶ 新潮社
本 0112364218 ハンス・カロッサ全集 1 ハンス・カロッサ‖[著] I948.7/ｶ/1 三笠書房
本 0112338934 ハンス・カロッサ全集 2 ハンス・カロッサ‖[著] I948.7/ｶ/2 三笠書房
本 0112338943 ハンス・カロッサ全集 3 ハンス・カロッサ‖[著] I948.7/ｶ/3 三笠書房
本 0112338952 ハンス・カロッサ全集 4 ハンス・カロッサ‖[著] I948.7/ｶ/4 三笠書房
本 0112357020 ハンス・カロッサ全集 5 ハンス・カロッサ‖[著] I948.7/ｶ/5 三笠書房
本 0112338961 ハンス・カロッサ全集 6 ハンス・カロッサ‖[著] I948.7/ｶ/6 三笠書房
本 0112338970 ハンス・カロッサ全集 7 ハンス・カロッサ‖[著] I948.7/ｶ/7 三笠書房
本 0112975987 ツヴァイク全集 13 ツヴァイク‖[著] I948.7/ﾂ/1 みすず書房
本 0112360588 ツヴァイク全集 17 ツヴァイク‖[著] I948.7/ﾂ/1 みすず書房
本 0112360597 ツヴァイク全集 18 ツヴァイク‖[著] I948.7/ﾂ/1 みすず書房
本 0112349628 ヘルマン・ヘッセ全集 第1巻 ヘルマン・ヘッセ‖[著] I948.7/ﾍ/1 三笠書房
本 0112349637 ヘルマン・ヘッセ全集 第2巻 ヘルマン・ヘッセ‖[著] I948.7/ﾍ/2 三笠書房
本 0112349646 ヘルマン・ヘッセ全集 第3巻 ヘルマン・ヘッセ‖[著] I948.7/ﾍ/3 三笠書房
本 0112349655 ヘルマン・ヘッセ全集 第4巻 ヘルマン・ヘッセ‖[著] I948.7/ﾍ/4 三笠書房
本 0112349664 ヘルマン・ヘッセ全集 第5巻 ヘルマン・ヘッセ‖[著] I948.7/ﾍ/5 三笠書房
本 0112349673 ヘルマン・ヘッセ全集 第6巻 ヘルマン・ヘッセ‖[著] I948.7/ﾍ/6 三笠書房
本 0112349682 ヘルマン・ヘッセ全集 第7巻 ヘルマン・ヘッセ‖[著] I948.7/ﾍ/7 三笠書房
本 0112349691 ヘルマン・ヘッセ全集 第8巻 ヘルマン・ヘッセ‖[著] I948.7/ﾍ/8 三笠書房
本 0112349708 ヘルマン・ヘッセ全集 第9巻 ヘルマン・ヘッセ‖[著] I948.7/ﾍ/9 三笠書房
本 0112349717 ヘルマン・ヘッセ全集 第10巻 ヘルマン・ヘッセ‖[著] I948.7/ﾍ/1 三笠書房
本 0112349726 ヘルマン・ヘッセ全集 第11巻 ヘルマン・ヘッセ‖[著] I948.7/ﾍ/1 三笠書房
本 0112349735 ヘルマン・ヘッセ全集 第12巻 ヘルマン・ヘッセ‖[著] I948.7/ﾍ/1 三笠書房
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本 0112349744 ヘルマン・ヘッセ全集 第13巻 ヘルマン・ヘッセ‖[著] I948.7/ﾍ/1 三笠書房
本 0112349753 ヘルマン・ヘッセ全集 第14巻 ヘルマン・ヘッセ‖[著] I948.7/ﾍ/1 三笠書房
本 0112349762 ヘルマン・ヘッセ全集 第15巻 ヘルマン・ヘッセ‖[著] I948.7/ﾍ/1 三笠書房
本 0112349771 ヘルマン・ヘッセ全集 第16巻 ヘルマン・ヘッセ‖[著] I948.7/ﾍ/1 三笠書房
本 0112349780 ヘルマン・ヘッセ全集 第18巻 ヘルマン・ヘッセ‖[著] I948.7/ﾍ/1 三笠書房
本 0113012490 ヘルマン・ヘッセ全集  決定版 19 ヘルマン・ヘッセ‖著 豊永  善之‖ I948.7/ﾍ/1 三笠書房
本 0112349799 ヘルマン・ヘッセ全集 別巻 ヘルマン・ヘッセ‖[著] I948.7/ﾍ/ 三笠書房
本 0112997570 リルケ全集 第5巻 リルケ‖[著] I948.7/ﾘ 三笠書房
本 0112974808 美しき人生のために リルケ‖[著] 秋山  英夫‖訳編 I948.7/ﾘ 社会思想社
本 0112348237 リルケ選集 1 リルケ‖[著] I948/ﾘ/1 新潮社
本 0112348246 リルケ選集 2 リルケ‖[著] I948/ﾘ/2 新潮社
本 0112348255 リルケ選集 3 リルケ‖[著] I948/ﾘ/3 新潮社
本 0112348264 リルケ選集 4 リルケ‖[著] I948/ﾘ/4 新潮社
本 0112955160 スタンダアル アラン‖[著] 大岡  昇平‖訳 I950.2/ｱ 創元社
本 0112953876 フランソワ・ラブレエ 市村  惠吾‖著 I950.2/ｲ 山口書店
本 0112351927 ホロコーストの記憶 キャロル・リトナー‖編 滝川 義人 I950.2/ｳﾞ サイマル出版会
本 0112954385 ゾラとセザンヌ 太田  咲太郎‖著 I950.2/ｵ 三田文学出版部
本 0112961778 ロマン・ロラン 片山  敏彦‖著 I950.2/ｶ 六芸社
本 0112959763 バルザック論 クルティウス‖著 野上  巌‖訳 I950.2/ｸ 河出書房
本 0112956953 モーパッサンの情熱的生涯 ステファン  クールター‖[著] 河盛 I950.2/ｸ 文芸春秋新社
本 0112980196 現代フランスの文学開拓者 クゥルティウス‖著 大野  俊一‖訳 I950.2/ｸ 白日書院
本 0112961509 ジョルジュ・サンド 近藤  等‖著 I950.2/ｺ 用力社
本 0112998098 仏蘭西精神史の一側面 後藤  末雄‖著 I950.2/ｺﾞ 第一書房
本 0112961251 リラダン 斎藤  磯雄‖著 I950.2/ｻ 三笠書房
本 0112972150 アナトオル・フランス伝 シャンクス‖[著] 内山  敏‖訳 I950.2/ｼ 梁塵社
本 0112356487 フランス近代作家論 シモンズ‖[著] 河上 徹太郎‖訳 I950.2/ｼ 創元社
本 0112972793 アンリ・ブリュラールの生涯 スタンダール‖[著] 阿部  敬二‖訳 I950.2/ｽ 新樹社
本 0112955197 スタンダール伝 アルベール  ティボーデ‖[著] 大岡 I950.2/ｽ 青木書店
本 0112953750 仏蘭西文学 下 辰野  隆‖著 I950.2/ﾀ 白水社
本 0112953741 仏蘭西文学 上 辰野  隆‖著 I950.2/ﾀ 白水社
本 0112950940 ブゥルジェ前後 太宰  施門‖著 I950.2/ﾀﾞ 高桐書院
本 0112356496 フランス近代作家 太宰 施門‖著 I950.2/ﾀﾞ 弘文堂書房
本 0112955151 スタンダール ツヴァイク‖[著] 青柳  瑞穂‖訳 I950.2/ﾂ 新潮社
本 0112961787 ロマン・ロラン 上巻 S.ツヴァイク‖著 大久保  和郎‖訳 I950.2/ﾂ 慶友社
本 0112959095 知性と感性 シュテファン  ツヴァイグ‖[著] 青 I950.2/ﾂ 河出書房
本 0112954697 サント・ブーヴ 土居  寛之‖著 I950.2/ﾄﾞ 世界評論社
本 0112953411 ジイド人生読本 中島  健蔵‖著 I950.2/ﾅ 六芸社
本 0112961876 フロオベルとモウパツサン 中村  光夫‖著 I950.2/ﾅ 筑摩書房
本 0112355521 最後のロマン主義者 中条 省平‖著 I950.2/ﾅ 中央公論社
本 0112352007 星の王子とわたし 内藤 濯‖著 I950.2/ﾅ 文芸春秋
本 0113002241 バルザック ルネ  バンジャマン‖作 中村  星湖 I950.2/ﾊﾞ 春秋社松柏館
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本 0113002287 バルザックの世界 杉山  英樹‖著 I950.2/ﾊﾞ 中央公論社
本 0112356469 フランスの天才達 アナトオル・フランス‖[著] 堀口 I950.2/ﾌ 第一書房
本 0112355157 作家の心理 ポオル・ブウルジエ‖著 平岡 昇‖ I950.2/ﾌﾞ 山本書店
本 0112349806 フランス文学史 第1巻 ベディエ‖共編 アザアル‖共編 I950.2/ﾍﾞ/ 創元社
本 0112349815 フランス文学史 第2巻 ベディエ‖共編 アザアル‖共編 I950.2/ﾍﾞ/ 創元社
本 0112349824 フランス文学史 第3巻 ベディエ‖共編 アザアル‖共編 I950.2/ﾍﾞ/ 創元社
本 0112953420 ヂイド会見記 松尾  邦之助‖著 I950.2/ﾏ 岡倉書房
本 0112959754 バルザック 水野  亮‖著 I950.2/ﾐ 白日書院
本 0112954679 サン=テグジュペリの生涯 山崎  庸一郎‖著 I950.2/ﾔ 新潮社
本 0112955179 スタンダール研究 山田  珠樹‖著 I950.2/ﾔ 河出書房
本 0112339611 中世仏蘭西文学 山田 珠樹‖著 I950.2/ﾔ 六興出版部
本 0113013872 捨身と信仰  アルチュール・ランボオ終焉 イザベル・ランボオ‖著 菱山  修三 I950.2/ﾗ 那珂書店
本 0112953803 フランスバロック期の文学 ジャン・ルーセ‖著 伊東 広太‖[ほ I950.2/ﾙ 筑摩書房
本 0112355184 作家論 ジュウル・ルメエトル‖[著] 朝倉 I950.2/ﾙ 白水社
本 0112951191 ヴィリエ・ド・リラダン覚書 渡辺  一夫‖著 I950.2/ﾜ 弘文堂書房
本 0112962811 渡辺一夫ラブレー抄 渡辺 一夫‖著 二宮 敬‖編 I950.2/ﾜ 筑摩書房
本 0112332823 日本現代のユマニスト渡辺一夫を読む 大江 健三郎‖著 I950.4/ｵ 岩波書店
本 0112953796 ふらんす手帖 河盛  好蔵‖著 I950.4/ｶ 生活社
本 0112953714 フランス文学雑筆 杉  捷夫‖著 I950.4/ｽ 白水社
本 0112953867 フランス文学論稿 杉  捷夫‖著 I950.4/ｽ 実業之日本社
本 0112359803 文学遁走 鈴木  信太郎‖著 I950.4/ｽ 改造社
本 0112953787 ふらんす人 辰野  隆‖著 I950.4/ﾀ 青木書店
本 0112953732 フランス文学 1 フランス文学会‖編輯 I950.4/ﾌ 芝書店
本 0112953769 仏蘭西文学研究 第1輯 フランス文学会‖編 I950.4/ﾌ 玄理社
本 0112953778 仏蘭西文学談叢 吉江  喬松‖著 I950.4/ﾖ 白水社
本 0112358635 神話への反抗 渡辺 一民‖著 I950.4/ﾜ 思潮社
本 0113004686 白日夢 渡辺  一夫‖著 I950.4/ﾜ 生活社
本 0112957685 筆記帖 渡辺  一夫‖著 I950.4/ﾜ 白水社
本 0112356548 仏蘭西文学研究 第1輯 I950.5/ﾅ 白水社
本 0113013346 仏蘭西文学研究 第2輯 成瀬  正一‖著 I950.5/ﾅ/2 白水社
本 0112350848 吉江喬松全集 第1巻 吉江 喬松‖著 西条 八十‖[ほか]編 I950.8/ﾖ/1 白水社
本 0112350857 吉江喬松全集 第2巻 吉江 喬松‖著 西条 八十‖[ほか]編 I950.8/ﾖ/2 白水社
本 0112350866 吉江喬松全集 第3巻 吉江 喬松‖著 西条 八十‖[ほか]編 I950.8/ﾖ/3 白水社
本 0112350875 吉江喬松全集 第4巻 [吉江 喬松‖著] 西条 八十‖[ほか] I950.8/ﾖ/4 白水社
本 0112350884 吉江喬松全集 第5巻 吉江 喬松‖著 西条 八十‖[ほか]編 I950.8/ﾖ/5 白水社
本 0112350893 吉江喬松全集 第6巻 吉江 喬松‖著 西条 八十‖[ほか]編 I950.8/ﾖ/6 白水社
本 0112350900 吉江喬松全集 第7巻 吉江 喬松‖著 西条 八十‖[ほか]編 I950.8/ﾖ/7 白水社
本 0112350919 吉江喬松全集 第8巻 吉江 喬松‖著 西条 八十‖[ほか]編 I950.8/ﾖ/8 白水社
本 0112356502 現代ヨーロッパに於けるフランス精神 クゥルティウス‖[著] 大野 俊一‖ I950/ｸ 生活社
本 0112955302 ヴィヨン詩 ヴィヨン‖[著] 佐藤  輝夫‖訳 I951.4/ｳﾞ 青朗社
本 0112977191 狐物語 水谷  謙三‖訳 I951.4/ｷ 三学書房
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本 0112954802 ヴィヨン雑考 鈴木  信太郎‖著 I951.4/ｽ 創元社
本 0112359304 ボオドレエル研究 斎藤  磯雄‖著 I951.6/ｻ 東京創元社
本 0112357654 ボードレール 出口 裕弘‖著 I951.6/ﾎﾞ 紀伊国屋書店
本 0112357734 ボオドレエル研究 矢野 文夫‖共著 長谷川 玖一‖共著 I951.6/ﾎﾞ 叢文閣
本 0112357743 ボオドレエル伝 アルフオンス・セシエ‖共著 ジユウ I951.6/ﾎﾞ 改造社
本 0112357645 ボオドレエル論 アルベエル・チボオデ‖著 笹森 猛 I951.6/ﾎﾞ 白水社
本 0112357663 散文詩 ボードレール‖[著] 村上 菊一郎‖ I951.6/ﾎﾞ 青磁社
本 0112974880 海を瞶めて ポオル  ヴアレリイ‖[著] 菱山  修 I951.7/ｳﾞ 青磁社
本 0112962018 若きパルク ポオル  ヴアレリイ‖[著] 菱山  修 I951.7/ｳﾞ 青磁社
本 0112976094 エリュアール詩集 ポール  エリュアール‖[著] 安東  I951.7/ｴ 思潮社
本 0112976833 果樹園 リルケ‖[著] 堀口  大学‖訳 I951.7/ﾘ 札幌青磁社
本 0113015807 舊詩帖 ポオル・ヴアレリイ‖著 菱山  修三 I951/ｳﾞ 青磁社
本 0113022121 オーカッサンとニコレット 古川  達雄‖訳 I951/ｵ 二見書房
本 0112339112 ヴァレリーの世界 高橋 広江‖著 I951/ﾀ 生活社
本 0112349922 仏蘭西詩集 村上 菊一郎‖編 I951/ﾌ 青磁社
本 0112349931 仏蘭西詩集 続 菱山 修三‖編 I951/ﾌ 青磁社
本 0112959255 タルテュッフ モリエール‖作 小場瀬  卓三‖訳 I952.5/ﾓ 白水社
本 0112977155 仮面の人 ミユッセ‖著 渡辺  一夫‖訳 I952.6/ﾐ 筑摩書房
本 0112956962 モーパツサン戯曲集 モーパッサン‖著 平野  威馬雄‖訳 I952.6/ﾓ 改造社
本 0112359572 マリウス マルセル  パニョル‖著 永戸  俊雄 I952.7/ﾊﾟ 白水社
本 0112977994 クレーヴの奥方 ラファイエット夫人‖作 生島  遼一 I953.5/ﾗ 世界文学社
本 0112980784 ガルガンチュワとパンタグリュエル 第1之書 フランソワ  ラブレー‖原作 渡辺  I953.5/ﾗ 白水社
本 0112354103 ガルガンチュワとパンタグリュエル 第2之書 フランソワ・ラブレー‖原作 渡辺  I953.5/ﾗ/2 白水社
本 0112354112 ガルガンチュワとパンタグリュエル 第3之書 フランソワ・ラブレー‖原作 渡辺  I953.5/ﾗ/3 白水社
本 0112986270 カンディード ヴォルテール‖作 池田  薫‖訳 I953.6/ｳﾞ 白水社
本 0112952877 セシル コンスタン‖[著] 窪田  啓作‖訳 I953.6/ｺ 新潮社
本 0112355022 笛師のむれ 上巻 ジョルジュ・サンド‖著 宮崎  嶺雄 I953.6/ｻ/1 岩波書店
本 0112355031 笛師のむれ 下巻 ジョルジュ・サンド‖著 宮崎 嶺雄 I953.6/ｻ/2 岩波書店
本 0112955188 社会的地位 スタンダール‖著 権守  操一‖訳 I953.6/ｽ 河出書房
本 0112978485 怖るべき女たち スタンダール‖[著] 小林  正‖訳 I953.6/ｽ 酣灯社
本 0112358369 ボヴァリー夫人 上巻 フローベール‖作 伊吹 武彦‖訳 I953.6/ﾌ 岩波書店
本 0112962296 わが友の書 アナトール  フランス‖[著] 宮本  I953.6/ﾌ 東和出版社
本 0112954786 死 ポール  ブールジエ‖作 広瀬  哲士 I953.6/ﾌﾞ 東京堂
本 0112972178 アナトオル・フランス短篇小説全集 第1巻 アナトオル  フランス‖著 I953.6/ﾌ/1 白水社
本 0112972187 アナトオル・フランス短篇小説全集 第2巻 アナトオル  フランス‖著 I953.6/ﾌ/2 白水社
本 0112972196 アナトオル・フランス短篇小説全集 第3巻 アナトオル  フランス‖著 I953.6/ﾌ/3 白水社
本 0112972203 アナトオル・フランス短篇小説全集 第4巻 アナトオル  フランス‖著 I953.6/ﾌ/4 白水社
本 0112972212 アナトオル・フランス短篇小説全集 第5巻 アナトオル  フランス‖著 I953.6/ﾌ/5 白水社
本 0112972221 アナトオル・フランス短篇小説全集 第6巻 アナトオル  フランス‖著 I953.6/ﾌ/6 白水社
本 0112972230 アナトオル・フランス短篇小説全集 第7巻 アナトオル  フランス‖著 I953.6/ﾌ/7 白水社
本 0112355111 ペルシア人の手紙 下 モンテスキュー‖作 大岩 誠‖訳 I953.6/ﾓ 岩波書店
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本 0112950691 ペルシア人の手紙 上 モンテスキュー‖[著] 大岩  誠‖訳 I953.6/ﾓ 斎藤書店
本 0113002857 にんじん ジュウル  ルナアル‖作 岸田  国士 I953.6/ﾙ 白水社
本 0112959996 葡萄畑の葡萄作り ジュウル  ルナアル‖作 岸田  国士 I953.6/ﾙ 白水社
本 0112973596 異端教祖株式会社 ギヨーム  アポリネール‖[著] 窪田 I953.7/ｱ 白水社
本 0112974121 異邦人 A.Camus‖[著] 窪田  啓作‖訳 I953.7/ｶ 新潮社
本 0112365725 夏 アルベエル・カミユ‖[著] 窪田 啓 I953.7/ｶ 新潮社
本 0112959530 追放 カミュ‖著 窪田  啓作‖訳 I953.7/ｶ 新潮社
本 0112980212 現代仏蘭西短篇集 今  日出海‖編 I953.7/ｺ 中央公論社
本 0112974130 異邦人論 中村  光夫‖著 I953.7/ﾅ 創元社
本 0113011534 クラルテ アンリ  バルビュス‖作 田辺  貞之 I953.7/ﾊﾞ 岩波書店
本 0112361346 テスト氏 ポオル・ヴァレリイ‖著 小林 秀雄 I953.7/ﾊﾞ 野田書房
本 0112357627 北緯六十度の恋 モオリス・ブデル‖作 今 日出海‖ I953.7/ﾌﾞ 実業之日本社
本 0112953509 シェリイの生涯 アンドレ  モーロア‖[著] 山室  静 I953.7/ﾓ 大観堂
本 0112962063 若き娘たち アンリ  ドゥ  モンテルラン‖[著] I953.7/ﾓ 新潮社
本 0112972631 或る青年の休暇 アンリ  ド  レニエ‖[著] 青柳  瑞 I953.7/ﾚ 斎藤書店
本 0112354210 ピエールとリュース ロマン・ロラン‖著 宮本 正清‖訳 I953.7/ﾛ 養徳社
本 0112363567 東邦の所感 [ポール・クローデル‖著] 長谷川 I953/ｸ 立命館出版部
本 0113011936 アドルフ コンスタン‖著 林  憲一郎‖訳 I953/ｺ 世界文学社
本 0113012855 カストロの尼僧院長 スタンダール‖著 鹽田  晶‖訳 I953/ｽ 世界社
本 0113011954 滑稽譚・赤い宿屋 バルザック‖著 小西茂也,水野亮‖ I953/ﾊﾞ 青木書店
本 0112335054 チボー家の人々 第1巻 ロジェ・マルタン・デュ・ガール‖ I953/ﾏ/1 白水社
本 0112335063 チボー家の人々 第2巻 ロジェ・マルタン・デュ・ガール‖ I953/ﾏ/2 白水社
本 0112335072 チボー家の人々 第3巻 ロジェ・マルタン・デュ・ガール‖ I953/ﾏ/3 白水社
本 0112335081 チボー家の人々 第4巻 ロジェ・マルタン・デュ・ガール‖ I953/ﾏ/4 白水社
本 0112335090 チボー家の人々 第5巻 ロジェ・マルタン・デュ・ガール‖ I953/ﾏ/5 白水社
本 0112335107 チボー家の人々 第6巻 ロジェ・マルタン・デュ・ガール‖ I953/ﾏ/6 白水社
本 0112335116 チボー家の人々 第7巻 ロジェ・マルタン・デュ・ガール‖ I953/ﾏ/7 白水社
本 0112335125 チボー家の人々 第8巻 ロジェ・マルタン・デュ・ガール‖ I953/ﾏ/8 白水社
本 0112335134 チボー家の人々 第9巻 ロジェ・マルタン・デュ・ガール‖ I953/ﾏ/9 白水社
本 0112335143 チボー家の人々 第10巻 ロジェ・マルタン・デュ・ガール‖ I953/ﾏ/10 白水社
本 0112335152 チボー家の人々 第11巻 ロジェ・マルタン・デュ・ガール‖ I953/ﾏ/11 白水社
本 0112349851 フランス語の擁護と顕揚 ジョアシャン・ヂュ・ベレエ‖[著] I954.5/ｼﾞ 白水社
本 0112956178 新選モンテーニュ随想録 モンテーニュ‖[著] 関根  秀雄‖訳 I954.5/ﾓ 白水社
本 0112350811 モンテーニュ随想録 1 モンテーニュ‖[著] 関根 秀雄‖訳 I954.5/ﾓ/1 白水社
本 0112350820 モンテーニュ随想録 2 モンテーニュ‖[著] 関根 秀雄‖訳 I954.5/ﾓ/2 白水社
本 0112350839 モンテーニュ随想録 3 モンテーニュ‖[著] 関根 秀雄‖訳 I954.5/ﾓ/3 白水社
本 0112354096 パンタグリュエル占筮 フランソワ・ラブレー‖述 渡辺 一 I954.5/ﾗ 高桐書院
本 0113002759 人間性の認識 サント  ブーヴ‖著 権守  操一‖訳 I954.6/ｻ アルス
本 0112977422 愛について スタンダアル‖[著] 中本  保‖訳 I954.6/ｽ 青磁社
本 0112359769 文学生活 アナトオル  フランス‖著 朝倉  季 I954.6/ﾌ 白水社
本 0112357985 ポオル・ヴァレリイとの対談 ポオル・ヴァレリイ‖[述] フレデリ I954.7/ｳﾞ 日下部書店
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本 0113011543 現代の考察 ポオル  ヴァレリイ‖[著] 高橋  広 I954.7/ｳﾞ 第一書房
本 0113002134 ヴァリエテ ポオル  ヴァレリイ‖著 中島  健蔵 I954.7/ｳﾞ/ 白水社
本 0113002143 ヴァリエテ 2 ポール  ヴァレリー‖著 安士  正夫 I954.7/ｳﾞ/ 白水社
本 0112971703 秋の断想 アンドレ  ジイド‖[著] 辰野  隆‖ I954.7/ｼﾞ 筑摩書房
本 0112955570 未来生活風景 ジョルジュ  デュアメル‖[著] 神谷 I954.7/ﾃﾞ 筑摩書房
本 0112958862 悦ばしき時 モーリス  マアテルリンク‖[著] 尾 I954.7/ﾒ 富岳本社
本 0112364931 内面の記録 フランソワ・モーリヤック‖著 杉 I954/ﾓ 紀伊国屋書店
本 0112972329 アミエルの日記 上巻 アミエル‖著 土居  寛之‖訳 I955.6/ｱ 創芸社
本 0112972338 アミエルの日記抄 アンリ  フレデリツク  アミエル‖[ I955.6/ｱ 創芸社
本 0112348941 ゴンクウルの日記 1 ゴンクウル‖[著] ゴンクウル‖[著] I955.6/ｺﾞ/ 鎌倉文庫
本 0112348950 ゴンクウルの日記 2 ゴンクウル‖[著] ゴンクウル‖[著] I955.6/ｺﾞ/ 鎌倉文庫
本 0112348969 ゴンクウルの日記 第3巻 ゴンクウル‖[著] ゴンクウル‖[著] I955.6/ｺﾞ/ 鎌倉文庫
本 0112955222 日記 スタンダール‖[著] 前川  堅市‖訳 I955.6/ｽ 表現社
本 0112961144 ジョルジュ・サンドへの書簡 ギュスタアフ  フロオベル‖[著] 中 I955.6/ﾌ 文圃堂書店
本 0112349860 フロベール書簡集 1 フロベール‖[著] 鈴木 健郎‖共訳 I955.6/ﾌ/1 白水社
本 0112349879 フロベール書簡集 2 フロベール‖[著] 鈴木 健郎‖共訳 I955.6/ﾌ/2 白水社
本 0112349888 フロベール書簡集 3 フロベール‖[著] 鈴木 健郎‖共訳 I955.6/ﾌ/3 白水社
本 0112972043 新しいロシヤ シャルル  ヴィルドラック‖著 渡辺 I955.7/ｳﾞ 酣灯社
本 0112963428 信仰への苦悶 ジャック  リヴィエエル‖著 ポオル I955.7/ﾘ 甲鳥書林
本 0112350660 ジイドの日記 2 ジイド‖著 新庄 嘉章‖訳 I955/ｼﾞ/2 新潮社
本 0112350679 ジイドの日記 3 ジイド‖[著] 新庄 嘉章‖訳 I955/ｼﾞ/3 新潮社
本 0112350688 ジイドの日記 4 ジイド‖著 新庄 嘉章‖訳 I955/ｼﾞ/4 新潮社
本 0112350697 ジイドの日記 5 ジイド‖[著] 新庄 嘉章‖訳 I955/ｼﾞ/5 新潮社
本 0113018742 詩人の日記 アルフレッド・ドゥ・ヴィニイ‖著 I956/ｳﾞ 白水社
本 0113011981 イタリヤだより フランソワ・ラブレー‖著 渡邊  一 I956/ﾗ 出光書店
本 0112960234 ラ・ロシュフコオ箴言集 ラ  ロシュフコオ‖[著] 内藤  濯‖ I957/ﾗ 白水社
本 0112349968 サント・ブウヴ選集 第1巻 サント・ブウヴ‖著 I958.6/ｻ/1 実業之日本社
本 0112349977 サント・ブウヴ選集 第2巻 サント・ブウヴ‖[著] I958.6/ｻ/2 実業之日本社
本 0112349986 サント・ブウヴ選集 第3巻 サント・ブウヴ‖著 I958.6/ｻ/3 実業之日本社
本 0112349995 サント・ブウヴ選集 第4巻 サント・ブウヴ‖著 I958.6/ｻ/4 実業之日本社
本 0113014960 スタンダール全集 [1] スタンダール‖[著] I958.6/ｽ/1 河出書房
本 0112352249 スタンダール全集 [2] スタンダール‖[著] I958.6/ｽ/2 河出書房
本 0112352258 スタンダール全集 [3] スタンダール‖[著] I958.6/ｽ/3 河出書房
本 0113014951 スタンダール全集 [4] スタンダール‖[著] I958.6/ｽ/4 河出書房
本 0112973532 スタンダール全集 [6] スタンダール‖[著] I958.6/ｽ/2 河出書房
本 0112973541 スタンダール全集 [7] スタンダール‖[著] I958.6/ｽ 河出書房
本 0112950780 フィリップ全集 第1巻 フィリップ‖[著] 小牧  近江‖[ほ I958.6/ﾌ 新潮社
本 0112345560 ボードレール全集 1 シャルル・ボードレール‖[著] 福永 I958.6/ﾎﾞ/ 人文書院
本 0112345579 ボードレール全集 2 ボードレール‖[著] 福永 武彦‖編 I958.6/ﾎﾞ/ 人文書院
本 0112345588 ボードレール全集 3 シャルル・ボードレール‖[著] 福永 I958.6/ﾎﾞ/ 人文書院
本 0112345597 ボードレール全集 4 シャルル・ボードレール‖[著] 福永 I958.6/ﾎﾞ/ 人文書院
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本 0112339176 ポオル・ヴァレリイ全集 第5巻 ポオル・ヴァレリイ‖著 I958.7/ｳﾞ/ 筑摩書房
本 0113015415 ポオル・ヴァレリイ全集 第6巻 ポオル  ヴァレリイ‖著 I958.7/ｳﾞ/ 筑摩書房
本 0112339130 ポオル・ヴァレリイ全集 第7巻 ポオル・ヴァレリイ‖著 I958.7/ｳﾞ/ 筑摩書房
本 0112339158 ポオル・ヴァレリイ全集 第9巻 ポオル・ヴァレリイ‖著 I958.7/ｳﾞ/ 筑摩書房
本 0112339167 ポオル・ヴァレリイ全集 第10巻 ポオル・ヴァレリイ‖著 I958.7/ｳﾞ/ 筑摩書房
本 0112964203 ポオル・ヴァレリイ全集 第11巻  上 ポオル  ヴァレリイ‖[著] I958.7/ｳﾞ/ 筑摩書房
本 0112358001 ポオル・ヴァレリイ全集 第13巻 ポオル・ヴァレリイ‖著 I958.7/ｳﾞ/ 筑摩書房
本 0112339149 ポオル・ヴァレリイ全集 第14巻 ポオル・ヴァレリイ‖著 I958.7/ｳﾞ/ 筑摩書房
本 0112347005 サン=テグジュペリ著作集 1 サン=テグジュペリ‖[著] I958.7/ｻ/1 みすず書房
本 0112347014 サン=テグジュペリ著作集 2 サン=テグジュペリ‖[著] I958.7/ｻ/2 みすず書房
本 0112347023 サン=テグジュペリ著作集 3 サン=テグジュペリ‖[著] I958.7/ｻ/3 みすず書房
本 0112361300 サン=テグジュペリ著作集 4 サン=テグジュペリ‖著 I958.7/ｻ/4 みすず書房
本 0112972659 サン=テグジュペリ著作集 5 サン=テグジュペリ‖著 I958.7/ｻ/5 みすず書房
本 0112963543 サン=テグジュペリ著作集 6 サン=テグジュペリ‖著 I958.7/ｻ/6 みすず書房
本 0112954660 サン=テグジュペリ著作集 別巻 I958.7/ｻ/ﾍ みすず書房
本 0112980613 ロマン・ロラン全集 25 ロマン  ロラン‖[著] I958.7/ﾛ みすず書房
本 0112351419 プロスペル・メリメ全集 第1巻 プロスペル・メリメ‖著 石川 剛‖ I958/ﾌﾟ/1 河出書房
本 0112351428 プロスペル・メリメ全集 第4巻 プロスペル・メリメ‖著 杉 捷夫‖ I958/ﾌﾟ/4 河出書房
本 0112351437 プロスペル・メリメ全集 第5巻 プロスペル・メリメ‖著 今 日出海 I958/ﾌﾟ/5 河出書房
本 0112351446 プロスペル・メリメ全集 第6巻 プロスペル・メリメ‖著 前川 堅市 I958/ﾌﾟ/6 河出書房
本 0112337454 ダンテ シモンヅ‖著 橘 忠衛‖訳 I971/ｼ 桜井書店
本 0112973088 生けるダンテ ヂョバンニ  パピニ‖著 宮崎  信彦 I971/ﾊﾟ 日本書院
本 0112961304 ロシヤ文学史 エリヤスベルク‖[著] 宮下  義信‖ I980.2/ｴ 筑摩書房
本 0113015111 チエホフの一生 A・ロスキン‖著 中島  禄郎‖訳 I980.2/ﾁ 国民思想研究所
本 0112972739 アントン・チエホフ アー  デルマン‖著 大塚  博人‖訳 I980.2/ﾃﾞ 日下部書店
本 0112364815 トルストイの生涯 宮島 新三郎‖著 I980.2/ﾄ 春秋社
本 0112364478 ドストイエフスキイ研究 アンドレ・ジイド‖著 竹内 道之助 I980.2/ﾄﾞ 三笠書房
本 0112364450 ドストエフスキイの生活 小林 秀雄‖著 I980.2/ﾄﾞ 東京創元社
本 0112364824 トルストイ研究 昇 曙夢‖著 I980.2/ﾉ 壮文社
本 0112950851 プーシキン 金子  幸彦‖著 I980.2/ﾌﾟ 日本評論社
本 0112337604 チェーホフ論攷 中村 融‖訳 I980/ﾁ 三学書房
本 0112958167 幼年時代 トルストイ‖作 米川  正夫‖訳 I983/ﾄ 岩波書店
本 0113013970 アンナ・カレーニナ 1 トルストイ‖著 中村  白葉‖訳 I983/ﾄ/1 思索社
本 0113013989 アンナ・カレーニナ 2 トルストイ‖著 中村  白葉‖訳 I983/ﾄ/2 思索社
本 0113013998 アンナ・カレーニナ 3 トルストイ‖著 中村  白葉‖訳 I983/ﾄ/3 思索社
本 0112962492 六人集と毒の園 昇  曙夢‖訳 I983/ﾉ 正教時報社
本 0112337588 チェーホフとゴーリキイ往復書簡集 チェーホフ‖共著 ゴーリキ‖共著 I985/ﾁ 筑摩書房
本 0112358323 ホメーロス批判 和辻 哲郎‖著 I991.1/ﾎ 要書房
本 0112953340 タウリケのイピゲネイア エウリピデス‖作 呉  茂一‖訳 I991.2/ｴ 岩波書店
本 0112996713 希臘悲劇論 第1冊 新関  良三‖著 I991.2/ﾆ/1 岩波書店
本 0112357342 ルキアノス短篇集 第1巻 ルキアノス‖[著] 呉 茂一‖訳 I991.8/ﾙ 筑摩書房
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本 0112977002 オリュンポスの雪 呉  茂一‖著 I991/ｸ 弘文堂書房
本 0112977761 愚神礼讚 エラスムス‖作 池田  薫‖訳 I992.4/ｴ 白水社
本 0112358332 ホラーティウス書簡集 ホラーティウス‖[著] 田中 秀央‖ I992.4/ﾎ 生活社
本 0112980383 愛の書 アベラール‖[著] エロイーズ‖[著] I992.5/ｱ 白桃書房
本 0112966149 少女シリヤ F  Eシッランパア‖作 阿部  知二‖ I993.6/ｼ 中央公論社
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