
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】：800～899
【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 0112982489 ABC I.イリイチ‖著 B.サンダース‖著 I801/ｲ 岩波書店
本 0112987215 言語の研究と古代の文化 金沢  庄三郎‖著 I801/ｶ 弘道館
本 0112950174 文体論の建設 小林  英夫‖著 I801/ｺ 育英書院
本 0112954955 身ぶりと言葉 アンドレ・ルロワ=グーラン‖著 荒 I801/ﾙ 新潮社
本 0112987206 言語と文体 小林  英夫‖著 I804/ｺ 三省堂
本 0112987224 言語文化のフロンティア 由良  君美‖[著] I804/ﾕ 講談社
本 0112334732 しゃれ 鈴木 棠三‖著 I807/ｽ 東京堂
本 0113015433 話術の魔力は君のもの D・カーネギー‖著 下島  連‖訳 I809/ｶ 自由国民社
本 0112991102 言葉の礼儀作法入門 西田  卿雲‖著 I809/ﾆ 経済界
本 0113011918 あなたも上手に話せる R.C.リーガー‖著 精華学園話し方実 I809/ﾘ 法政大学出版局
本 0112991291 ことばの意味とこころ 石井  勲‖著 I810/ｲ 東京美術
本 0112332690 日本語をさかのぼる 大野 晋‖著 I810/ｵ 岩波書店
本 0112366751 日本語で一番大事なもの 大野 晋‖対談 丸谷 才一‖対談 I810/ｵ 中央公論社
本 0112366797 日本語の探究 大野 晋‖[ほか]著 I810/ｵ 集英社
本 0112332592 日本語の年輪 大野 晋‖著 I810/ｵ 有紀書房
本 0112991031 この素晴しい国語 大野  晋‖編 I810/ｺ 福武書店
本 0112990167 国語問題正義 新村  出‖著 I810/ｼ 白水社
本 0112364272 閉された言語・日本語の世界 鈴木 孝夫‖[著] I810/ｽ 新潮社
本 0112991095 言葉の樹 武田  祐吉‖著 I810/ﾀ 青磁社
本 0112332707 日本語の論理 外山 滋比古‖著 I810/ﾄ 中央公論社
本 0112989990 国語の素養 永野  賢‖著 I810/ﾅ 共文社
本 0112332574 日本語実用の面 中野 重治‖[著] I810/ﾅ 筑摩書房
本 0112332565 日本語のフィーリング 東京新聞文化部‖編 I810/ﾆ 講談社
本 0112366216 西尾実国語教育全集 第1巻 西尾 実‖著 岩淵 悦太郎‖[ほか]編 I810/ﾆ/1 教育出版
本 0112366225 西尾実国語教育全集 第2巻 西尾 実‖著 岩淵 悦太郎‖[ほか]編 I810/ﾆ/2 教育出版
本 0112366234 西尾実国語教育全集 第3巻 西尾 実‖著 岩淵 悦太郎‖[ほか]編 I810/ﾆ/3 教育出版
本 0112366243 西尾実国語教育全集 第4巻 西尾 実‖著 岩淵 悦太郎‖[ほか]編 I810/ﾆ/4 教育出版
本 0112366252 西尾実国語教育全集 第5巻 西尾 実‖著 岩淵 悦太郎‖[ほか]編 I810/ﾆ/5 教育出版
本 0112366261 西尾実国語教育全集 第6巻 西尾 実‖著 岩淵 悦太郎‖[ほか]編 I810/ﾆ/6 教育出版
本 0112989963 国語の建設 林  武‖著 I810/ﾊ 講談社
本 0112990069 橋本進吉博士著作集 第1冊 橋本  進吉‖著 I810/ﾊ/1 岩波書店
本 0112955525 橋本進吉博士著作集 第3冊 橋本  進吉‖著 I810/ﾊ/3 岩波書店
本 0112332681 日本語インサイドアウト R・パルバース‖著 越智 道雄‖監訳 I810/ﾊﾟ 日本翻訳家養成センター
本 0112332716 日本語の悲劇 朴 炳植‖著 I810/ﾊﾟ 情報センター出版局
本 0112990176 国語問題論争史 福田  恒存‖著 I810/ﾌ 新潮社
本 0112976398 心を結ぶ日本語 古屋 和雄‖著 I810/ﾌ 講談社
本 0112962900 私の國語教室 福田 恆存‖著 I810/ﾌ 新潮社
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本 0112963124 これからの日本語 矢崎  源九郎‖著 I810/ﾔ 三笠書房
本 0112989936 国語のイデオロギー 渡部  昇一‖[著] I810/ﾜ 中央公論社
本 0113012524 音幻論 幸田  露伴‖著 I811/ｺ 洗心書林
本 0112979545 語源のたのしみ 1 岩淵  悦太郎‖[著] I812/ｲ 毎日新聞社
本 0112367019 日本の言葉 新村 出‖著 I812/ｼ 創元社
本 0112990121 岩波国語辞典 西尾  実‖編 岩淵  悦太郎‖編 I813/ｲ 岩波書店
本 0112366001 奈良朝文法史 山田 孝雄‖著 I815/ﾔ 東京寳文館
本 0112357903 文章往来 宇野 浩二‖著 I816/ｳ 中央公論社
本 0112353337 やさしい文章作法 神尾 久義‖著 I816/ｶ 日本随筆家協会
本 0112950165 文章読本 谷崎  潤一郎‖著 I816/ﾀ 中央公論社
本 0112958112 用字用語辞典 広田  栄太郎‖編 I816/ﾖ 東京堂
本 0112332743 日本古典の美しさ 海野 哲治郎‖著 I817/ｳ 愛育出版
本 0112979162 露伴蝸牛庵語彙 [幸田  露伴‖著] 幸田  文‖編 I817/ｺ 新潮社
本 0112986877 きくとよむ 山本安英の会‖編 I817/ﾔ 未来社
本 0112950806 風位考資料 柳田  国男‖編 I818/ﾌ 明世堂
本 0112358911 方言覚書 柳田  国男‖著 I818/ﾔ 創元社
本 0112986172 漢字の運命 倉石  武四郎‖著 I821/ｸ 岩波書店
本 0112347470 文字逍遥 白川 静‖著 I821/ｼ 平凡社
本 0112364129 読画四千年 菊池 貞二‖著 I821/ﾄﾞ 創元社
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