
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】：914～917.9
【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 0112353113 枕草子 [清少納言‖著] [鴨 長明‖著] I914.3/ｾ 有朋堂書店
本 0112964472 清少納言とその文学 関  みさを‖著 I914.3/ｾ 万里閣
本 0113013890 清少納言枕草子 藤村  作‖編 I914.3/ｾ 至文堂
本 0113018733 枕草子精釈  文法詳解 白子  福右衛門‖著 I914.3/ｾ 加藤中道館
本 0112358760 俗と無常 上田  三四二‖[著] I914.4/ｳ 講談社
本 0112359279 方丈記 [鴨  長明‖著] 山田  孝雄‖[校訂] I914.4/ｶ 宝文館
本 0112978190 兼好と徒然草 佐野  保太郎‖著 I914.4/ｻ 日本出版社
本 0112980686 兼好法師論 白石  大二‖著 I914.4/ｼ 三省堂
本 0112360659 徒然草 永積 安明‖著 I914.4/ﾅ 福村書店
本 0112353257 「方丈記」を読む 馬場 あき子‖著 松田 修‖著 I914.4/ﾊﾞ 講談社
本 0112967549 方丈記私記 堀田  善衛‖著 I914.4/ﾎ 筑摩書房
本 0112360668 徒然草を解く 山極 圭司‖著 I914.4/ﾔ 吉川弘文館
本 0112354960 方丈記全注釈 簗瀬 一雄‖著 I914.4/ﾔ 角川書店
本 0112360686 つれつれ草 [吉田 兼好‖原著] 山田 孝雄‖著 I914.4/ﾖ 宝文館
本 0112982924 花月草紙の精神と釈義 大塚  竜夫‖著 I914.5/ｵ 旺文社
本 0112337212 俳文俳句抄 鴻巣  盛広‖[ほか]編纂 I914.5/ﾊ 裳華房
本 0112353131 風俗文選 [森川 許六‖撰] [各務 支考‖編] I914.5/ﾌ 有朋堂書店
本 0112965079 秋窓記 阿部  次郎‖著 I914.6/ｱ 岩波書店
本 0112954508 残照 阿部 次郎‖著 I914.6/ｱ 羽田書店
本 0112954624 三太郎の日記 阿部 次郎‖著 I914.6/ｱ 角川書店
本 0112977039 おやじの女 安藤  鶴夫‖著 I914.6/ｱ 青蛙房
本 0112957943 雪まろげ 安藤  鶴夫‖著 I914.6/ｱ 桃源社
本 0112972668 ある日、その人 安藤  鶴夫‖著 I914.6/ｱ 婦人画報社
本 0112358779 草野集 安倍  能成‖著 I914.6/ｱ 岩波書店
本 0112960074 朝暮抄 安倍  能成‖著 I914.6/ｱ 岩波書店
本 0112973694 一日本人として 安倍  能成‖著 I914.6/ｱ 白日書院
本 0112973710 一日本人として 続 安倍  能成‖著 I914.6/ｱ 白日書院
本 0112356218 静夜集 安倍 能成‖著 I914.6/ｱ 岩波書店
本 0112963277 渾斎随筆 会津  八一‖著 I914.6/ｱ 創元社
本 0112963268 渾斎随筆 続 会津  八一‖著 I914.6/ｱ 中央公論社
本 0112334082 森の作法 荒川 じんぺい‖著 I914.6/ｱ 集英社
本 0112959004 ささやかな日本発掘 青柳  瑞穂‖著 I914.6/ｱ 新潮社
本 0113015219 批評の精神 青柳  優‖著 I914.6/ｱ 南方書院
本 0112358378 梵雲庵雑話 淡嶋 寒月‖[著] 斎藤 昌三‖編纂 I914.6/ｱ 書物展望社
本 0112364263 時計台 朝田 とみゑ‖著 I914.6/ｱ みぎわ書房
本 0112976423 古典との対話 麻生  磯次‖著 I914.6/ｱ 明治書院
本 0112352025 酔眼漫録 有田 静昭‖著 I914.6/ｱ 短歌新聞社
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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 0112972579 有島暁子著作集 有島  暁子‖著 I914.6/ｱ 中央出版社
本 0112362327 展望車の窓から 伊集院 斉‖著 I914.6/ｲ 大畑書店
本 0112355040 水かがみ 井久保 伊登子‖著 I914.6/ｲ ミネルヴァ書房
本 0112950904 風貌・姿勢 井伏  鱒二‖著 I914.6/ｲ 講談社
本 0112358653 掘り出しもの 井伏 鱒二‖著 I914.6/ｲ 創元社
本 0112337418 スガレ追ひ 井伏 鱒二‖著 I914.6/ｲ 筑摩書房
本 0112355479 素白随筆 岩本 堅一‖著 I914.6/ｲ 春秋社
本 0112984389 我執転々記 五十嵐  力‖著 I914.6/ｲ 東宛書房
本 0112354997 箱舟の去ったあと 五木 寛之‖[著] I914.6/ｲ 講談社
本 0112996848 和琴抄 今井  邦子‖著 I914.6/ｲ 紫式部学会出版部
本 0112364922 内的風景派 市原 豊太‖著 I914.6/ｲ 養徳社
本 0112965792 春城代酔録 市島  謙吉‖著 I914.6/ｲ 中央公論社
本 0112976986 回顧録 市嶋  謙吉‖著 I914.6/ｲ 中央公論社
本 0112965809 春城談叢 市嶋  春城‖著 I914.6/ｲ 千歳書房
本 0112988615 空点房雑記 出  隆‖著 I914.6/ｲ 岩波書店
本 0112366458 二十五年目の日本 石垣 綾子‖著 I914.6/ｲ 筑摩書房
本 0112965088 秋琴帖 石原  八束‖著 I914.6/ｲ 皆美社
本 0112981765 樫の芽 石川  欣一‖著 I914.6/ｲ 白水社
本 0112973113 夷斎虚実 石川  淳‖[著] I914.6/ｲ 文芸春秋
本 0112973140 夷斎座談 石川  淳‖著 I914.6/ｲ 中央公論社
本 0112973159 夷斎風雅 石川 淳‖著 I914.6/ｲ 集英社
本 0112977066 風まかせの暦 池部 良‖著 I914.6/ｲ 毎日新聞社
本 0112976619 古典逍遥 入江  相政‖著 I914.6/ｲ TBSブリタニカ
本 0112956374 無数の目 飯田  竜太‖著 I914.6/ｲ 角川書店
本 0112975013 入江相政随筆選 1 入江 相政‖著 I914.6/ｲ/1 朝日新聞社
本 0112975022 入江相政随筆選 2 入江 相政‖著 I914.6/ｲ/2 朝日新聞社
本 0112975031 入江相政随筆選 3 入江 相政‖著 I914.6/ｲ/3 朝日新聞社
本 0112980258 熊野草紙 宇江  敏勝‖著 I914.6/ｳ 草思社
本 0112950138 文芸草子 宇野  浩二‖著 I914.6/ｳ 竹村書房
本 0112964882 しゃれた言葉 宇野  信夫‖著 I914.6/ｳ 講談社
本 0112979616 心にのこるさまざまな話 宇野  信夫‖著 I914.6/ｳ 講談社
本 0112971954 味のある言葉 宇野  信夫‖著 I914.6/ｳ 講談社
本 0112955437 むかしの空の美しく 宇野  信夫‖著 I914.6/ｳ 青蛙房
本 0112358564 幕あいばなし 宇野 信夫‖著 I914.6/ｳ 光風社書店
本 0112979607 心にのこるいろんな話 宇野 信夫‖著 I914.6/ｳ 講談社
本 0112337597 小さな声で言葉とがめ 宇野 信夫‖著 I914.6/ｳ 早川書房
本 0112354167 稗畑 植松 寿樹‖著 I914.6/ｳ 砂子屋書房
本 0112981211 麗らかや 内田  百間‖著 I914.6/ｳ 三笠書房
本 0112958504 書斎文化 内田  魯庵‖著 柳田  泉‖編 I914.6/ｳ 桑名文星堂
本 0112366485 日没閉門 内田 百間‖著 I914.6/ｳ 新潮社
本 0112358537 摩阿陀会(まあだくわい) 内田 百間‖著 I914.6/ｳ 津軽書房
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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 0112976414 心の砂時計 遠藤  周作‖著 I914.6/ｴ 文芸春秋
本 0112359812 死について考える 遠藤 周作‖著 I914.6/ｴ 光文社
本 0112352944 すしやの証文 江戸 英雄‖著 I914.6/ｴ 中央公論社
本 0112951119 雀色時 潁原  退蔵‖著 I914.6/ｴ 靖文社
本 0112955703 紫の火花 岡  潔‖著 I914.6/ｵ 朝日新聞社
本 0112973809 一葉舟 岡  潔‖著 I914.6/ｵ 読売新聞社
本 0112366939 日本のこころ 岡 潔‖著 I914.6/ｵ 講談社
本 0112354568 よみがえる旅心 岡田 喜秋‖[著] I914.6/ｵ 日本文芸社
本 0112998007 春秋草紙 荻原  井泉水‖著 I914.6/ｵ 岩波書店
本 0112358671 随翁の随想 荻原  井泉水‖著 I914.6/ｵ 古川書房
本 0112977949 雲の如く行く 荻原  井泉水‖著 I914.6/ｵ 清水書店
本 0112978216 京洛小品 荻原  井泉水‖著 I914.6/ｵ 創元社
本 0112964052 詩と人生 荻原  井泉水‖著 I914.6/ｵ 潮文社
本 0112983415 大阪の顔 織田  作之助‖著 I914.6/ｵ 明光堂書店
本 0112354684 マダム 織田 昭子‖著 I914.6/ｵ 三笠書房
本 0112354817 葱南雑稿 太田 正雄‖著 I914.6/ｵ 東京出版
本 0112347425 光のくだもの 大岡 信‖著 I914.6/ｵ 小学館
本 0112355488 人生の黄金時間 大岡 信‖著 I914.6/ｵ 日本経済新聞社
本 0112983601 大原総一郎随想全集 2 大原  総一郎‖著 I914.6/ｵ 福武書店
本 0113002633 人間愛慕 大山  澄太‖著 I914.6/ｵ 弥生書房
本 0112971605 奇妙な存在 大田黒  元雄‖著 I914.6/ｵ 第一書房
本 0112976655 大仏次郎随筆全集 3 大仏  次郎‖[著] I914.6/ｵ 朝日新聞社
本 0112960154 冬の花 大仏  次郎‖著 I914.6/ｵ 光風社書店
本 0113014470 都そだち 大佛  次郎‖著 I914.6/ｵ 毎日新聞社
本 0112964560 「自分で考える」ということ 沢瀉  久敬‖著 I914.6/ｵ 文芸春秋新社
本 0112983996 冬の雅歌 尾崎  喜八‖著 I914.6/ｵ 創文社
本 0112983987 晩き木の実 尾崎  喜八‖著 I914.6/ｵ 創文社
本 0112983950 美しき視野 尾崎  喜八‖著 I914.6/ｵ 創文社
本 0112983969 夕映えに立ちて 尾崎  喜八‖著 I914.6/ｵ 創文社
本 0112358118 詩人の風土 尾崎 喜八‖著 I914.6/ｵ 三笠書房
本 0112971044 岡麓筆談 1 岡  麓‖著 I914.6/ｵ/1 白玉書房
本 0113016012 岡麓筆談 2 岡  麓‖著 中野  久雄‖編 I914.6/ｵ/2 中野  久雄
本 0112358706 称心独語 加藤  周一‖著 I914.6/ｶ 新潮社
本 0112958274 政治と文学 加藤  周一‖著 I914.6/ｶ 平凡社
本 0112981202 愁ひ顔のさむらひたち 河上  徹太郎‖[著] I914.6/ｶ 文芸春秋
本 0112980668 現実再建 河上  徹太郎‖著 I914.6/ｶ 作品社
本 0112973587 異端と正統 河上  徹太郎‖著 I914.6/ｶ 文芸春秋新社
本 0112981426 思ひ出 河上  肇‖著 I914.6/ｶ 月曜書房
本 0112360560 都築ケ岡から 河上 徹太郎‖著 I914.6/ｶ 毎日新聞社
本 0112351945 幕間のひととき 河竹 登志夫‖著 I914.6/ｶ 角川書店
本 0112963552 人生ノート 賀川  豊彦‖著 I914.6/ｶ 梧桐書院
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本 0112353998 わたしのものよ 鴨居 羊子‖著 I914.6/ｶ 日動出版部
本 0112950986 雪椿 続 茅  誠司‖著 I914.6/ｶ 雷鳥社
本 0112962740 私の人生観 亀井  勝一郎‖[著] I914.6/ｶ 文芸春秋新社
本 0112980418 愛の無常について 亀井  勝一郎‖著 I914.6/ｶ 三笠書房
本 0112985592 亀井勝一郎人生論集 8 亀井  勝一郎‖著 I914.6/ｶ 大和書房
本 0113002401 人形と歌と 鹿児島  寿蔵‖著 I914.6/ｶ 朝日新聞社
本 0112950897 純粋の声 川端  康成‖[著] 井伏  鱒二‖[著] I914.6/ｶ 筑摩書房
本 0112974782 美しい日本の私 川端  康成‖著 サイデンステッカー I914.6/ｶ 講談社
本 0112976370 枯草録 川田  順‖著 I914.6/ｶ 全国書房
本 0112357057 死と愛と 川田 俊子‖著 I914.6/ｶ 読売新聞社
本 0112355709 旅人の眼 川島 理一郎‖著 I914.6/ｶ 竜星閣
本 0112971945 蘆の芽 鏑木  清方‖著 I914.6/ｶ 相模書房
本 0112360418 築地川 鏑木 清方‖著 I914.6/ｶ 双雅房
本 0112989080 現代史への試み 唐木  順三‖著 I914.6/ｶ 筑摩書房
本 0112978378 光陰 唐木  順三‖著 I914.6/ｶ 筑摩書房
本 0112961439 飛花落葉 唐木  順三‖著 I914.6/ｶ 筑摩書房
本 0112367304 日本の心 唐木 順三‖著 I914.6/ｶ 筑摩書房
本 0112964043 詩と死 唐木 順三‖著 I914.6/ｶ 文芸春秋
本 0112973364 泉のこだま 片山  敏彦‖著 I914.6/ｶ アポロン社
本 0112965836 精神の風土 片山  敏彦‖著 I914.6/ｶ 池田書店
本 0112953929 古い手帖 門田  勲‖著 I914.6/ｶ 朝日新聞社
本 0113011516 東なまり  道中硯 鏑木  清方‖著 I914.6/ｶ/2 双雅房
本 0112985789 河上徹太郎全集 第3巻 河上  徹太郎‖[著] I914.6/ｶ/3 勁草書房
本 0113011525 絵具筥 鏑木  清方‖著 I914.6/ｶ/3 双雅房
本 0112985798 河上徹太郎全集 第8巻 河上  徹太郎‖[著] I914.6/ｶ/8 勁草書房
本 0112333403 日本人とはなにか 岸田 国士‖著 I914.6/ｷ 養徳社
本 0112987331 京都襍記 天野  忠‖編 I914.6/ｷ 矢貴書店
本 0112364058 ときわぎ 北島 織衛‖[著] I914.6/ｷ 大日本印刷
本 0112352846 歴史について 木下 順二‖[著] I914.6/ｷ 講談社
本 0112978065 草刈籠 木村  素衛‖著 I914.6/ｷ 弘文堂書房
本 0112957845 雪解 木村  素衛‖著 I914.6/ｷ 能楽書林
本 0113012365 清談 木村  荘八‖著 I914.6/ｷ 新しき村出版部
本 0112980837 現代風俗帖 続 木村  荘八‖著 I914.6/ｷ 東峰書房
本 0112954740 山房漫語 久保田  俊彦‖著 I914.6/ｸ 古今書院
本 0112959335 だれにいふともなく 久保田  万太郎‖著 I914.6/ｸ 演劇文化社
本 0112981710 語る 久保田  万太郎‖著 I914.6/ｸ 四条書房
本 0112953849 八重一重 久保田  万太郎‖著 I914.6/ｸ 小山書店
本 0112950021 水の匂 久保田  万太郎‖著 I914.6/ｸ 武蔵書房
本 0112981300 をりにふれて 九鬼  周造‖著 I914.6/ｸ 岩波書店
本 0112978635 季節の谷間で拾い集めた74の断想 串田  孫一‖著 I914.6/ｸ じゃこめてい出版
本 0113011598 荒野の竪琴 串田  孫一‖著 I914.6/ｸ 新潮社
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本 0112954429 漂泊 串田  孫一‖著 I914.6/ｸ 創文社
本 0112963598 菫色の時間 串田  孫一‖著 I914.6/ｸ 創文社
本 0112965532 四季 串田  孫一‖著 I914.6/ｸ 文京書房
本 0112978662 串田孫一随想集 1 串田  孫一‖著 I914.6/ｸ 立風書房
本 0112980392 愛の断想 串田  孫一‖著 小海  永二‖編 I914.6/ｸ 大和書房
本 0112356897 自然手帖 串田 孫一‖[ほか]著 牧野 四子吉‖ I914.6/ｸ 雪華社
本 0112334233 山のパンセ 串田 孫一‖[著] I914.6/ｸ 実業之日本社
本 0112334055 星への手紙 串田 孫一‖著 I914.6/ｸ 岩波書店
本 0112977958 曇時々晴 串田 孫一‖著 I914.6/ｸ 実業之日本社
本 0112986582 季節風の歌 串田 孫一‖著 I914.6/ｸ 日本交通公社
本 0112353060 笛を吹く画家 串田 孫一‖著 I914.6/ｸ 文京書房
本 0112356806 自然と美と心 串田 孫一‖著 I914.6/ｸ 文芸春秋
本 0112981845 隠された鍵 串田 孫一‖著 I914.6/ｸ 弥生書房
本 0112334028 夢の中の風景 串田 孫一‖著 I914.6/ｸ 弥生書房
本 0112974844 空穂随筆 窪田  空穂‖著 I914.6/ｸ 章華社
本 0112956631 明治の御宇 栗原  広太‖著 I914.6/ｸ 四季書房
本 0112955446 昔の人  今の状況 桑原  武夫‖著 I914.6/ｸ 岩波書店
本 0112953643 現代日本文化の反省 桑原  武夫‖著 I914.6/ｸ 白日書院
本 0112980622 愛と認識との出発 倉田  百三‖著 I914.6/ｸ 岩波書店
本 0112952430 絶対的生活 倉田  百三‖著 I914.6/ｸ 先進社
本 0112976245 現代随想全集 4 I914.6/ｹﾞ/ 創元社
本 0112976254 現代随想全集 14 I914.6/ｹﾞ/ 創元社
本 0112978804 露伴小品 [幸田  露伴‖著] 幸田  文‖編 I914.6/ｺ 河出書房
本 0113014372 露伴小品  續 幸田  文‖著 I914.6/ｺ 河出書房
本 0112360007 みそっかす 幸田  文‖著 I914.6/ｺ 岩波書店
本 0112963446 こんなこと 幸田  文‖著 I914.6/ｺ 創元社
本 0112959102 父 幸田  文‖著 I914.6/ｺ 中央公論社
本 0112980917 木屑 幸田  露伴‖著 I914.6/ｺ 改造社
本 0112958997 さゝの葉 幸田  露伴‖著 I914.6/ｺ 岩波書店
本 0112359705 すゝき野 幸田  露伴‖著 I914.6/ｺ 中央公論社
本 0112979199 蝸牛庵聨話 幸田  露伴‖著 I914.6/ｺ 中央公論社
本 0112957676 游塵 幸田  露伴‖著 I914.6/ｺ 東京出版
本 0112338989 番傘・風呂敷・書物 幸田 成友‖著 I914.6/ｺ 書物展望社
本 0112977262 木 幸田 文‖著 I914.6/ｺ 新潮社
本 0112990808 骨董 幸田 露伴‖著 I914.6/ｺ 東京出版
本 0112997231 国文学者一夕話 広田  栄太郎‖編輯 I914.6/ｺ 六文館
本 0112953260 断層 小宮  豊隆‖著 I914.6/ｺ 白日書院
本 0112964105 師・友・書籍 小泉  信三‖著 I914.6/ｺ 岩波書店
本 0112964114 師・友・書籍 第2輯 小泉  信三‖著 I914.6/ｺ 岩波書店
本 0112981382 思ふこと憶ひ出すこと 小泉  信三‖著 I914.6/ｺ 新潮社
本 0112965462 座談おぼえ書き 小泉  信三‖著 I914.6/ｺ 文芸春秋
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本 0112337114 わが日常 小泉 信三‖著 I914.6/ｺ 新潮社
本 0112332645 日本橋檜物町 小村 雪岱‖著 I914.6/ｺ 高見沢木版社
本 0112976851 影ぼふし 小牧  健夫‖著 I914.6/ｺ 白水社
本 0112974309 回想 小堀  杏奴‖著 I914.6/ｺ 東峰書房
本 0112978902 小林秀雄対話集 小林  秀雄‖著 I914.6/ｺ 講談社
本 0113012454 批評と人生 小林  秀雄‖著 I914.6/ｺ 番町書房
本 0112980864 考へるヒント 2 小林  秀雄‖著 I914.6/ｺ 文芸春秋
本 0113014032 考へるヒント 小林  秀雄‖著 I914.6/ｺ 文藝春秋新社
本 0113002438 対話 小林  秀雄‖著 湯川  秀樹‖著 I914.6/ｺ 新潮社
本 0112966005 小閑 小林  勇‖著 I914.6/ｺ 東京創元社
本 0112337089 無私の精神 小林 秀雄‖[著] I914.6/ｺ 文芸春秋
本 0112337392 論集古典と美 小林 秀雄‖著 I914.6/ｺ 求竜堂
本 0112986225 感想 小林 秀雄‖著 I914.6/ｺ 東京創元社
本 0112978038 栗の樹 小林 秀雄‖著 I914.6/ｺ 毎日新聞社
本 0112337775 竹影 小林 勇‖著 I914.6/ｺ 筑摩書房
本 0112337766 竹頭 露伴‖著 I914.6/ｺ 岩波書店
本 0113001787 花時計 五島  美代子‖著 I914.6/ｺﾞ 白玉書房
本 0112981621 大いなる邂逅 佐古  純一郎‖著 I914.6/ｻ 教文館
本 0112365510 無くてならぬもの 佐古 純一郎‖著 I914.6/ｻ 青春出版社
本 0112972711 ある老歌人の思ひ出 佐佐木  信綱‖著 I914.6/ｻ 朝日新聞社
本 0112355102 枇杷の花 佐藤 佐太郎‖著 I914.6/ｻ 短歌新聞社
本 0112368250 日本を考える 佐伯 彰一‖著 I914.6/ｻ 新潮社
本 0112959834 不断経 斎藤  茂吉‖著 I914.6/ｻ 書物展望社
本 0112959031 砂石 斎藤  茂吉‖著 I914.6/ｻ 新声閣
本 0112359821 文学直路 斎藤  茂吉‖著 I914.6/ｻ 青磁社
本 0112976977 快妻物語 斎藤  茂太‖著 I914.6/ｻ 文芸春秋
本 0112342411 茂吉小文 斎藤 茂吉‖著 I914.6/ｻ 朝日新聞社
本 0112335722 念珠集 斎藤 茂吉‖著 I914.6/ｻ 鉄塔書院
本 0112955516 木盃 酒井  弘子‖著 I914.6/ｻ 近代文芸社
本 0112973104 怡吾庵酔語 里見  〓‖[著] I914.6/ｻ 中央公論社
本 0112353596 西東心景 下村 寅太郎‖[著] I914.6/ｼ 北洋社
本 0112996928 人犬墨 下島  勲‖著 I914.6/ｼ 竹村書房
本 0112355843 自然からの答え 串田 孫一‖編 I914.6/ｼ 筑摩書房
本 0112965925 春灯雑記 司馬 遼太郎‖著 I914.6/ｼ 朝日新聞社
本 0112975157 革文函 志賀  直哉‖著 I914.6/ｼ 座右宝刊行会
本 0112975308 白い線 志賀 直哉‖著 I914.6/ｼ 大和書房
本 0112339639 中世への旅 篠田  浩一郎‖著 I914.6/ｼ 朝日新聞社
本 0112365912 生半可な学者 柴田 元幸‖著 I914.6/ｼ 白水社
本 0112364496 都心ノ病院ニテ幻覚ヲ見タルコト 渋沢 竜彦‖著 I914.6/ｼ 立風書房
本 0112971785 朝霞随筆 新村  出‖著 I914.6/ｼ 湯川弘文社
本 0112981774 橿 新村  出‖著 I914.6/ｼ 靖文社
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本 0112337784 ちぎれ雲 新村 出‖著 I914.6/ｼ 甲鳥書林
本 0112346943 赤眼評論 椎名 誠‖著 I914.6/ｼ 文芸春秋
本 0112961769 炉辺南国記 島津  忠重‖著 I914.6/ｼ 鹿児島史談会
本 0112965818 春昼灯下の記 島本  久恵‖著 I914.6/ｼ 筑摩書房
本 0112346131 遊鬼 白洲 正子‖著 I914.6/ｼ 新潮社
本 0112979876 荒野に歌ふ 寿岳  しづ‖著 I914.6/ｼﾞ 西村書店
本 0112977397 京に暮らすよろこび 寿岳 章子‖著 沢田 重隆‖絵 I914.6/ｼﾞ 草思社
本 0112977752 果物皿 吹田  順助‖著 I914.6/ｽ 警眼社
本 0112961233 緑野抄 吹田  順助‖著 I914.6/ｽ 白水社
本 0112358822 艸木虫魚 薄田  泣菫‖著 I914.6/ｽ 創元社
本 0112980524 虚の焦点 鈴木  信太郎‖著 I914.6/ｽ 中央大学出版部
本 0112979581 こころ物語 鈴木 健二‖著 I914.6/ｽ 講談社
本 0112337230 完本 茶話 上 薄田 泣菫‖著 谷沢 永一‖編 I914.6/ｽ/1 富山房
本 0112337249 完本 茶話 中 薄田 泣菫‖著 谷沢 永一‖編 I914.6/ｽ/2 富山房
本 0112337258 完本 茶話 下 薄田 泣菫‖著 谷沢 永一‖編 I914.6/ｽ/3 富山房
本 0112973060 生きるよろこび 瀬戸内  寂聴‖著 I914.6/ｾ 講談社
本 0112355503 寂庵こよみ 瀬戸内 寂聴‖著 I914.6/ｾ 中央公論社
本 0112997142 いはの群 曽宮  一念‖著 I914.6/ｿ 座右宝刊行会
本 0113002429 人間大好き 続 僧  多聞‖著 村上  豊‖絵 I914.6/ｿ 水書坊
本 0112952957 雪中佳日 相馬  御風‖著 I914.6/ｿ 桜井書店
本 0113001956 華の園 高橋  義孝‖著 I914.6/ﾀ 朝日新聞社
本 0112962081 わがことひとのこと 高橋  誠一郎‖著 I914.6/ﾀ 慶応通信
本 0112987046 結婚指環 高橋  誠一郎‖著 I914.6/ﾀ 読売新聞社
本 0113022577 絵本の中に想う 高橋  達郎‖著 I914.6/ﾀ ヒュッテジャヴェル
本 0112976762 永遠(とこしえ)のふたり 高見沢 潤子‖著 I914.6/ﾀ 講談社
本 0112957532 山の四季 高村  光太郎‖著 I914.6/ﾀ 中央公論社
本 0112952341 ブラリひょうたん [第1] 高田  保‖著 I914.6/ﾀ 創元社
本 0112989188 現代写生文集 高浜  虚子‖著 I914.6/ﾀ 角川書店
本 0112962580 忘れ得ぬことども 週刊朝日‖編 I914.6/ﾀ 朝日新聞社
本 0112976664 翁草 滝井  孝作‖著 I914.6/ﾀ 求竜堂
本 0112954848 南の窓 辰野  隆‖著 I914.6/ﾀ 創元社
本 0112975077 え・びやん 辰野  隆‖著 I914.6/ﾀ 白水社
本 0112958247 青春回顧 辰野  隆‖著 I914.6/ﾀ 酣灯社
本 0112364897 ドンク 辰野 隆‖著 I914.6/ﾀ 中央公論社
本 0112337105 随筆選集 辰野 隆‖著 I914.6/ﾀ 要書房
本 0112974318 陰翳礼讃 谷崎  潤一郎‖著 I914.6/ﾀ 創元社
本 0112979572 こころと形 谷川  徹三‖著 I914.6/ﾀ 岩波書店
本 0112977299 感傷と反省 谷川  徹三‖著 I914.6/ﾀ 岩波書店
本 0112997259 生活・哲学・芸術 谷川  徹三‖著 I914.6/ﾀ 岩波書店
本 0112997071 思想遠近 谷川  徹三‖著 I914.6/ﾀ 小山書店
本 0112988269 芸術論集 谷川  徹三‖著 I914.6/ﾀ 生活社
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本 0112357066 自伝抄 谷川 徹三‖著 I914.6/ﾀ 中央公論社
本 0112364110 読画楼随筆 竹越 与三郎‖著 I914.6/ﾀ 大日本雄弁会講談社
本 0112987607 希臘にて 竹山  道雄‖著 I914.6/ﾀ 早川書房
本 0112974586 失はれた青春 竹山  道雄‖著 I914.6/ﾀ 白日書院
本 0112958185 予見と錯誤 竹内  好‖著 I914.6/ﾀ 筑摩書房
本 0112958595 状況的 竹内  好‖著者代表 I914.6/ﾀ 合同出版
本 0112950432 審美論集 竹友  藻風‖著 I914.6/ﾀ 金星堂
本 0112952831 鶺鴒 竹友  藻風‖著 I914.6/ﾀ 七丈書院
本 0112983013 学習帳から 田中  美知太郎‖[著] I914.6/ﾀ 新潮社
本 0112964579 自分のこと  世界のこと 田中  美知太郎‖著 I914.6/ﾀ 文芸春秋新社
本 0112979661 心の行方を追うて 田部  重治‖著 I914.6/ﾀ 角川書店
本 0112959013 山茶花 田部  重治‖著 I914.6/ﾀ 七丈書院
本 0112336044 のちの雪 武原 はん‖著 I914.6/ﾀ 光風社書店
本 0112963286 混々沌々 武田  泰淳‖著者代表 I914.6/ﾀ 筑摩書房
本 0112357878 文芸文化 太宰 施門‖著 I914.6/ﾀﾞ 三省堂
本 0112955543 もっと自由でなくちゃ 団  伊玖磨‖著 I914.6/ﾀﾞ 集英社
本 0112979028 エスカルゴの歌 団  伊玖磨‖著 I914.6/ﾀﾞ 朝日新聞社
本 0112334894 パイプのけむり 団 伊玖磨‖著 I914.6/ﾀﾞ 朝日新聞社
本 0112334901 続パイプのけむり 団 伊玖磨‖著 I914.6/ﾀﾞ 朝日新聞社
本 0112334910 続々パイプのけむり 団 伊玖磨‖著 I914.6/ﾀﾞ 朝日新聞社
本 0112335036 ひねもすパイプのけむり 団 伊玖磨‖著 I914.6/ﾀﾞ 朝日新聞社
本 0112335018 またして パイプのけむり 団 伊玖磨‖著 I914.6/ﾀﾞ 朝日新聞社
本 0112334947 まだパイプのけむり 団 伊玖磨‖著 I914.6/ﾀﾞ 朝日新聞社
本 0112334956 まだまだパイプのけむり 団 伊玖磨‖著 I914.6/ﾀﾞ 朝日新聞社
本 0112334965 も一つパイプのけむり 団 伊玖磨‖著 I914.6/ﾀﾞ 朝日新聞社
本 0112335045 よもすがら・パイプのけむり 団 伊玖磨‖著 I914.6/ﾀﾞ 朝日新聞社
本 0112337221 重ねてパイプのけむり 団 伊玖磨‖著 I914.6/ﾀﾞ 朝日新聞社
本 0112334992 重ね重ねパイプのけむり 団 伊玖磨‖著 I914.6/ﾀﾞ 朝日新聞社
本 0112334929 又パイプのけむり 団 伊玖磨‖著 I914.6/ﾀﾞ 朝日新聞社
本 0112334938 又々パイプのけむり 団 伊玖磨‖著 I914.6/ﾀﾞ 朝日新聞社
本 0112335027 さて パイプのけむり 団 伊玖磨‖著 I914.6/ﾀﾞ 朝日新聞社
本 0112335009 なおかつパイプのけむり 団 伊玖磨‖著 I914.6/ﾀﾞ 朝日新聞社
本 0112334983 なおなおパイプのけむり 団 伊玖磨‖著 I914.6/ﾀﾞ 朝日新聞社
本 0112334974 なおパイプのけむり 団 伊玖磨‖著 I914.6/ﾀﾞ 朝日新聞社
本 0112337622 中国を知るために 第1集 竹内  好‖著 I914.6/ﾀ/1 勁草書房
本 0112337631 中国を知るために 第2集 竹内  好‖著 I914.6/ﾀ/2 勁草書房
本 0112346104 娘に語る祖国 つか こうへい‖著 I914.6/ﾂ 光文社
本 0112981408 おもひだすまゝ つだ  さうきち‖著 I914.6/ﾂ 岩波書店
本 0112957505 山の声 辻  まこと‖著 I914.6/ﾂ 中日新聞東京本社
本 0112951182 偏光鏡 辻  二郎‖著 I914.6/ﾂ 岩波書店
本 0112997179 西洋拝見 辻  二郎‖著 I914.6/ﾂ 共立社
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本 0112963990 詩・毒・遍歴 辻井  喬‖著 I914.6/ﾂ 昭和出版
本 0112361462 寺田透文学論集 寺田 透 I914.6/ﾃ 東京大学出版会
本 0112361738 寺田寅彦全随筆 1 寺田 寅彦‖著 I914.6/ﾃ/1 岩波書店
本 0112361747 寺田寅彦全随筆 2 寺田 寅彦‖著 I914.6/ﾃ/2 岩波書店
本 0112361756 寺田寅彦全随筆 3 寺田 寅彦‖著 I914.6/ﾃ/3 岩波書店
本 0112361765 寺田寅彦全随筆 4 寺田 寅彦‖著 I914.6/ﾃ/4 岩波書店
本 0112361774 寺田寅彦全随筆 5 寺田 寅彦‖著 I914.6/ﾃ/5 岩波書店
本 0112361783 寺田寅彦全随筆 6 寺田 寅彦‖著 I914.6/ﾃ/6 岩波書店
本 0112981417 思い出す顔 戸板  康二‖著 I914.6/ﾄ 講談社
本 0112351801 人物柱ごよみ 戸板 康二‖著 I914.6/ﾄ 文芸春秋
本 0112362675 陶庵随筆 西園寺  公望‖著 国木田  独歩‖編 I914.6/ﾄ 中央公論社
本 0112964846 斜面季節抄 土岐  善麿‖[著] I914.6/ﾄ 木耳社
本 0112961126 老壮花信 土岐  善麿‖著 I914.6/ﾄ 東京美術
本 0113013836 士郎箴言 東城  士郎‖著 I914.6/ﾄ 東城士郎著作刊行会
本 0112997197 浅人零語 得能  文‖著 I914.6/ﾄ 第一書房
本 0112347513 迷惑仕り候 徳川 義宣‖著 I914.6/ﾄ 淡交社
本 0113013159 藝術論 富澤  有為男‖著 I914.6/ﾄ 平凡社
本 0112364138 読書と散歩 帝国大学新聞社‖編輯 I914.6/ﾄﾞ 帝国大学新聞社出版部
本 0113002018 パパのおくりもの なだ  いなだ‖著 I914.6/ﾅ 文芸春秋
本 0112355237 雑草園 永井 荷風‖著 I914.6/ﾅ 中央公論社
本 0112335697 沼のほとり 中 勘助‖著 I914.6/ﾅ 岩波書店
本 0112358243 菩提樹の蔭 中 勘助‖著 I914.6/ﾅ 岩波書店
本 0113012542 近代はもう終った 中河  与一‖著 I914.6/ﾅ 雪華社
本 0112981239 老いの微笑 中村  光夫‖著 I914.6/ﾅ 筑摩書房
本 0112354915 想像力について 中村 光夫‖著 I914.6/ﾅ 新潮社
本 0112960831 立春の卵 中谷  宇吉郎‖著 I914.6/ﾅ 書林新甲鳥
本 0112965952 春艸雑記 中谷  宇吉郎‖著 I914.6/ﾅ 生活社
本 0112958390 人は獣に及ばず 中野  好夫‖著 I914.6/ﾅ みすず書房
本 0113002456 人間うらおもて 中野  好夫‖著 I914.6/ﾅ 新潮社
本 0112980329 沓掛筆記 中野  重治‖著 I914.6/ﾅ 河出書房新社
本 0112962241 わが生涯と文学 中野  重治‖著 I914.6/ﾅ 筑摩書房
本 0112974737 うちなる山々 中野 孝次‖著 I914.6/ﾅ 東京新聞出版局
本 0112357565 ただ人は情あれ 長洲 一二‖著 I914.6/ﾅ 草思社
本 0112951486 平行線 長沼  弘毅‖著 I914.6/ﾅ 小山書店
本 0112959228 多面の統一 長与  善郎‖著 I914.6/ﾅ 錦城出版社
本 0112951903 見つゝ思ふ 長与  善郎‖著 I914.6/ﾅ 北方文化出版社
本 0112356922 思索の日曜日 内藤 濯‖著 I914.6/ﾅ 木耳社
本 0113018396 文学のよろこび 楢崎  勤‖著 I914.6/ﾅ 光風間
本 0112971384 荷風随筆 1 永井  壮吉‖著 I914.6/ﾅ/1 岩波書店
本 0112971393 荷風随筆 2 永井  壮吉‖著 I914.6/ﾅ/2 岩波書店
本 0112971400 荷風随筆 3 永井  壮吉‖著 I914.6/ﾅ/3 岩波書店
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本 0112971419 荷風随筆 4 永井  壮吉‖著 I914.6/ﾅ/4 岩波書店
本 0112971428 荷風随筆 5 永井  壮吉‖著 I914.6/ﾅ/5 岩波書店
本 0112365244 中野好夫集 1 中野 好夫‖著 I914.6/ﾅ/1 筑摩書房
本 0112365253 中野好夫集 2 中野 好夫‖著 I914.6/ﾅ/2 筑摩書房
本 0112365262 中野好夫集 3 中野 好夫‖著 I914.6/ﾅ/3 筑摩書房
本 0112365271 中野好夫集 4 中野 好夫‖著 I914.6/ﾅ/4 筑摩書房
本 0112365280 中野好夫集 7 中野 好夫‖著 I914.6/ﾅ/7 筑摩書房
本 0112365299 中野好夫集 8 中野 好夫‖著 I914.6/ﾅ/8 筑摩書房
本 0112979484 古人今人 西  直彦‖著 I914.6/ﾆ 実業之日本社
本 0112367625 日本の美と伝統 西山 松之助‖著 I914.6/ﾆ 岩波書店
本 0112361925 天子さまのつつじ 西村  幸二郎‖著 I914.6/ﾆ 西村幸二郎
本 0112965961 じゅんさいとすずき 西脇  順三郎‖著 I914.6/ﾆ 筑摩書房
本 0112333984 日本人の芸談 福本 義典‖編 I914.6/ﾆ 新人物往来社
本 0112367527 日本の名随筆 81 I914.6/ﾆ/8 作品社
本 0112959898 復興期の精神 花田  清輝‖著 I914.6/ﾊ 我観社
本 0112958960 錯乱の論理 花田  清輝‖著 I914.6/ﾊ 真善美社
本 0112984806 旧聞日本橋 長谷川  時雨‖著 I914.6/ﾊ 岡倉書房
本 0112962143 我が「足許提灯」の記 長谷川  伸‖著 I914.6/ﾊ 時事通信社
本 0112979536 古渓随筆 波多野  承五郎‖著 I914.6/ﾊ 実業之日本社
本 0112364860 永遠の春 波多野 一雄‖著 I914.6/ﾊ 泉ビジネスサービス
本 0112975200 虚妄の正義 萩原  朔太郎‖著 I914.6/ﾊ 角川書店
本 0112954125 歴史の暮方 林  達夫‖著 I914.6/ﾊ 筑摩書房
本 0112953331 対話・日本人論 林  房雄‖[著] 三島  由紀夫‖[著] I914.6/ﾊ 番町書房
本 0112356888 思想の運命 林 達夫‖著 I914.6/ﾊ 岩波書店
本 0112981934 恩頼抄 久松  潜一‖著 I914.6/ﾋ 湯川弘文社
本 0112336856 年々去来 久松 潜一‖著 I914.6/ﾋ 広済堂出版
本 0112363530 動物小品集 広津 和郎‖著 I914.6/ﾋ 築地書館
本 0112973355 泉に聴く 東山  魁夷‖著 I914.6/ﾋ 毎日新聞社
本 0112358788 双竜硯 平田  禿木‖著 I914.6/ﾋ 七丈書院
本 0112364236 禿木随筆 平田 禿木‖著 I914.6/ﾋ 改造社
本 0112950147 文芸的グリンプス 2 舟橋  聖一‖著 I914.6/ﾌ 新潮社
本 0113018537 無事録 藤  直幹‖著 I914.6/ﾌ 藤  籌子
本 0112963035 人生座談 藤沢  桓夫‖著 I914.6/ﾌ 講談社
本 0112975282 幸福について 福原  麟太郎‖著 I914.6/ﾌ 新潮社
本 0112334689 人間天国 福原 麟太郎‖著 I914.6/ﾌ 文芸春秋新社
本 0112345515 福原麟太郎随想全集 1 福原 麟太郎‖著 I914.6/ﾌ/1 福武書店
本 0112345524 福原麟太郎随想全集 2 福原 麟太郎‖著 I914.6/ﾌ/2 福武書店
本 0112345533 福原麟太郎随想全集 3 福原 麟太郎‖著 I914.6/ﾌ/3 福武書店
本 0112345542 福原麟太郎随想全集 4 福原 麟太郎‖著 I914.6/ﾌ/4 福武書店
本 0112345551 福原麟太郎随想全集 6 福原 麟太郎‖著 I914.6/ﾌ/6 福武書店
本 0112351918 細川護貞座談 細川 護貞‖著 I914.6/ﾎ 中央公論社
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本 0112358298 牧歌 堀 辰雄‖著 I914.6/ﾎ 早川書房
本 0112956276 世界と世界人 堀口  九万一‖著 I914.6/ﾎ 第一書房
本 0112347416 めぐりあいし人びと 堀田 善衛‖著 I914.6/ﾎ 集英社
本 0112963115 わが心の歴史 堀米  庸三‖[著] I914.6/ﾎ 新潮社
本 0112950085 文学襍記 本間  久雄‖著 I914.6/ﾎ 人文書院
本 0112961983 わが鑑賞の世界 本間  久雄‖著 I914.6/ﾎ 東宛書房
本 0112363200 冬扇夏炉 本間 久雄‖著 I914.6/ﾎ 青梧堂
本 0112979439 孤独の文学者 本多  顕彰‖著 I914.6/ﾎ 八雲書店
本 0113003062 白紙の文学 松浦  一‖著 I914.6/ﾏ 三省堂
本 0112965239 柔父随筆 松崎  鶴雄‖著 I914.6/ﾏ 座右宝刊行会
本 0112978528 覚悟の書 松波  治郎‖著 I914.6/ﾏ 一路書苑
本 0112953983 ふる里 正宗  得三郎‖著 I914.6/ﾏ 人文書院
本 0112359741 文学修業 正宗  白鳥‖著 I914.6/ﾏ 三笠書房
本 0112950183 文壇的自叙伝 正宗  白鳥‖著 I914.6/ﾏ 中央公論社
本 0112355718 旅人の心 正宗 白鳥‖著 I914.6/ﾏ 青磁社
本 0112960733 青天祭 前田  夕暮‖著 I914.6/ﾏ 明治美術研究所
本 0112354853 草木祭 前田 夕暮‖著 I914.6/ﾏ ジープ社
本 0113013925 美について 眞船  豊‖著 I914.6/ﾏ 文藝春秋新社
本 0112966942 観る聴く I914.6/ﾐ 日貿出版社
本 0112986234 感想と表現 宮原  晃一郎‖著 I914.6/ﾐ 有光社
本 0112364245 独歩吟 宮崎 市定‖著 I914.6/ﾐ 岩波書店
本 0112366519 東と西 宮沢 俊義‖著 I914.6/ﾐ 春秋社松柏館
本 0112965685 春夏秋冬 宮本  又次‖著 I914.6/ﾐ [宮本又次]
本 0112363031 東西南北 宮本 又次‖著 I914.6/ﾐ 大枝印刷(印刷)
本 0112974639 嘘の行方 三宅  正太郎‖著 I914.6/ﾐ 中央公論社
本 0112962250 わが随筆 三宅  正太郎‖著 I914.6/ﾐ 武蔵書房
本 0112353550 尚武のこころ 三島 由紀夫‖[著] I914.6/ﾐ 日本教文社
本 0112984218 貝殻追放 水上  滝太郎‖著 I914.6/ﾐ 日本評論社
本 0112341083 年々の竹 水上 勉‖著 I914.6/ﾐ 立風書房
本 0112972436 選集・鮎の二年子 上 三宅  勇三‖著 I914.6/ﾐ/1 春秋社
本 0112972445 選集・鮎の二年子 下 三宅  勇三‖著 I914.6/ﾐ/2 春秋社
本 0112354979 美はどこにも 実篤‖著 I914.6/ﾑ 和敬書店
本 0112963589 人生論 続 武者小路  実篤‖著 I914.6/ﾑ 甲鳥書林
本 0112355647 大東亜戦争私感 武者小路 実篤‖著 I914.6/ﾑ 河出書房
本 0112334714 人間的生活 武者小路 実篤‖著 I914.6/ﾑ 叢文閣
本 0112977351 砧 森  銑三‖著 I914.6/ﾓ 六興出版
本 0112954973 木菟 森  銑三‖著 I914.6/ﾓ 六興出版
本 0113002223 遥かなノートル・ダム 森  有正‖[著] I914.6/ﾓ 筑摩書房
本 0112354194 びいどろ障子 森 銑三‖著 I914.6/ﾓ 小沢書店
本 0112955874 もめん随筆 森田  たま‖著 I914.6/ﾓ 中央公論社
本 0112977360 随筆きぬた 森田  たま‖著 I914.6/ﾓ 中央公論社
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本 0112336311 のんびりした話 森田 草平‖著 I914.6/ﾓ 大畑書店
本 0112978653 虚と実と 安嶋  弥‖著 I914.6/ﾔ 角川書店
本 0113013426 山の組曲 串田  孫一  ほか‖編 I914.6/ﾔ 創文社
本 0112958381 人の情けの盃を 山川  静夫‖著 I914.6/ﾔ 淡交社
本 0112352515 胸の振子 山川 静夫‖著 I914.6/ﾔ 文芸春秋
本 0112358289 暮鳥随想 山村 暮鳥‖著 I914.6/ﾔ 春陽堂書店
本 0112991362 古都点描 山田  重正‖著 I914.6/ﾔ 近代文芸社
本 0112979732 刻意と卒意 山本  健吉‖著 I914.6/ﾔ 角川書店
本 0112963794 最後のひと 山本 夏彦‖著 I914.6/ﾔ 文芸春秋
本 0112974050 いのちとかたち 山本 健吉‖著 I914.6/ﾔ 新潮社
本 0112951164 文学の立場 保田  与重郎‖著 I914.6/ﾔ 古今書院
本 0112980089 現代畸人伝 保田  与重郎‖著 I914.6/ﾔ 新潮社
本 0112997053 英雄と詩人 保田  与重郎‖著 I914.6/ﾔ 人文書院
本 0112950209 文明一新論 保田  与重郎‖著 I914.6/ﾔ 第一公論社
本 0112972427 天降言 保田  与重郎‖著 I914.6/ﾔ 文芸春秋
本 0113002161 巴里すうぶにいる 柳  亮‖著 I914.6/ﾔ 昭森社
本 0112359233 不幸なる芸術 柳田  国男‖著 I914.6/ﾔ 筑摩書房
本 0112962857 笑の本願 柳田  国男‖著 I914.6/ﾔ 養徳社
本 0112357958 心影・書影 柳田 泉‖著 I914.6/ﾔ 桃源社
本 0112956757 村里生活記 結城  哀草果‖著 I914.6/ﾕ 岩波書店
本 0112361836 田園四季 結城 哀草果‖著 I914.6/ﾕ 八雲書店
本 0112361989 天井を蹴る 湯沢 三千男‖著 I914.6/ﾕ 日本週報社
本 0112954615 山村旅情 依田  秋圃‖著 I914.6/ﾖ 朋文堂
本 0113014728 生ひたちの記 吉井  勇‖著 I914.6/ﾖ 臼井書房
本 0112358813 相聞居随筆 吉井  勇‖著 I914.6/ﾖ 甲鳥書林
本 0112356824 自然の煉獄 吉江 喬松‖著 I914.6/ﾖ 東宛書房
本 0112953279 短長亭集 吉川  幸次郎‖著 I914.6/ﾖ 筑摩書房
本 0112358047 鳳鳥不至 吉川 幸次郎‖著 I914.6/ﾖ 新潮社
本 0112347247 他山石語 吉川 幸次郎‖著 I914.6/ﾖ 毎日新聞社
本 0112958782 余生の文学 吉田  健一‖[著] I914.6/ﾖ 新潮社
本 0112958915 定本落日抄 吉田  健一‖著 I914.6/ﾖ 小沢書店
本 0112991193 言葉といふもの 吉田  健一‖著 I914.6/ﾖ 筑摩書房
本 0112357235 本が語ってくれること 吉田 健一‖[著] I914.6/ﾖ 新潮社
本 0112366886 日本に就て 吉田 健一‖[著] I914.6/ﾖ 筑摩書房
本 0112356076 戦中派の死生観 吉田 満‖著 I914.6/ﾖ 文芸春秋
本 0112346355 やわらかな心 吉野 秀雄‖著 I914.6/ﾖ 講談社
本 0112361293 哲学書簡 四方田 犬彦‖[著] I914.6/ﾖ 哲学書房
本 0112997026 優勝者となれ 與謝野 晶子‖著 I914.6/ﾖ 天來書房
本 0112962571 忘れられない本 朝日新聞社‖編 I914.6/ﾜ 朝日新聞社
本 0112979171 架空旅行記など 渡辺  一夫‖著 I914.6/ﾜ 改造社
本 0112951155 蜃気楼 渡辺  一夫‖著 I914.6/ﾜ 鎌倉文庫
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本 0112977529 狂気について  など 渡辺  一夫‖著 I914.6/ﾜ 新樹社
本 0112979867 紅毛鴃舌集 渡辺  一夫‖著 I914.6/ﾜ 青木書店
本 0112952706 泰平逸民独語 渡辺  一夫‖著 I914.6/ﾜ 大修館書店
本 0112977253 亀脚散記 渡辺  一夫‖著 I914.6/ﾜ 朝日新聞社
本 0112955419 無縁仏 渡辺  一夫‖著 I914.6/ﾜ 能楽書林
本 0112965408 宿命についてなど 渡辺  一夫‖著 I914.6/ﾜ 白水社
本 0113003071 白日夢 渡辺  一夫‖著 I914.6/ﾜ 毎日新聞社
本 0112956837 面とペルソナ 和辻  哲郎‖著 I914.6/ﾜ 岩波書店
本 0112974620 埋もれた日本 和辻  哲郎‖著 I914.6/ﾜ 新潮社
本 0112358546 マーチン街日記 犬養 道子‖著 I914.7/ｲ 河出書房
本 0113019126 中古随筆日記抄 鴻巣  盛広,次田  潤,栗原  武一郎 I914/ﾁ 裳華房
本 0113012212 和泉式部日記  昭和完訳 五十嵐  力‖訳 I915.3/ｲ 白鳳出版社
本 0112960350 女流日記 清水  文雄‖著 I915.3/ｼ 子文書房
本 0112351758 平安朝日記集 I915.3/ﾍ 有朋堂書店
本 0113012123 十六夜日記評解 玉井  幸助‖著 I915.4/ｱ 有精堂出版
本 0112364842 とはずがたり [後深草院二条‖著] 次田  香澄‖校 I915.4/ｺﾞ 朝日新聞社
本 0112364833 とはずがたり 後深草院二条‖著 富倉 徳次郎‖訳 I915.4/ｺﾞ 筑摩書房
本 0112954900 源家長日記全註解 石田  吉貞‖著 佐津川  修二‖著 I915.4/ﾐ 有精堂出版
本 0112981532 奥の細道新釈 荻原  井泉水‖編著 I915.5/ｵ 春陽堂
本 0112352310 芭蕉風景 荻原 井泉水‖著 I915.5/ｵ/5 春秋社
本 0112352338 奥の細道の道 荻原 井泉水‖著 I915.5/ｵ/7 春秋社
本 0112352347 奥の細道の心 荻原 井泉水‖著 I915.5/ｵ/8 春秋社
本 0112999088 歌人書簡集 室谷  鉄膓‖編 I915.5/ｶ 播仁文庫
本 0112981514 奥の細道吟行 上 加藤  楸邨‖[著] I915.5/ｶ/1 平凡社
本 0112981523 奥の細道吟行 下 加藤  楸邨‖[著] I915.5/ｶ/2 平凡社
本 0112355941 橘曙覧書簡集 橘 曙覧‖[著] 永井 環‖編 I915.5/ﾀ 岩波書店
本 0113001313 芭蕉書翰集 [松尾  芭蕉‖著] 勝峯  晋風‖編 I915.5/ﾏ 岩波書店
本 0113003348 芭蕉  奥の細道 安東  次男‖[著] I915.5/ﾏ 淡交社
本 0113018573 奥の細道・父終焉の記 玉木  退三‖解釈 I915.5/ﾏ 研究社
本 0112965113 左千夫の手紙 [伊藤  左千夫‖著] 中山  省三郎‖ I915.6/ｲ 八雲書店
本 0112367616 日本の秘境 岡田 喜秋‖著 I915.6/ｵ 東京創元社
本 0112983889 岡本綺堂日記 岡本  綺堂‖[著] 岡本  経一‖編集 I915.6/ｵ 青蛙房
本 0113003151 白馬に乗る 荻原  井泉水‖著 I915.6/ｵ 人文書院
本 0112978314 古人を尋ねて 荻原  井泉水‖著 I915.6/ｵ 偕成社
本 0112366065 何でも見てやろう 小田 実‖著 I915.6/ｵ 河出書房新社
本 0112955062 世界の若者たち 大江  健三郎‖[著] I915.6/ｵ 新潮社
本 0112983941 雲と草原 尾崎  喜八‖著 I915.6/ｵ 創文社
本 0112983932 山の絵本 尾崎  喜八‖著 I915.6/ｵ 創文社
本 0112964310 死の塔 加藤  楸邨‖[著] I915.6/ｶ 毎日新聞社
本 0112954599 三千里 第1卷 河東  碧梧桐‖著 I915.6/ｶ 春陽堂書店
本 0112953947 古きをたづねて 唐木 順三‖著 I915.6/ｶ 筑摩書房
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本 0112334705 南太平洋ひるね旅 北 杜夫‖著 I915.6/ｷ 新潮社
本 0112355460 其国其俗記 木下 杢太郎‖著 I915.6/ｷ 岩波書店
本 0112979091 絵のある手紙 木村  荘八‖著 I915.6/ｷ 中央公論美術出版
本 0112337677 旅の絵本 串田 孫一‖著 I915.6/ｸ じゃこめてい出版
本 0112351909 北海道の旅 串田 孫一‖著 I915.6/ｸ 平凡社
本 0112356423 フランス印象記 桑原 武夫‖著 I915.6/ｸ 弘文堂書房
本 0112961331 露伴の書簡 [幸田  露伴‖著] 幸田  文‖編 I915.6/ｺ 弘文堂
本 0112976904 蝸牛庵日記 露伴‖著 I915.6/ｺ 中央公論社
本 0112354862 旅と歌と 佐佐木 信綱‖著 I915.6/ｻ 実業之日本社
本 0112974979 地上を行くもの 斎藤  清衛‖著 I915.6/ｻ 改造社
本 0112962054 若き日の旅 里見  〓‖著 I915.6/ｻ 甲鳥書林
本 0112364664 友への手紙 志賀 直哉‖著 I915.6/ｼ 創元社
本 0112953705 フランス 篠田  浩一郎‖著 I915.6/ｼ 美術出版社
本 0112976708 近江山河抄 白洲  正子‖著 I915.6/ｼ 駸々堂出版
本 0112976860 かくれ里 白洲 正子‖[著] 野中 昭夫‖写真 I915.6/ｼ 新潮社
本 0112356584 フランスから 高田 博厚‖著 I915.6/ﾀ みすず書房
本 0112356575 フランス通信 滝沢 敬一‖著 I915.6/ﾀ 岩波書店
本 0112356628 西欧芸術風物記 竹内 勝太郎‖著 I915.6/ﾀ 芸艸堂
本 0112334091 旅への憧がれ 田部 重治‖著 I915.6/ﾀ 新潮社
本 0112337141 西域巡礼 陳 舜臣‖文 I915.6/ﾁ 平凡社
本 0112979153 駅伝五十三次 土岐  善麿‖著 I915.6/ﾄ 蝸牛社
本 0112960564 罹災日録 永井  荷風‖著 I915.6/ﾅ 扶桑書房
本 0112951921 蜜蜂 中  勘助‖著 I915.6/ﾅ 筑摩書房
本 0112356539 戦争まで 中村 光夫‖著 I915.6/ﾅ 実業之日本社
本 0112971080 荷風日歴 上巻 永井  荷風‖著 I915.6/ﾅ/1 扶桑書房
本 0112971099 荷風日歴 下巻 永井  荷風‖著 I915.6/ﾅ/2 扶桑書房
本 0112988759 芸術国巡礼 林  久男‖著 I915.6/ﾊ 岩波書店
本 0112334108 六本の色鉛筆 東山 魁夷‖[著] I915.6/ﾋ 新潮社
本 0112960804 瀟洒なる自然 深田  久弥‖著 I915.6/ﾌ 新潮社
本 0112962116 若狭路 水上  勉‖文 小原  直久‖写真 I915.6/ﾐ 淡交社
本 0113004784 森鴎外妻への手紙 森  鴎外‖[著] 小堀  杏奴‖編 I915.6/ﾓ 岩波書店
本 0112965202 秋風帖 柳田  国男‖著 I915.6/ﾔ 創元社
本 0112359554 豆の葉と太陽 柳田  国男‖著 I915.6/ﾔ 創元社
本 0112355291 山岳美観 吉江 喬松‖著 I915.6/ﾖ 協和書院
本 0112962287 わが旅の記 吉田  絃二郎‖著 I915.6/ﾖ 第一書房
本 0112950058 道しるべのない旅 若杉  慧‖著 I915.6/ﾜ じゃこめてい出版
本 0113015451 北支物情 岸田  国士‖著 I915/ｷ 白水社
本 0112332770 日本紀行文芸史 鳴神 克己‖著 I915/ﾅ 佃書房
本 0112958032 城門のかたわらにて 森  有正‖著 I915/ﾓ 河出書房新社
本 0113015326 サヤの手紙  ある留学生のアメリカ便り 新田  まり子‖著 I916.6/ﾆ 小山書店
本 0112352588 その前夜、樹海に死す 稲垣 真美‖著 I916/ｲ 朝日新聞社

14／15



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 0112367144 日本の若い者 オティス・ケーリ‖著 I916/ｹ 日比谷出版社
本 0112354014 ザ・葬式 小杉 哲兵‖著 I916/ｺ 朝日新聞社
本 0112954535 三十八度線 佐々木  祝雄‖著 I916/ｻ 全国引揚孤児育英援護会
本 0112961322 ロバータ さあ歩きましょう 佐々木 たづ‖著 I916/ｻ 朝日新聞社
本 0112349940 朔北の道草 朔北会‖編集 I916/ｻ 朔北会
本 0112349959 朔北の道草 続 朔北会‖編集 I916/ｻ 朔北会
本 0112954562 沢の屋は外国人宿 沢 功‖著 I916/ｻ TOTO出版
本 0112347390 喪の途上にて 野田 正彰‖著 I916/ﾉ 岩波書店
本 0112354586 わがいのち月明に燃ゆ 林 尹夫‖著 I916/ﾊ 筑摩書房
本 0113014425 白夜乃夢  望郷慰霊之碑建立報告書 朔北会‖編 I916/ﾋﾞ 朔北会
本 0112355362 さらば麗しきウィンブルドン 深田 祐介‖著 I916/ﾌ 文芸春秋
本 0112962633 私たちのオモニ 本田  靖春‖著 I916/ﾎ 新潮社
本 0112354336 戦中の記 松原 勇吉‖著 I916/ﾏ 松原勇吉
本 0112960591 療病求道録 山県  正明‖著 I916/ﾔ 岩波書店
本 0112355512 普通人名語録 永 六輔‖著 I917/ｴ 講談社
本 0112961224 緑雨警語 斎藤  緑雨‖著 中野  三敏‖編 I917/ｻ 富山房
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