
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】：918～919.9
【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 0112981097 校註鴨長明全集 鴨  長明‖[著] 簗瀬  一雄‖編 I918.4/ｶ 風間書房
本 0112348978 定本西鶴全集 第1巻 井原 西鶴‖著 潁原 退蔵‖[ほか]編 I918.5/ｲ/1 中央公論社
本 0112348987 定本西鶴全集 第2巻 井原 西鶴‖著 潁原 退蔵‖[ほか]編 I918.5/ｲ/2 中央公論社
本 0112348996 定本西鶴全集 第7巻 井原 西鶴‖著 潁原 退蔵‖[ほか]編 I918.5/ｲ/7 中央公論社
本 0112349003 定本西鶴全集 第8巻 井原 西鶴‖著 潁原 退蔵‖[ほか]編 I918.5/ｲ/8 中央公論社
本 0112358083 建部綾足全集 第6巻 [建部 綾足‖著] 建部綾足著作刊行 I918.5/ﾀ 国書刊行会
本 0112960528 良寛全集 下巻 良寛‖著 東郷  豊治‖編著 I918.5/ﾘ 東京創元社
本 0112960877 良寛全集 上巻 良寛‖著 東郷  豊治‖編著 I918.5/ﾘ 東京創元社
本 0112988606 愚庵全集 [天田  愚庵‖著] I918.6/ｱ 政教社
本 0112968343 安藤鶴夫作品集 1 安藤  鶴夫‖[著] I918.6/ｱ/1 朝日新聞社
本 0112968352 安藤鶴夫作品集 2 安藤  鶴夫‖[著] I918.6/ｱ/2 朝日新聞社
本 0112968361 安藤鶴夫作品集 3 安藤  鶴夫‖[著] I918.6/ｱ/3 朝日新聞社
本 0112968370 安藤鶴夫作品集 4 安藤  鶴夫‖[著] I918.6/ｱ/4 朝日新聞社
本 0112968389 安藤鶴夫作品集 5 安藤  鶴夫‖[著] I918.6/ｱ/5 朝日新聞社
本 0112968398 安藤鶴夫作品集 6 安藤  鶴夫‖著 I918.6/ｱ/6 朝日新聞社
本 0112972819 有島武郎全集 第1巻 有島  武郎‖[著] I918.6/ｱ/1 改造社
本 0112972828 有島武郎全集 第2巻 有島  武郎‖著 I918.6/ｱ/2 改造社
本 0112972837 有島武郎全集 第3巻 有島  武郎‖著 I918.6/ｱ/3 改造社
本 0112969752 石川啄木全集 石川  啄木‖著 I918.6/ｲ 改造社
本 0112340645 左千夫全集 第1巻 伊藤 左千夫‖[著] I918.6/ｲ/1 岩波書店
本 0112340654 左千夫全集 第2巻 伊藤 左千夫‖[著] I918.6/ｲ/2 岩波書店
本 0112340663 左千夫全集 第3巻 伊藤 左千夫‖[著] I918.6/ｲ/3 岩波書店
本 0112340672 左千夫全集 第4巻 伊藤 左千夫‖[著] I918.6/ｲ/4 岩波書店
本 0112340681 左千夫全集 第5巻 伊藤 左千夫‖[著] I918.6/ｲ/5 岩波書店
本 0112340690 左千夫全集 第6巻 伊藤 左千夫‖[著] I918.6/ｲ/6 岩波書店
本 0112340707 左千夫全集 第7巻 伊藤 左千夫‖[著] I918.6/ｲ/7 岩波書店
本 0112340716 左千夫全集 第8巻 伊藤 左千夫‖著 I918.6/ｲ/8 岩波書店
本 0112340725 左千夫全集 第9巻 伊藤 左千夫‖[著] I918.6/ｲ/9 岩波書店
本 0112973168 石川淳全集 第11巻 石川  淳‖著 I918.6/ｲ/1 筑摩書房
本 0112973177 石川淳全集 第12巻 石川  淳‖著 I918.6/ｲ/1 筑摩書房
本 0112340814 鏡花全集 巻の1 泉 鏡太郎‖著 I918.6/ｲ/1 岩波書店
本 0112340823 鏡花全集 巻の2 泉 鏡太郎‖著 I918.6/ｲ/2 岩波書店
本 0112340832 鏡花全集 巻の3 泉 鏡太郎‖著 I918.6/ｲ/3 岩波書店
本 0112340841 鏡花全集 巻の4 泉 鏡太郎‖著 I918.6/ｲ/4 岩波書店
本 0112340850 鏡花全集 巻の5 泉 鏡太郎‖著 I918.6/ｲ/5 岩波書店
本 0112340869 鏡花全集 巻の6 泉 鏡太郎‖著 I918.6/ｲ/6 岩波書店
本 0112340878 鏡花全集 巻の7 泉 鏡太郎‖著 I918.6/ｲ/7 岩波書店
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本 0112340887 鏡花全集 巻の8 泉 鏡太郎‖著 I918.6/ｲ/8 岩波書店
本 0112340896 鏡花全集 巻の9 泉 鏡太郎‖著 I918.6/ｲ/9 岩波書店
本 0112340903 鏡花全集 巻の10 泉 鏡太郎‖著 I918.6/ｲ/1 岩波書店
本 0112340912 鏡花全集 巻の11 泉 鏡太郎‖著 I918.6/ｲ/1 岩波書店
本 0112340921 鏡花全集 巻の12 泉 鏡太郎‖著 I918.6/ｲ/1 岩波書店
本 0112340930 鏡花全集 巻の14 泉 鏡太郎‖著 I918.6/ｲ/1 岩波書店
本 0112340958 鏡花全集 巻の15 泉 鏡太郎‖著 I918.6/ｲ/1 岩波書店
本 0112340949 鏡花全集 巻の16 泉 鏡太郎‖著 I918.6/ｲ/1 岩波書店
本 0112340967 鏡花全集 巻の17 泉 鏡太郎‖著 I918.6/ｲ/1 岩波書店
本 0112340976 鏡花全集 巻の18 泉 鏡太郎‖著 I918.6/ｲ/1 岩波書店
本 0112340985 鏡花全集 巻の19 泉 鏡太郎‖著 I918.6/ｲ/1 岩波書店
本 0112340994 鏡花全集 巻の20 泉 鏡太郎‖著 I918.6/ｲ/2 岩波書店
本 0112341001 鏡花全集 巻の21 泉 鏡太郎‖著 I918.6/ｲ/2 岩波書店
本 0112341010 鏡花全集 巻の22 泉 鏡太郎‖著 I918.6/ｲ/2 岩波書店
本 0112341029 鏡花全集 巻の23 泉 鏡太郎‖著 I918.6/ｲ/2 岩波書店
本 0112341038 鏡花全集 巻の24 泉 鏡太郎‖著 I918.6/ｲ/2 岩波書店
本 0112341047 鏡花全集 巻の25 泉 鏡太郎‖著 I918.6/ｲ/2 岩波書店
本 0112341056 鏡花全集 巻の26 泉 鏡太郎‖著 I918.6/ｲ/2 岩波書店
本 0112341065 鏡花全集 巻の27 泉 鏡太郎‖著 I918.6/ｲ/2 岩波書店
本 0112341074 鏡花全集 巻の28 泉 鏡太郎‖著 I918.6/ｲ/2 岩波書店
本 0112983870 岡本綺堂全集 第1巻 岡本  綺堂‖著 I918.6/ｵ/1 改造社
本 0112981293 折口信夫全集 第12巻 折口  信夫‖[著] 折口博士記念会‖ I918.6/ｵ/1 中央公論社
本 0112982755 片岡鉄兵全集 片岡  鉄兵‖著 I918.6/ｶ 改造社
本 0112969912 唐木順三全集 第10巻 唐木  順三‖著 I918.6/ｶ/1 筑摩書房
本 0112969921 唐木順三全集 第11巻 唐木  順三‖著 I918.6/ｶ/1 筑摩書房
本 0112969930 唐木順三全集 第12巻 唐木  順三‖著 I918.6/ｶ/1 筑摩書房
本 0112969823 唐木順三全集 第1巻 唐木  順三‖著 I918.6/ｶ/1 筑摩書房
本 0112969832 唐木順三全集 第2巻 唐木  順三‖著 I918.6/ｶ/2 筑摩書房
本 0112969841 唐木順三全集 第3巻 唐木  順三‖著 I918.6/ｶ/3 筑摩書房
本 0112969850 唐木順三全集 第4巻 唐木  順三‖著 I918.6/ｶ/4 筑摩書房
本 0112969869 唐木順三全集 第5巻 唐木  順三‖著 I918.6/ｶ/5 筑摩書房
本 0112969878 唐木順三全集 第6巻 唐木  順三‖著 I918.6/ｶ/6 筑摩書房
本 0112969887 唐木順三全集 第7巻 唐木  順三‖著 I918.6/ｶ/7 筑摩書房
本 0112969896 唐木順三全集 第8巻 唐木  順三‖著 I918.6/ｶ/8 筑摩書房
本 0112969903 唐木順三全集 第9巻 唐木  順三‖著 I918.6/ｶ/9 筑摩書房
本 0113017173 意思表示 岸上  大作‖著 I918.6/ｷ 白玉書房
本 0112971053 菊池幽芳全集 第1巻 菊池  幽芳‖著 I918.6/ｷ/1 改造社
本 0112971062 菊池幽芳全集 第2巻 菊池  幽芳‖著 I918.6/ｷ/2 改造社
本 0112971071 菊池幽芳全集 第3巻 菊池  幽芳‖著 I918.6/ｷ/3 改造社
本 0113015905 菊池幽芳全集 第4巻 菊池  幽芳‖著 I918.6/ｷ/4 改造社
本 0112339498 菊池寛全集 第1集 菊池 寛‖著 I918.6/ｷ/1 改造社
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本 0112339504 菊池寛全集 第2巻 菊池 寛‖著 I918.6/ｷ/2 改造社
本 0112339513 菊池寛全集 第3巻 菊池 寛‖著 I918.6/ｷ/3 改造社
本 0112334493 白秋全集 第1巻 北原 白秋‖著 I918.6/ｷ/1 アルス
本 0112334509 白秋全集 第2巻 北原 白秋‖著 I918.6/ｷ/2 アルス
本 0112334518 白秋全集 第3巻 北原 白秋‖著 I918.6/ｷ/3 アルス
本 0112334527 白秋全集 第4巻 [北原 白秋‖著] I918.6/ｷ/4 アルス
本 0112334536 白秋全集 第5巻 [北原 白秋‖著] I918.6/ｷ/5 アルス
本 0112334545 白秋全集 第6巻 北原 白秋‖著 I918.6/ｷ/6 アルス
本 0112334554 白秋全集 第7巻 北原 白秋‖著 I918.6/ｷ/7 アルス
本 0112334563 白秋全集 第8巻 北原 白秋‖著 I918.6/ｷ/8 アルス
本 0112334572 白秋全集 第9巻 北原 白秋‖著 I918.6/ｷ/9 アルス
本 0112334581 白秋全集 第10巻 北原 白秋‖著 I918.6/ｷ/1 アルス
本 0112334590 白秋全集 第11巻 北原 白秋‖著 I918.6/ｷ/1 アルス
本 0112334607 白秋全集 第12巻 北原  白秋‖著 I918.6/ｷ/1 アルス
本 0112334616 白秋全集 第13巻 北原 白秋‖著 I918.6/ｷ/1 アルス
本 0112334625 白秋全集 第14巻 [北原 白秋‖著] I918.6/ｷ/1 アルス
本 0112334634 白秋全集 第15巻 [北原 白秋‖著] I918.6/ｷ/1 アルス
本 0112334643 白秋全集 第16巻 北原 白秋‖著 I918.6/ｷ/1 アルス
本 0112334652 白秋全集 第17巻 北原 白秋‖著 I918.6/ｷ/1 アルス
本 0112334661 白秋全集 第18巻 北原 白秋‖著 I918.6/ｷ/1 アルス
本 0112363068 透谷全集 第1巻 [北村 透谷‖著] 勝本 清一郎‖編 I918.6/ｷ/1 岩波書店
本 0112363077 透谷全集 第2巻 [北村 透谷‖著] 勝本 清一郎‖編 I918.6/ｷ/2 岩波書店
本 0112363086 透谷全集 第3巻 [北村 透谷‖著] 勝本 清一郎‖編 I918.6/ｷ/3 岩波書店
本 0112988483 串田孫一著作集 1 串田  孫一‖著 I918.6/ｸ/1 大和書房
本 0112988492 串田孫一著作集 2 串田  孫一‖著 I918.6/ｸ/2 大和書房
本 0112988508 串田孫一著作集 3 串田  孫一‖著 I918.6/ｸ/3 大和書房
本 0112988517 串田孫一著作集 4 串田  孫一‖著 I918.6/ｸ/4 大和書房
本 0112988526 串田孫一著作集 6 串田  孫一‖著 I918.6/ｸ/6 大和書房
本 0112968664 窪田空穂全集 第1巻 窪田  空穂‖著 I918.6/ｸ/1 角川書店
本 0112968673 窪田空穂全集 第2巻 窪田  空穂‖著 I918.6/ｸ/2 角川書店
本 0112968682 窪田空穂全集 第3巻 窪田  空穂‖著 I918.6/ｸ/3 角川書店
本 0112968691 窪田空穂全集 第4巻 窪田  空穂‖著 I918.6/ｸ/4 角川書店
本 0112968708 窪田空穂全集 第5巻 窪田  空穂‖著 I918.6/ｸ/5 角川書店
本 0112968717 窪田空穂全集 第6巻 窪田  空穂‖著 I918.6/ｸ/6 角川書店
本 0112968726 窪田空穂全集 第7巻 窪田  空穂‖著 I918.6/ｸ/7 角川書店
本 0112968735 窪田空穂全集 第8巻 窪田  空穂‖著 I918.6/ｸ/8 角川書店
本 0112968744 窪田空穂全集 第9巻 窪田  空穂‖著 I918.6/ｸ/9 角川書店
本 0112968753 窪田空穂全集 第10巻 窪田  空穂‖著 I918.6/ｸ/1 角川書店
本 0112968762 窪田空穂全集 第11巻 窪田  空穂‖著 I918.6/ｸ/1 角川書店
本 0112968771 窪田空穂全集 第12巻 窪田  空穂‖著 I918.6/ｸ/1 角川書店
本 0112968780 窪田空穂全集 第13巻 窪田  空穂‖著 I918.6/ｸ/1 角川書店
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本 0112968799 窪田空穂全集 第14巻 窪田  空穂‖著 I918.6/ｸ/1 角川書店
本 0112968806 窪田空穂全集 第15巻 窪田  空穂‖著 I918.6/ｸ/1 角川書店
本 0112968815 窪田空穂全集 第16巻 窪田  空穂‖著 I918.6/ｸ/1 角川書店
本 0112968824 窪田空穂全集 第17巻 窪田  空穂‖著 I918.6/ｸ/1 角川書店
本 0112968833 窪田空穂全集 第18巻 窪田  空穂‖著 I918.6/ｸ/1 角川書店
本 0112968842 窪田空穂全集 第19巻 窪田  空穂‖著 I918.6/ｸ/1 角川書店
本 0112968851 窪田空穂全集 第20巻 窪田  空穂‖著 I918.6/ｸ/2 角川書店
本 0112968860 窪田空穂全集 第21巻 窪田  空穂‖著 I918.6/ｸ/2 角川書店
本 0112968879 窪田空穂全集 第22巻 窪田  空穂‖著 I918.6/ｸ/2 角川書店
本 0112968888 窪田空穂全集 第23巻 窪田  空穂‖著 I918.6/ｸ/2 角川書店
本 0112968897 窪田空穂全集 第24巻 窪田  空穂‖著 I918.6/ｸ/2 角川書店
本 0112968904 窪田空穂全集 第25巻 窪田  空穂‖著 I918.6/ｸ/2 角川書店
本 0112968913 窪田空穂全集 第26巻 窪田  空穂‖著 I918.6/ｸ/2 角川書店
本 0112968922 窪田空穂全集 第27巻 窪田  空穂‖著 I918.6/ｸ/2 角川書店
本 0112968931 窪田空穂全集 第28巻 窪田  空穂‖著 I918.6/ｸ/2 角川書店
本 0112968940 窪田空穂全集 別冊 窪田  空穂‖著 I918.6/ｸ/2 角川書店
本 0112969949 国木田独歩全集 第1巻 国木田 独歩‖著 国木田独歩全集編 I918.6/ｸ/1 学研
本 0112969958 国木田独歩全集 第2巻 国木田 独歩‖著 国木田独歩全集編 I918.6/ｸ/2 学研
本 0112969967 国木田独歩全集 第3巻 国木田 独歩‖著 国木田独歩全集編 I918.6/ｸ/3 学研
本 0112969976 国木田独歩全集 第4巻 国木田  独歩‖著 国木田独歩全集編 I918.6/ｸ/4 学研
本 0112969985 国木田独歩全集 第5巻 国木田 独歩‖著 国木田独歩全集編 I918.6/ｸ/5 学研
本 0112969994 国木田独歩全集 第6巻 国木田 独歩‖著 国木田独歩全集編 I918.6/ｸ/6 学研
本 0112970009 国木田独歩全集 第7巻 国木田 独歩‖著 国木田独歩全集編 I918.6/ｸ/7 学研
本 0112970018 国木田独歩全集 第8巻 国木田  独歩‖著 国木田独歩全集編 I918.6/ｸ/8 学研
本 0112970027 国木田独歩全集 第9巻 国木田  独歩‖著 国木田独歩全集編 I918.6/ｸ/9 学研
本 0112970036 国木田独歩全集 第10巻 国木田  独歩‖著 国木田独歩全集編 I918.6/ｸ/1 学研
本 0112968959 久保田万太郎全集 第2巻 久保田 万太郎‖著 I918.6/ｸ/2 好学社
本 0112968968 久保田万太郎全集 第3巻 久保田  万太郎‖著 I918.6/ｸ/3 好学社
本 0112969770 久保田万太郎全集 第5巻 久保田  万太郎‖著 I918.6/ｸ/5 好学社
本 0112969805 久保田万太郎全集 第13巻 久保田  万太郎‖著 I918.6/ｸ/1 好学社
本 0112969814 久保田万太郎全集 第14巻 久保田 万太郎‖著 I918.6/ｸ/1 好学社
本 0112969761 久保田万太郎全集 第6巻 久保田  万太郎‖著 I918.6/ｸ/6 好学社
本 0112969789 久保田万太郎全集 第7巻 久保田  万太郎‖著 I918.6/ｸ/7 好学社
本 0112969798 久保田万太郎全集 第8巻 久保田 万太郎‖著 I918.6/ｸ/8 好学社
本 0112355905 現代文学選 6 I918.6/ｹﾞ/ 鎌倉文庫
本 0112959549 現代文學選 9 I918.6/ｹﾞ/ 鎌倉文庫
本 0112964267 現代文學選 11 I918.6/ｹﾞ/ 鎌倉文庫
本 0112958345 現代文學選 13 I918.6/ｹﾞ/ 鎌倉文庫
本 0112971696 現代日本文学全集 26 I918.6/ｹﾞ/ 筑摩書房
本 0112989311 現代日本文学全集 40 I918.6/ｹﾞ/ 筑摩書房
本 0112985832 新選現代日本文学全集 34 I918.6/ｹﾞ/ 筑摩書房
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本 0112352267 現代の文学 1 川端 康成‖[ほか]責任編集 I918.6/ｹﾞ/ 河出書房新社
本 0112970964 小林秀雄全集 第1巻 小林  秀雄‖著 I918.6/ｺ/1 新潮社
本 0112970848 小林秀雄全集 第1巻 小林  秀雄‖著 I918.6/ｺ/1 新潮社
本 0112970857 小林秀雄全集 第2巻 小林  秀雄‖著 I918.6/ｺ/2 新潮社
本 0112970973 小林秀雄全集 第2巻 小林  秀雄‖著 I918.6/ｺ/2 新潮社
本 0112970866 小林秀雄全集 第3巻 小林  秀雄‖著 I918.6/ｺ/3 新潮社
本 0112970982 小林秀雄全集 第3巻 小林  秀雄‖著 I918.6/ｺ/3 新潮社
本 0112970991 小林秀雄全集 第4巻 小林  秀雄‖著 I918.6/ｺ/4 新潮社
本 0112970875 小林秀雄全集 第4巻 小林  秀雄‖著 I918.6/ｺ/4 新潮社
本 0112971008 小林秀雄全集 第5巻 小林  秀雄‖著 I918.6/ｺ/5 新潮社
本 0112970884 小林秀雄全集 第5巻 小林  秀雄‖著 I918.6/ｺ/5 新潮社
本 0112970893 小林秀雄全集 第6巻 小林  秀雄‖著 I918.6/ｺ/6 新潮社
本 0112971017 小林秀雄全集 第6巻 小林  秀雄‖著 I918.6/ｺ/6 新潮社
本 0112970900 小林秀雄全集 第7巻 小林  秀雄‖著 I918.6/ｺ/7 新潮社
本 0112971026 小林秀雄全集 第7巻 小林  秀雄‖著 I918.6/ｺ/7 新潮社
本 0112970919 小林秀雄全集 第8巻 小林  秀雄‖著 I918.6/ｺ/8 新潮社
本 0112971035 小林秀雄全集 第8巻 小林  秀雄‖著 I918.6/ｺ/8 新潮社
本 0112970928 小林秀雄全集 第9巻 小林  秀雄‖著 I918.6/ｺ/9 新潮社
本 0112970937 小林秀雄全集 第10巻 小林  秀雄‖著 I918.6/ｺ/1 新潮社
本 0112970946 小林秀雄全集 第11巻 小林  秀雄‖[著] I918.6/ｺ/1 新潮社
本 0112970955 小林秀雄全集 第12巻 小林  秀雄‖[著] I918.6/ｺ/1 新潮社
本 0112340253 露伴全集 第1巻 [幸田 露伴‖著] 蝸牛会‖編纂 I918.6/ｺ/1 岩波書店
本 0112340262 露伴全集 第2巻 [幸田 露伴‖著] 蝸牛会‖編纂 I918.6/ｺ/2 岩波書店
本 0112340271 露伴全集 第3巻 [幸田 露伴‖著] 蝸牛会‖編纂 I918.6/ｺ/3 岩波書店
本 0112340280 露伴全集 第4巻 [幸田 露伴‖著] 蝸牛会‖編纂 I918.6/ｺ/4 岩波書店
本 0112340299 露伴全集 第5巻 [幸田 露伴‖著] 蝸牛会‖編纂 I918.6/ｺ/5 岩波書店
本 0112339988 露伴全集 第6巻 [幸田 露伴‖著] 蝸牛会‖編纂 I918.6/ｺ/6 岩波書店
本 0112339997 露伴全集 第7巻 [幸田 露伴‖著] 蝸牛会‖編纂 I918.6/ｺ/7 岩波書店
本 0112340306 露伴全集 第8巻 [幸田 露伴‖著] 蝸牛会‖編纂 I918.6/ｺ/8 岩波書店
本 0112340315 露伴全集 第9巻 [幸田 露伴‖著] 蝸牛会‖編纂 I918.6/ｺ/9 岩波書店
本 0112340324 露伴全集 第10巻 [幸田 露伴‖著] 蝸牛会‖編纂 I918.6/ｺ/1 岩波書店
本 0112340333 露伴全集 第11巻 [幸田 露伴‖著] 蝸牛会‖編纂 I918.6/ｺ/1 岩波書店
本 0112340342 露伴全集 第12巻 [幸田 露伴‖著] 蝸牛会‖編纂 I918.6/ｺ/1 岩波書店
本 0112340351 露伴全集 第13巻 [幸田 露伴‖著] 蝸牛会‖編纂 I918.6/ｺ/1 岩波書店
本 0112340360 露伴全集 第14巻 [幸田 露伴‖著] 蝸牛会‖編纂 I918.6/ｺ/1 岩波書店
本 0112340379 露伴全集 第15巻 [幸田 露伴‖著] 蝸牛会‖編纂 I918.6/ｺ/1 岩波書店
本 0112340002 露伴全集 第16巻 [幸田  露伴‖著] 蝸牛会‖編纂 I918.6/ｺ/1 岩波書店
本 0112340388 露伴全集 第17巻 [幸田 露伴‖著] 蝸牛会‖編纂 I918.6/ｺ/1 岩波書店
本 0112340397 露伴全集 第18巻 [幸田 露伴‖著] 蝸牛会‖編纂 I918.6/ｺ/1 岩波書店
本 0112340404 露伴全集 第19巻 [幸田 露伴‖著] 蝸牛会‖編纂 I918.6/ｺ/1 岩波書店
本 0112340413 露伴全集 第20巻 [幸田 露伴‖著] 蝸牛会‖編纂 I918.6/ｺ/2 岩波書店
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本 0112340422 露伴全集 第21巻 [幸田 露伴‖著] 蝸牛会‖編纂 I918.6/ｺ/2 岩波書店
本 0112340431 露伴全集 第22巻 [幸田 露伴‖著] 蝸牛会‖編纂 I918.6/ｺ/2 岩波書店
本 0112340440 露伴全集 第23巻 [幸田 露伴‖著] 蝸牛会‖編纂 I918.6/ｺ/2 岩波書店
本 0112340011 露伴全集 第26巻 [幸田 露伴‖著] 蝸牛会‖編纂 I918.6/ｺ/2 岩波書店
本 0112340459 露伴全集 第24巻 幸田 露伴‖著 蝸牛会‖編 I918.6/ｺ/2 岩波書店
本 0112340468 露伴全集 第25巻 幸田 露伴‖著 蝸牛会‖編 I918.6/ｺ/2 岩波書店
本 0112340477 露伴全集 第27巻 幸田 露伴‖著 蝸牛会‖編 I918.6/ｺ/2 岩波書店
本 0112340486 露伴全集 第28巻 幸田 露伴‖著 蝸牛会‖編 I918.6/ｺ/2 岩波書店
本 0112340020 露伴全集 第29巻 幸田 露伴‖著 蝸牛会‖編 I918.6/ｺ/2 岩波書店
本 0112340495 露伴全集 第30巻 [幸田 露伴‖著] 蝸牛会‖編纂 I918.6/ｺ/3 岩波書店
本 0112340529 露伴全集 第34巻 [幸田 露伴‖著] 蝸牛会‖編纂 I918.6/ｺ/3 岩波書店
本 0112340538 露伴全集 第35巻 [幸田 露伴‖著] 蝸牛会‖編纂 I918.6/ｺ/3 岩波書店
本 0112340547 露伴全集 第36巻 [幸田 露伴‖著] 蝸牛会‖編纂 I918.6/ｺ/3 岩波書店
本 0112340556 露伴全集 第37巻 [幸田 露伴‖著] 蝸牛会‖編纂 I918.6/ｺ/3 岩波書店
本 0112340574 露伴全集 第32巻 幸田  露伴‖著 蝸牛会‖編 I918.6/ｺ/3 岩波書店
本 0112991692 露伴全集 第39巻 幸田  露伴‖著 蝸牛会‖編 I918.6/ｺ/3 岩波書店
本 0112340501 露伴全集 第31巻 幸田 露伴‖著 蝸牛会‖編 I918.6/ｺ/3 岩波書店
本 0112340510 露伴全集 第33巻 幸田 露伴‖著 蝸牛会‖編 I918.6/ｺ/3 岩波書店
本 0112340565 露伴全集 第38巻 幸田 露伴‖著 蝸牛会‖編 I918.6/ｺ/3 岩波書店
本 0112991709 露伴全集 第40巻 幸田  露伴‖著 蝸牛会‖編 I918.6/ｺ/4 岩波書店
本 0112991718 露伴全集 第41巻 幸田  露伴‖著 蝸牛会‖編 I918.6/ｺ/ 岩波書店
本 0112975406 齋藤茂吉全集 月報 齋藤  茂吉‖著 I918.6/ｻ [岩波書店]
本 0112338060 斎藤茂吉全集 第1巻 斎藤 茂吉‖著 I918.6/ｻ/1 岩波書店
本 0112338079 斎藤茂吉全集 第2巻 斎藤 茂吉‖著 I918.6/ｻ/2 岩波書店
本 0112338088 斎藤茂吉全集 第3巻 斎藤 茂吉‖著 I918.6/ｻ/3 岩波書店
本 0112338097 斎藤茂吉全集 第4巻 斎藤 茂吉‖著 I918.6/ｻ/4 岩波書店
本 0112968405 齋藤茂吉全集 第5巻 齋藤  茂吉‖著 I918.6/ｻ/5 岩波書店
本 0112338104 斎藤茂吉全集 第6巻 斎藤 茂吉‖著 I918.6/ｻ/6 岩波書店
本 0112338113 斎藤茂吉全集 第7巻 斎藤 茂吉‖著 I918.6/ｻ/7 岩波書店
本 0112338122 斎藤茂吉全集 第8巻 斎藤 茂吉‖著 I918.6/ｻ/8 岩波書店
本 0112338131 斎藤茂吉全集 第9巻 斎藤 茂吉‖著 I918.6/ｻ/9 岩波書店
本 0112338140 斎藤茂吉全集 第10巻 斎藤 茂吉‖著 I918.6/ｻ/1 岩波書店
本 0112338159 斎藤茂吉全集 第11巻 斎藤 茂吉‖著 I918.6/ｻ/1 岩波書店
本 0112338168 斎藤茂吉全集 第12巻 斎藤 茂吉‖著 I918.6/ｻ/1 岩波書店
本 0112338177 斎藤茂吉全集 第13巻 斎藤 茂吉‖著 I918.6/ｻ/1 岩波書店
本 0112338186 斎藤茂吉全集 第14巻 斎藤 茂吉‖著 I918.6/ｻ/1 岩波書店
本 0112338195 斎藤茂吉全集 第15巻 斎藤 茂吉‖著 I918.6/ｻ/1 岩波書店
本 0112338202 斎藤茂吉全集 第16巻 斎藤 茂吉‖著 I918.6/ｻ/1 岩波書店
本 0112338211 斎藤茂吉全集 第17巻 斎藤 茂吉‖著 I918.6/ｻ/1 岩波書店
本 0112338220 斎藤茂吉全集 第18巻 斎藤 茂吉‖著 I918.6/ｻ/1 岩波書店
本 0112338239 斎藤茂吉全集 第19巻 斎藤 茂吉‖著 I918.6/ｻ/1 岩波書店
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本 0112338248 斎藤茂吉全集 第20巻 斎藤 茂吉‖著 I918.6/ｻ/2 岩波書店
本 0112338257 斎藤茂吉全集 第21巻 斎藤 茂吉‖著 I918.6/ｻ/2 岩波書店
本 0112338266 斎藤茂吉全集 第22巻 斎藤 茂吉‖著 I918.6/ｻ/2 岩波書店
本 0112338275 斎藤茂吉全集 第23巻 斎藤 茂吉‖著 I918.6/ｻ/2 岩波書店
本 0112338284 斎藤茂吉全集 第24巻 斎藤 茂吉‖著 I918.6/ｻ/2 岩波書店
本 0112338293 斎藤茂吉全集 第25巻 斎藤 茂吉‖著 I918.6/ｻ/2 岩波書店
本 0112338300 斎藤茂吉全集 第26巻 斎藤 茂吉‖著 I918.6/ｻ/2 岩波書店
本 0112338319 斎藤茂吉全集 第27巻 斎藤 茂吉‖著 I918.6/ｻ/2 岩波書店
本 0112338328 斎藤茂吉全集 第28巻 斎藤 茂吉‖著 I918.6/ｻ/2 岩波書店
本 0112338337 斎藤茂吉全集 第29巻 斎藤  茂吉‖著 I918.6/ｻ/2 岩波書店
本 0112968414 齋藤茂吉全集 第32巻 齋藤  茂吉‖著 I918.6/ｻ/3 岩波書店
本 0112968423 齋藤茂吉全集 第33巻 齋藤  茂吉‖著 I918.6/ｻ/3 岩波書店
本 0112968432 齋藤茂吉全集 第34巻 齋藤  茂吉‖著 I918.6/ｻ/3 岩波書店
本 0112968441 齋藤茂吉全集 第35巻 齋藤  茂吉‖著 I918.6/ｻ/3 岩波書店
本 0112968450 齋藤茂吉全集 第36巻 齋藤  茂吉‖著 I918.6/ｻ/3 岩波書店
本 0112968469 齋藤茂吉全集 第37巻 齋藤  茂吉‖著 I918.6/ｻ/3 岩波書店
本 0112968478 齋藤茂吉全集 第38巻 齋藤  茂吉‖著 I918.6/ｻ/3 岩波書店
本 0112968487 齋藤茂吉全集 第39巻 齋藤  茂吉‖著 I918.6/ｻ/3 岩波書店
本 0112968496 齋藤茂吉全集 第40巻 齋藤  茂吉‖著 I918.6/ｻ/4 岩波書店
本 0112968502 齋藤茂吉全集 第41巻 齋藤  茂吉‖著 I918.6/ｻ/4 岩波書店
本 0112968511 齋藤茂吉全集 第42巻 齋藤  茂吉‖著 I918.6/ｻ/4 岩波書店
本 0112968520 齋藤茂吉全集 第43巻 齋藤  茂吉‖著 I918.6/ｻ/4 岩波書店
本 0112968539 齋藤茂吉全集 第44巻 齋藤  茂吉‖著 I918.6/ｻ/4 岩波書店
本 0112968548 齋藤茂吉全集 第45巻 齋藤  茂吉‖著 I918.6/ｻ/4 岩波書店
本 0112968557 齋藤茂吉全集 第46巻 齋藤  茂吉‖著 I918.6/ｻ/4 岩波書店
本 0112968566 齋藤茂吉全集 第47巻 齋藤  茂吉‖著 I918.6/ｻ/4 岩波書店
本 0112968575 齋藤茂吉全集 第48巻 齋藤  茂吉‖著 I918.6/ｻ/4 岩波書店
本 0112968584 齋藤茂吉全集 第49巻 齋藤  茂吉‖著 I918.6/ｻ/4 岩波書店
本 0112968593 齋藤茂吉全集 第50巻 齋藤  茂吉‖著 I918.6/ｻ/5 岩波書店
本 0112968600 齋藤茂吉全集 第51巻 齋藤  茂吉‖著 I918.6/ｻ/5 岩波書店
本 0112968619 齋藤茂吉全集 第52巻 齋藤  茂吉‖著 I918.6/ｻ/5 岩波書店
本 0112968628 齋藤茂吉全集 第53巻 齋藤  茂吉‖著 I918.6/ｻ/5 岩波書店
本 0112968637 齋藤茂吉全集 第54巻 齋藤  茂吉‖著 I918.6/ｻ/5 岩波書店
本 0112968646 齋藤茂吉全集 第55巻 齋藤  茂吉‖著 I918.6/ｻ/5 岩波書店
本 0112968655 齋藤茂吉全集 第56巻 齋藤  茂吉‖著 I918.6/ｻ/5 岩波書店
本 0112348488 里見〓全集 第1巻 里見 〓‖著 I918.6/ｻ/1 改造社
本 0112348497 里見〓全集 第2巻 里見 〓‖著 I918.6/ｻ/2 改造社
本 0112348503 里見〓全集 第3巻 里見 〓‖著 I918.6/ｻ/3 改造社
本 0112348512 里見〓全集 第4巻 里見 〓‖著 I918.6/ｻ/4 改造社
本 0112953607 志賀直哉全集 志賀  直哉‖著 I918.6/ｼ 改造社
本 0112961634 白樺の園 白樺同人‖[編]著 I918.6/ｼ 春陽堂
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本 0112340734 赤彦全集 第1巻 久保田 俊彦‖著 I918.6/ｼ/1 岩波書店
本 0112340743 赤彦全集 第2巻 久保田 俊彦‖著 I918.6/ｼ/2 岩波書店
本 0112365556 新潮日本文学 34 I918.6/ｼ/3 新潮社
本 0112340752 赤彦全集 第3巻 久保田  俊彦‖著 I918.6/ｼ/3 岩波書店
本 0112340761 赤彦全集 第4巻 久保田 俊彦‖著 I918.6/ｼ/4 岩波書店
本 0112340770 赤彦全集 第5巻 久保田 俊彦‖著 I918.6/ｼ/5 岩波書店
本 0112340789 赤彦全集 第6巻 久保田  俊彦‖著 I918.6/ｼ/6 岩波書店
本 0112340798 赤彦全集 第7巻 久保田 俊彦‖著 I918.6/ｼ/7 岩波書店
本 0112340805 赤彦全集 第8巻 久保田 俊彦‖著 I918.6/ｼ/8 岩波書店
本 0112975175 昭和文学全集 9 I918.6/ｼ/9 角川書店
本 0112999845 薄田泣菫全集 第1巻 薄田  泣菫‖著 I918.6/ｽ/1 創元社
本 0112999854 薄田泣菫全集 第2巻 薄田  泣菫‖著 I918.6/ｽ/2 創元社
本 0112999863 薄田泣菫全集 第4巻 薄田  泣菫‖著 I918.6/ｽ/4 創元社
本 0112999836 薄田泣菫全集 第5巻 薄田  泣菫‖著 I918.6/ｽ/5 創元社
本 0112999872 薄田泣菫全集 第7巻 薄田  泣菫‖著 I918.6/ｽ/7 創元社
本 0112999881 薄田泣菫全集 第8巻 薄田  泣菫‖著 I918.6/ｽ/8 創元社
本 0112953377 高倉輝著作 第10輯 高倉  輝‖著 I918.6/ﾀ ロゴス書院
本 0112347229 竹内浩三全集 1 竹内 浩三‖著 小林 察‖編 I918.6/ﾀ/1 新評論
本 0112354835 谷崎潤一郎全集 第23巻 谷崎 潤一郎‖著 I918.6/ﾀ/2 中央公論社
本 0112354844 谷崎潤一郎全集 第27巻 谷崎 潤一郎‖著 I918.6/ﾀ/2 中央公論社
本 0112347238 竹内浩三全集 2 竹内 浩三‖著 小林 察‖編 I918.6/ﾀ/2 新評論
本 0113015709 立原道造全集 第3巻 立原  道造‖著 I918.6/ﾀ/3 山本書店
本 0112355683 竹山道雄著作集 6 竹山 道雄‖著 I918.6/ﾀ/6 福武書店
本 0112334466 逍遥選集 別冊第1 坪内 雄蔵‖著 I918.6/ﾂ/ 春陽堂
本 0112334475 逍遥選集 別冊第2 坪内 雄蔵‖著 I918.6/ﾂ/ 春陽堂
本 0112334484 逍遥選集 別冊第3 坪内 雄蔵‖著 I918.6/ﾂ/ 春陽堂
本 0112334340 逍遥選集 第1巻 坪内 雄蔵‖著 I918.6/ﾂ/1 春陽堂
本 0112334359 逍遥選集 第2巻 坪内 雄蔵‖著 I918.6/ﾂ/2 春陽堂
本 0112334368 逍遥選集 第3巻 坪内 雄蔵‖著 I918.6/ﾂ/3 春陽堂
本 0112334377 逍遥選集 第4巻 坪内 雄蔵‖著 I918.6/ﾂ/4 春陽堂
本 0112334386 逍遥選集 第5巻 坪内 雄蔵‖著 I918.6/ﾂ/5 春陽堂
本 0112334395 逍遥選集 第6巻 坪内 雄蔵‖著 I918.6/ﾂ/6 春陽堂
本 0112334402 逍遥選集 第7巻 坪内 雄蔵‖著 I918.6/ﾂ/7 春陽堂
本 0112334411 逍遥選集 第8巻 坪内 雄蔵‖著 I918.6/ﾂ/8 春陽堂
本 0112334420 逍遥選集 第9巻 坪内 雄蔵‖著 I918.6/ﾂ/9 春陽堂
本 0112334439 逍遥選集 第10巻 坪内 雄蔵‖著 I918.6/ﾂ/1 春陽堂
本 0112334448 逍遥選集 第11巻 坪内 雄蔵‖著 I918.6/ﾂ/1 春陽堂
本 0112334457 逍遥選集 第12巻 坪内 雄蔵‖著 I918.6/ﾂ/1 春陽堂
本 0112360383 土田耕平遺稿 第1巻 土田 耕平‖[著] 土田 きみ子‖編 I918.6/ﾂ/1 古今書院
本 0112360392 土田耕平遺稿 第2巻 土田 耕平‖[著] 土田 きみ子‖編 I918.6/ﾂ/2 古今書院
本 0112360409 土田耕平遺稿 第3巻 土田 耕平‖[著] 土田 きみ子‖編 I918.6/ﾂ/3 古今書院
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本 0112361578 寺田寅彦全集 文学篇 第1巻 寺田 寅彦‖著 I918.6/ﾃ/1 岩波書店
本 0112361587 寺田寅彦全集 文学篇 第2巻 寺田 寅彦‖著 I918.6/ﾃ/2 岩波書店
本 0112361596 寺田寅彦全集 文学篇 第3巻 寺田 寅彦‖著 I918.6/ﾃ/3 岩波書店
本 0112361603 寺田寅彦全集 文学篇 第4巻 寺田 寅彦‖著 I918.6/ﾃ/4 岩波書店
本 0112361612 寺田寅彦全集 文学篇 第5巻 寺田 寅彦‖著 I918.6/ﾃ/5 岩波書店
本 0112361621 寺田寅彦全集 文学篇 第6巻 寺田 寅彦‖著 I918.6/ﾃ/6 岩波書店
本 0112361630 寺田寅彦全集 文学篇 第7巻 寺田 寅彦‖著 I918.6/ﾃ/7 岩波書店
本 0112361649 寺田寅彦全集 文学篇 第8巻 寺田 寅彦‖著 I918.6/ﾃ/8 岩波書店
本 0112361658 寺田寅彦全集 文学篇 第9巻 寺田 寅彦‖著 I918.6/ﾃ/9 岩波書店
本 0112361667 寺田寅彦全集 文学篇 第10巻 寺田 寅彦‖著 I918.6/ﾃ/1 岩波書店
本 0112361676 寺田寅彦全集 文学篇 第11巻 寺田 寅彦‖著 I918.6/ﾃ/1 岩波書店
本 0112361685 寺田寅彦全集 文学篇 第12巻 寺田 寅彦‖著 I918.6/ﾃ/1 岩波書店
本 0112361694 寺田寅彦全集 文学篇 第13巻 寺田 寅彦‖著 I918.6/ﾃ/1 岩波書店
本 0112361701 寺田寅彦全集 文学篇 第14巻 寺田 寅彦‖著 I918.6/ﾃ/1 岩波書店
本 0112361710 寺田寅彦全集 文学篇 第15巻 寺田 寅彦‖著 I918.6/ﾃ/1 岩波書店
本 0112361729 寺田寅彦全集 文学篇 第16巻 寺田 寅彦‖著 I918.6/ﾃ/1 岩波書店
本 0112971133 荷風全集 第1巻 永井  壮吉‖著 I918.6/ﾅ/1 中央公論社
本 0112971142 荷風全集 第2巻 永井  壮吉‖著 I918.6/ﾅ/2 中央公論社
本 0112971151 荷風全集 第3巻 永井  壮吉‖著 I918.6/ﾅ/3 中央公論社
本 0112971160 荷風全集 第4巻 永井  壮吉‖著 I918.6/ﾅ/4 中央公論社
本 0112971179 荷風全集 第5巻 永井  壮吉‖著 I918.6/ﾅ/5 中央公論社
本 0112971188 荷風全集 第6巻 永井  壮吉‖著 I918.6/ﾅ/6 中央公論社
本 0112971197 荷風全集 第7巻 永井  壮吉‖著 I918.6/ﾅ/7 中央公論社
本 0112971204 荷風全集 第8巻 永井  壮吉‖著 I918.6/ﾅ/8 中央公論社
本 0112971213 荷風全集 第9巻 永井  壮吉‖著 I918.6/ﾅ/9 中央公論社
本 0112971222 荷風全集 第10巻 永井  壮吉‖著 I918.6/ﾅ/1 中央公論社
本 0112971231 荷風全集 第11巻 永井  壮吉‖著 I918.6/ﾅ/1 中央公論社
本 0112971240 荷風全集 第12巻 永井  壮吉‖著 I918.6/ﾅ/1 中央公論社
本 0112971259 荷風全集 第13巻 永井  壮吉‖著 I918.6/ﾅ/1 中央公論社
本 0112971268 荷風全集 第14巻 永井  壮吉‖著 I918.6/ﾅ/1 中央公論社
本 0112971277 荷風全集 第15巻 永井  壮吉‖著 I918.6/ﾅ/1 中央公論社
本 0112971286 荷風全集 第16巻 永井  壮吉‖著 I918.6/ﾅ/1 中央公論社
本 0112971295 荷風全集 第17巻 永井  壮吉‖著 I918.6/ﾅ/1 中央公論社
本 0112971302 荷風全集 第18巻 永井  壮吉‖著 I918.6/ﾅ/1 中央公論社
本 0112971311 荷風全集 第19巻 永井  壮吉‖著 I918.6/ﾅ/1 中央公論社
本 0112971320 荷風全集 第20巻 永井  壮吉‖著 I918.6/ﾅ/2 中央公論社
本 0112971339 荷風全集 第21巻 永井  壮吉‖著 I918.6/ﾅ/2 中央公論社
本 0112971348 荷風全集 第22巻 永井  壮吉‖著 I918.6/ﾅ/2 中央公論社
本 0112971357 荷風全集 第23巻 永井  壮吉‖著 荷風全集刊行会‖編 I918.6/ﾅ/2 中央公論社
本 0112971366 荷風全集 第24巻 永井  壮吉‖著 I918.6/ﾅ/2 中央公論社
本 0112364959 長塚節全集 第1巻 長塚 節‖著 I918.6/ﾅ/1 春陽堂
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本 0112364968 長塚節全集 第2巻 長塚 節‖著 I918.6/ﾅ/2 春陽堂
本 0112364977 長塚節全集 第3巻 長塚 節‖著 I918.6/ﾅ/3 春陽堂
本 0112364986 長塚節全集 第4巻 長塚 節‖著 I918.6/ﾅ/4 春陽堂
本 0112364995 長塚節全集 第5巻 長塚 節‖著 I918.6/ﾅ/5 春陽堂
本 0112365002 長塚節全集 第6巻 長塚 節‖著 I918.6/ﾅ/6 春陽堂
本 0112369437 日本文学全集 5 I918.6/ﾆ/5 新潮社
本 0112369446 日本文学全集 6 I918.6/ﾆ/6 新潮社
本 0112369455 日本文学全集 7 I918.6/ﾆ/7 新潮社
本 0112369464 日本文学全集 9 I918.6/ﾆ/9 新潮社
本 0112369473 日本文学全集 10 I918.6/ﾆ/1 新潮社
本 0112369482 日本文学全集 11 I918.6/ﾆ/1 新潮社
本 0112369491 日本文学全集 12 I918.6/ﾆ/1 新潮社
本 0112369507 日本文学全集 14 I918.6/ﾆ/1 新潮社
本 0112369516 日本文学全集 15 I918.6/ﾆ/1 新潮社
本 0112369525 日本文学全集 16 I918.6/ﾆ/1 新潮社
本 0112369534 日本文学全集 17 I918.6/ﾆ/1 新潮社
本 0112369543 日本文学全集 18 I918.6/ﾆ/1 新潮社
本 0112369552 日本文学全集 19 I918.6/ﾆ/1 新潮社
本 0112369561 日本文学全集 22 I918.6/ﾆ/2 新潮社
本 0112369570 日本文学全集 24 I918.6/ﾆ/2 新潮社
本 0112369589 日本文学全集 25 I918.6/ﾆ/2 新潮社
本 0112369598 日本文学全集 27 I918.6/ﾆ/2 新潮社
本 0112369605 日本文学全集 29 I918.6/ﾆ/2 新潮社
本 0112369614 日本文学全集 30 I918.6/ﾆ/3 新潮社
本 0112369623 日本文学全集 31 I918.6/ﾆ/3 新潮社
本 0112369632 日本文学全集 32 I918.6/ﾆ/3 新潮社
本 0112369641 日本文学全集 35 I918.6/ﾆ/3 新潮社
本 0112369650 日本文学全集 36 I918.6/ﾆ/3 新潮社
本 0112369669 日本文学全集 37 I918.6/ﾆ/3 新潮社
本 0112369678 日本文学全集 38 I918.6/ﾆ/3 新潮社
本 0112369687 日本文学全集 39 I918.6/ﾆ/3 新潮社
本 0112369696 日本文学全集 40 I918.6/ﾆ/4 新潮社
本 0112369703 日本文学全集 41 I918.6/ﾆ/4 新潮社
本 0112369712 日本文学全集 42 I918.6/ﾆ/4 新潮社
本 0112369721 日本文学全集 43 I918.6/ﾆ/4 新潮社
本 0112369730 日本文学全集 44 I918.6/ﾆ/4 新潮社
本 0112369749 日本文学全集 45 I918.6/ﾆ/4 新潮社
本 0112369758 日本文学全集 46 I918.6/ﾆ/4 新潮社
本 0112369767 日本文学全集 47 I918.6/ﾆ/4 新潮社
本 0112369776 日本文学全集 48 I918.6/ﾆ/4 新潮社
本 0112369785 日本文学全集 51 I918.6/ﾆ/5 新潮社
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本 0112369794 日本文学全集 52 I918.6/ﾆ/5 新潮社
本 0112369801 日本文学全集 54 I918.6/ﾆ/5 新潮社
本 0112369810 日本文学全集 55 I918.6/ﾆ/5 新潮社
本 0112369829 日本文学全集 57 I918.6/ﾆ/5 新潮社
本 0112369838 日本文学全集 58 I918.6/ﾆ/5 新潮社
本 0112369847 日本文学全集 59 I918.6/ﾆ/5 新潮社
本 0112369856 日本文学全集 63 I918.6/ﾆ/6 新潮社
本 0112369865 日本文学全集 64 I918.6/ﾆ/6 新潮社
本 0112369874 日本文学全集 65 I918.6/ﾆ/6 新潮社
本 0112369883 日本文学全集 66 I918.6/ﾆ/6 新潮社
本 0112369892 日本文学全集 67 I918.6/ﾆ/6 新潮社
本 0112369909 日本文学全集 68 I918.6/ﾆ/6 新潮社
本 0112369918 日本文学全集 69 I918.6/ﾆ/6 新潮社
本 0112367661 日本の文学 43 I918.6/ﾆ/4 中央公論社
本 0112988777 野口米次郎選集 1 野口  米次郎‖著 I918.6/ﾉ/1 春陽堂文庫出版
本 0112953386 野口米次郎選集 2 野口  米次郎‖著 I918.6/ﾉ/2 春陽堂文庫出版
本 0112357850 野口米次郎選集 3 野口 米次郎‖著 I918.6/ﾉ/3 春陽堂文庫出版
本 0112354755 野口米次郎選集 4 野口 米次郎‖著 I918.6/ﾉ/4 春陽堂文庫出版
本 0113002090 葉山嘉樹全集 葉山  嘉樹‖著 I918.6/ﾊ 改造社
本 0113001545 長谷川時雨全集 第1巻 長谷川  時雨‖[著] I918.6/ﾊ/1 日本文林社
本 0113001554 長谷川時雨全集 第2巻 長谷川  時雨‖[著] I918.6/ﾊ/2 日本文林社
本 0113001563 長谷川時雨全集 第3巻 長谷川  時雨‖[著] I918.6/ﾊ/3 日本文林社
本 0113001572 長谷川時雨全集 第4巻 長谷川  時雨‖[著] I918.6/ﾊ/4 日本文林社
本 0113001581 長谷川時雨全集 第5巻 長谷川  時雨‖[著] I918.6/ﾊ/5 日本文林社
本 0113002982 萩原朔太郎全集 9 [萩原  朔太郎‖著] 室生  犀星‖編 I918.6/ﾊ/9 小学館
本 0112958425 日夏耿之介選集 日夏  耿之介‖著 I918.6/ﾋ 中央公論社
本 0112357798 藤森成吉全集 第1巻 藤森 成吉‖著 I918.6/ﾌ 改造社
本 0112345720 福田恒存全集 第4巻 福田 恒存‖著 I918.6/ﾌ 文芸春秋
本 0112336534 二葉亭四迷全集 第1巻 長谷川 辰之助‖著 I918.6/ﾌ/1 岩波書店
本 0112336446 二葉亭四迷全集 第1巻 二葉亭  四迷‖著 I918.6/ﾌ/1 岩波書店
本 0112336543 二葉亭四迷全集 第2巻 長谷川 辰之助‖著 I918.6/ﾌ/2 岩波書店
本 0112336455 二葉亭四迷全集 第2巻 二葉亭 四迷‖著 I918.6/ﾌ/2 岩波書店
本 0112336552 二葉亭四迷全集 第3巻 長谷川 辰之助‖著 I918.6/ﾌ/3 岩波書店
本 0112336464 二葉亭四迷全集 第3巻 二葉亭 四迷‖著 I918.6/ﾌ/3 岩波書店
本 0112336561 二葉亭四迷全集 第4巻 長谷川 辰之助‖著 I918.6/ﾌ/4 岩波書店
本 0112336473 二葉亭四迷全集 第4巻 二葉亭 四迷‖著 I918.6/ﾌ/4 岩波書店
本 0112336570 二葉亭四迷全集 第5巻 長谷川 辰之助‖著 I918.6/ﾌ/5 岩波書店
本 0112336482 二葉亭四迷全集 第5巻 二葉亭 四迷‖著 I918.6/ﾌ/5 岩波書店
本 0112336589 二葉亭四迷全集 第6巻 長谷川 辰之助‖著 I918.6/ﾌ/6 岩波書店
本 0112336491 二葉亭四迷全集 第6巻 二葉亭 四迷‖著 I918.6/ﾌ/6 岩波書店
本 0112336598 二葉亭四迷全集 第7巻 長谷川 辰之助‖著 I918.6/ﾌ/7 岩波書店
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本 0112336507 二葉亭四迷全集 第7巻 二葉亭 四迷‖著 I918.6/ﾌ/7 岩波書店
本 0112336605 二葉亭四迷全集 第8巻 長谷川 辰之助‖著 I918.6/ﾌ/8 岩波書店
本 0112336516 二葉亭四迷全集 第8巻 二葉亭 四迷‖著 I918.6/ﾌ/8 岩波書店
本 0112336525 二葉亭四迷全集 第9巻 二葉亭 四迷‖著 I918.6/ﾌ/9 岩波書店
本 0112976726 絵はがき 堀  辰雄‖著 I918.6/ﾎ 角川書店
本 0112974773 堀辰雄作品集 第2 堀  辰雄‖著 I918.6/ﾎ/2 角川書店
本 0113001867 堀辰雄作品集 第6 堀  辰雄‖著 I918.6/ﾎ/6 角川書店
本 0112363219 子と遊ぶ 松原 至大‖著 I918.6/ﾏ 健文社
本 0112359518 馬淵美意子のすべて 馬淵  美意子‖著 草野  心平‖編輯 I918.6/ﾏ 求竜堂
本 0112341617 子規全集 第1巻 正岡 子規‖著 I918.6/ﾏ/1 講談社
本 0112341626 子規全集 第2巻 正岡 子規‖著 I918.6/ﾏ/2 講談社
本 0112341635 子規全集 第3巻 正岡 子規‖著 I918.6/ﾏ/3 講談社
本 0112341644 子規全集 第4巻 正岡 子規‖著 I918.6/ﾏ/4 講談社
本 0112341653 子規全集 第5巻 正岡 子規‖著 I918.6/ﾏ/5 講談社
本 0112341662 子規全集 第6巻 正岡 子規‖著 I918.6/ﾏ/6 講談社
本 0112341671 子規全集 第7巻 正岡 子規‖著 I918.6/ﾏ/7 講談社
本 0112341680 子規全集 第8巻 正岡 子規‖著 I918.6/ﾏ/8 講談社
本 0112341699 子規全集 第9巻 正岡 子規‖著 I918.6/ﾏ/9 講談社
本 0112341706 子規全集 第10巻 正岡 子規‖著 I918.6/ﾏ/1 講談社
本 0112341715 子規全集 第11巻 正岡 子規‖著 I918.6/ﾏ/1 講談社
本 0112341724 子規全集 第12巻 正岡 子規‖著 I918.6/ﾏ/1 講談社
本 0112341733 子規全集 第13巻 正岡 子規‖著 I918.6/ﾏ/1 講談社
本 0112341742 子規全集 第14巻 正岡 子規‖著 I918.6/ﾏ/1 講談社
本 0112341751 子規全集 第15巻 正岡 子規‖著 I918.6/ﾏ/1 講談社
本 0112341760 子規全集 第16巻 正岡 子規‖著 I918.6/ﾏ/1 講談社
本 0112341779 子規全集 第17巻 正岡 子規‖著 I918.6/ﾏ/1 講談社
本 0112341788 子規全集 第18巻 正岡 子規‖著 I918.6/ﾏ/1 講談社
本 0112341797 子規全集 第19巻 正岡 子規‖著 I918.6/ﾏ/1 講談社
本 0112341804 子規全集 第20巻 正岡 子規‖著 I918.6/ﾏ/2 講談社
本 0112341813 子規全集 第21巻 正岡  子規‖著 I918.6/ﾏ/2 講談社
本 0112341822 子規全集 第22巻 正岡 子規‖著 I918.6/ﾏ/2 講談社
本 0112341831 子規全集 別巻 1 正岡 子規‖著 I918.6/ﾏ/ 講談社
本 0112341840 子規全集 別巻 2 正岡 子規‖著 I918.6/ﾏ/ 講談社
本 0112341859 子規全集 別巻 3 正岡 子規‖著 I918.6/ﾏ/ 講談社
本 0112343964 正宗白鳥全集 第1巻 正宗 白鳥‖[著] I918.6/ﾏ/1 新潮社
本 0112343973 正宗白鳥全集 第2巻 正宗 白鳥‖[著] I918.6/ﾏ/2 新潮社
本 0112343982 正宗白鳥全集 第3巻 正宗 白鳥‖[著] I918.6/ﾏ/3 新潮社
本 0112343991 正宗白鳥全集 第4巻 正宗 白鳥‖[著] I918.6/ﾏ/4 新潮社
本 0112344008 正宗白鳥全集 第5巻 正宗 白鳥‖[著] I918.6/ﾏ/5 新潮社
本 0112344017 正宗白鳥全集 第6巻 正宗 白鳥‖[著] I918.6/ﾏ/6 新潮社
本 0112344026 正宗白鳥全集 第7巻 正宗 白鳥‖[著] I918.6/ﾏ/7 新潮社
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本 0112344035 正宗白鳥全集 第8巻 正宗 白鳥‖[著] I918.6/ﾏ/8 新潮社
本 0112344044 正宗白鳥全集 第9巻 正宗 白鳥‖[著] I918.6/ﾏ/9 新潮社
本 0112344053 正宗白鳥全集 第10巻 正宗 白鳥‖[著] I918.6/ﾏ/1 新潮社
本 0112344062 正宗白鳥全集 第11巻 正宗 白鳥‖[著] I918.6/ﾏ/1 新潮社
本 0112344071 正宗白鳥全集 第12巻 正宗 白鳥‖[著] I918.6/ﾏ/1 新潮社
本 0112344080 正宗白鳥全集 第13巻 正宗 白鳥‖[著] I918.6/ﾏ/1 新潮社
本 0112956329 宮沢賢治全集 第6巻 宮沢 賢治‖著 宮沢 清六‖[ほか]編 I918.6/ﾐ 十字屋書店
本 0112356138 明治文学名著全集 第12篇 I918.6/ﾒ/1 東京堂
本 0112967790 鴎外全集 著作篇  第1巻 森  林太郎‖著 I918.6/ﾓ/1 岩波書店
本 0112967807 鴎外全集 著作篇  第2巻 森  林太郎‖著 I918.6/ﾓ/2 岩波書店
本 0112967816 鴎外全集 著作篇  第3巻 森  林太郎‖著 I918.6/ﾓ/3 岩波書店
本 0112967825 鴎外全集 著作篇  第4巻 森  林太郎‖著 I918.6/ﾓ/4 岩波書店
本 0112967834 鴎外全集 著作篇  第5巻 森  林太郎‖著 I918.6/ﾓ/5 岩波書店
本 0112967843 鴎外全集 著作篇  第6巻 森  林太郎‖著 I918.6/ﾓ/6 岩波書店
本 0112967852 鴎外全集 著作篇  第7巻 森  林太郎‖著 I918.6/ﾓ/7 岩波書店
本 0112967861 鴎外全集 著作篇  第8巻 森  林太郎‖著 I918.6/ﾓ/8 岩波書店
本 0112967870 鴎外全集 著作篇  第9巻 森  林太郎‖著 I918.6/ﾓ/9 岩波書店
本 0112967889 鴎外全集 著作篇  第10巻 森  林太郎‖著 I918.6/ﾓ/1 岩波書店
本 0112967898 鴎外全集 著作篇  第11巻 森  林太郎‖著 I918.6/ﾓ/1 岩波書店
本 0112967905 鴎外全集 著作篇  第12巻 森  林太郎‖著 I918.6/ﾓ/1 岩波書店
本 0112967914 鴎外全集 著作篇  第13巻 森  林太郎‖著 I918.6/ﾓ/1 岩波書店
本 0112967923 鴎外全集 著作篇  第14巻 森  林太郎‖著 I918.6/ﾓ/1 岩波書店
本 0112967932 鴎外全集 著作篇  第15巻 森  林太郎‖著 I918.6/ﾓ/1 岩波書店
本 0112967941 鴎外全集 著作篇  第16巻 森  林太郎‖著 I918.6/ﾓ/1 岩波書店
本 0112967950 鴎外全集 著作篇  第17巻 森  林太郎‖著 I918.6/ﾓ/1 岩波書店
本 0112354728 鴎外全集 著作篇  第18巻 森 林太郎‖著 I918.6/ﾓ/1 岩波書店
本 0112967969 鴎外全集 著作篇  第19巻 森  林太郎‖著 I918.6/ﾓ/1 岩波書店
本 0112967978 鴎外全集 著作篇  第20巻 森  林太郎‖著 I918.6/ﾓ/2 岩波書店
本 0112967987 鴎外全集 著作篇  第21巻 森  林太郎‖著 I918.6/ﾓ/2 岩波書店
本 0112967996 鴎外全集 著作篇  第22巻 森  林太郎‖著 I918.6/ﾓ/2 岩波書店
本 0112968003 鴎外全集 翻訳篇  第1巻 森  林太郎‖訳 I918.6/ﾓ/1 岩波書店
本 0112968012 鴎外全集 翻訳篇  第2巻 森  林太郎‖訳 I918.6/ﾓ/2 岩波書店
本 0112968021 鴎外全集 翻訳篇  第3巻 森  林太郎‖訳 I918.6/ﾓ/3 岩波書店
本 0112968030 鴎外全集 翻訳篇  第4巻 森  林太郎‖訳 I918.6/ﾓ/4 岩波書店
本 0112968049 鴎外全集 翻訳篇  第5巻 森  林太郎‖訳 I918.6/ﾓ/5 岩波書店
本 0112968058 鴎外全集 翻訳篇  第6巻 森  林太郎‖訳 I918.6/ﾓ/6 岩波書店
本 0112968067 鴎外全集 翻訳篇  第7巻 森  林太郎‖訳 I918.6/ﾓ/7 岩波書店
本 0112968076 鴎外全集 翻訳篇  第8巻 森  林太郎‖訳 I918.6/ﾓ/8 岩波書店
本 0112968085 鴎外全集 翻訳篇  第9巻 森  林太郎‖訳 I918.6/ﾓ/9 岩波書店
本 0112968094 鴎外全集 翻訳篇  第10巻 森  林太郎‖訳 I918.6/ﾓ/1 岩波書店
本 0112968101 鴎外全集 翻訳篇  第11巻 森  林太郎‖訳 I918.6/ﾓ/1 岩波書店
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本 0112968110 鴎外全集 翻訳篇  第12巻 森  林太郎‖訳 I918.6/ﾓ/1 岩波書店
本 0112968129 鴎外全集 翻訳篇  第13巻 森  林太郎‖訳 I918.6/ﾓ/1 岩波書店
本 0112957596 山村暮鳥全集 第1巻 山村  暮鳥‖著 I918.6/ﾔ 弥生書房
本 0112957319 山本有三全集 山本  有三‖著 I918.6/ﾔ 改造社
本 0112956542 保田与重郎全集 第18巻 保田  与重郎‖著 I918.6/ﾔ 講談社
本 0112956463 八雲 第1輯 川端  康成‖[ほか]編輯 I918.6/ﾔ/1 小山書店
本 0112956472 八雲 第2輯 川端  康成‖[ほか]編輯 I918.6/ﾔ/2 小山書店
本 0112348013 牧水全集 第1巻 若山 牧水‖著 I918.6/ﾜ/1 改造社
本 0112348022 牧水全集 第2巻 若山 牧水‖著 I918.6/ﾜ/2 改造社
本 0112348031 牧水全集 第3巻 若山 牧水‖著 I918.6/ﾜ/3 改造社
本 0112348040 牧水全集 第4巻 若山 牧水‖著 I918.6/ﾜ/4 改造社
本 0112348059 牧水全集 第5巻 若山 牧水‖著 I918.6/ﾜ/5 改造社
本 0112349414 牧水全集 第6巻 若山 牧水‖著 I918.6/ﾜ/6 改造社
本 0112349423 牧水全集 第7巻 若山 牧水‖著 I918.6/ﾜ/7 改造社
本 0112348068 牧水全集 第8巻 若山 牧水‖著 I918.6/ﾜ/8 改造社
本 0112348077 牧水全集 第9巻 若山 牧水‖著 I918.6/ﾜ/9 改造社
本 0112349432 牧水全集 第10巻 若山 牧水‖著 I918.6/ﾜ/1 改造社
本 0112348086 牧水全集 第11巻 若山 牧水‖著 I918.6/ﾜ/1 改造社
本 0112348095 牧水全集 第12巻 若山 牧水‖著 I918.6/ﾜ/1 改造社
本 0112343857 小波お伽全集 第2巻 巌谷 季雄‖著 I918/ｲ/2 小波お伽全集刊行会
本 0112343866 小波お伽全集 第3巻 巌谷 季雄‖著 I918/ｲ/3 小波お伽全集刊行会
本 0112343875 小波お伽全集 第4巻 巌谷 季雄‖著 I918/ｲ/4 小波お伽全集刊行会
本 0112343884 小波お伽全集 第5巻 巌谷 季雄‖著 I918/ｲ/5 小波お伽全集刊行会
本 0112343893 小波お伽全集 第6巻 巌谷 季雄‖著 I918/ｲ/6 小波お伽全集刊行会
本 0112343900 小波お伽全集 第7巻 巌谷 季雄‖著 I918/ｲ/7 小波お伽全集刊行会
本 0112343919 小波お伽全集 第8巻 巌谷 季雄‖著 I918/ｲ/8 小波お伽全集刊行会
本 0112343928 小波お伽全集 第9巻 巌谷 季雄‖著 I918/ｲ/9 小波お伽全集刊行会
本 0112343937 小波お伽全集 第10巻 巌谷 季雄‖著 I918/ｲ/10 小波お伽全集刊行会
本 0112343946 小波お伽全集 第11巻 巌谷 季雄‖著 I918/ｲ/11 小波お伽全集刊行会
本 0112343955 小波お伽全集 第12巻 巌谷 季雄‖著 I918/ｲ/12 小波お伽全集刊行会
本 0112352953 鑑賞 日本古典文学 第28巻 I918/ｶ/28 角川書店
本 0112353079 古典日本文学全集 16 I918/ｺ/16 筑摩書房
本 0112353603 古典日本文学全集 21 I918/ｺ/21 筑摩書房
本 0112359215 古典日本文学全集 34 I918/ｺ/34 筑摩書房
本 0112367037 日本の古典 11 I918/ﾆ/11 河出書房新社
本 0112368410 日本古典文学大系 1 I918/ﾆ/1 岩波書店
本 0112368429 日本古典文学大系 2 I918/ﾆ/2 岩波書店
本 0112368438 日本古典文学大系 3 I918/ﾆ/3 岩波書店
本 0112368447 日本古典文学大系 4 I918/ﾆ/4 岩波書店
本 0112368456 日本古典文学大系 5 I918/ﾆ/5 岩波書店
本 0112368465 日本古典文学大系 6 I918/ﾆ/6 岩波書店
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本 0112368474 日本古典文学大系 7 I918/ﾆ/7 岩波書店
本 0112368483 日本古典文学大系 8 I918/ﾆ/8 岩波書店
本 0112368492 日本古典文学大系 9 I918/ﾆ/9 岩波書店
本 0112368508 日本古典文学大系 10 I918/ﾆ/10 岩波書店
本 0112368517 日本古典文学大系 11 I918/ﾆ/11 岩波書店
本 0112368526 日本古典文学大系 12 I918/ﾆ/12 岩波書店
本 0112368535 日本古典文学大系 13 I918/ﾆ/13 岩波書店
本 0112368544 日本古典文学大系 14 I918/ﾆ/14 岩波書店
本 0112368553 日本古典文学大系 15 I918/ﾆ/15 岩波書店
本 0112368562 日本古典文学大系 16 I918/ﾆ/16 岩波書店
本 0112368571 日本古典文学大系 17 I918/ﾆ/17 岩波書店
本 0112368580 日本古典文学大系 18 I918/ﾆ/18 岩波書店
本 0112368599 日本古典文学大系 19 I918/ﾆ/19 岩波書店
本 0112368606 日本古典文学大系 20 I918/ﾆ/20 岩波書店
本 0112368615 日本古典文学大系 21 I918/ﾆ/21 岩波書店
本 0112368624 日本古典文学大系 22 I918/ﾆ/22 岩波書店
本 0112368633 日本古典文学大系 23 I918/ﾆ/23 岩波書店
本 0112368642 日本古典文学大系 24 I918/ﾆ/24 岩波書店
本 0112368651 日本古典文学大系 25 I918/ﾆ/25 岩波書店
本 0112368660 日本古典文学大系 26 I918/ﾆ/26 岩波書店
本 0112368679 日本古典文学大系 27 I918/ﾆ/27 岩波書店
本 0112368688 日本古典文学大系 28 I918/ﾆ/28 岩波書店
本 0112368697 日本古典文学大系 29 I918/ﾆ/29 岩波書店
本 0112368704 日本古典文学大系 30 I918/ﾆ/30 岩波書店
本 0112368713 日本古典文学大系 31 I918/ﾆ/31 岩波書店
本 0112368722 日本古典文学大系 32 I918/ﾆ/32 岩波書店
本 0112368731 日本古典文学大系 33 I918/ﾆ/33 岩波書店
本 0112368740 日本古典文学大系 34 I918/ﾆ/34 岩波書店
本 0112368759 日本古典文学大系 35 I918/ﾆ/35 岩波書店
本 0112368768 日本古典文学大系 36 I918/ﾆ/36 岩波書店
本 0112368777 日本古典文学大系 37 I918/ﾆ/37 岩波書店
本 0112368786 日本古典文学大系 38 I918/ﾆ/38 岩波書店
本 0112368795 日本古典文学大系 39 I918/ﾆ/39 岩波書店
本 0112368802 日本古典文学大系 40 I918/ﾆ/40 岩波書店
本 0112368811 日本古典文学大系 41 I918/ﾆ/41 岩波書店
本 0112368820 日本古典文学大系 42 I918/ﾆ/42 岩波書店
本 0112368839 日本古典文学大系 43 I918/ﾆ/43 岩波書店
本 0112368848 日本古典文学大系 44 I918/ﾆ/44 岩波書店
本 0112368857 日本古典文学大系 45 I918/ﾆ/45 岩波書店
本 0112368866 日本古典文学大系 46 I918/ﾆ/46 岩波書店
本 0112368875 日本古典文学大系 47 I918/ﾆ/47 岩波書店
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本 0112368884 日本古典文学大系 48 I918/ﾆ/48 岩波書店
本 0112368893 日本古典文学大系 49 I918/ﾆ/49 岩波書店
本 0112368900 日本古典文学大系 50 I918/ﾆ/50 岩波書店
本 0112368919 日本古典文学大系 51 I918/ﾆ/51 岩波書店
本 0112368928 日本古典文学大系 52 I918/ﾆ/52 岩波書店
本 0112368937 日本古典文学大系 53 I918/ﾆ/53 岩波書店
本 0112368946 日本古典文学大系 54 I918/ﾆ/54 岩波書店
本 0112368955 日本古典文学大系 55 I918/ﾆ/55 岩波書店
本 0112368964 日本古典文学大系 56 I918/ﾆ/56 岩波書店
本 0112368973 日本古典文学大系 57 I918/ﾆ/57 岩波書店
本 0112368982 日本古典文学大系 58 I918/ﾆ/58 岩波書店
本 0112368991 日本古典文学大系 59 I918/ﾆ/59 岩波書店
本 0112369008 日本古典文学大系 60 I918/ﾆ/60 岩波書店
本 0112369017 日本古典文学大系 61 I918/ﾆ/61 岩波書店
本 0112369026 日本古典文学大系 62 I918/ﾆ/62 岩波書店
本 0112369035 日本古典文学大系 63 I918/ﾆ/63 岩波書店
本 0112369044 日本古典文学大系 64 I918/ﾆ/64 岩波書店
本 0112369053 日本古典文学大系 65 I918/ﾆ/65 岩波書店
本 0112369062 日本古典文学大系 66 I918/ﾆ/66 岩波書店
本 0112369071 日本古典文学大系 67 I918/ﾆ/67 岩波書店
本 0112369080 日本古典文学大系 68 I918/ﾆ/68 岩波書店
本 0112369099 日本古典文学大系 69 I918/ﾆ/69 岩波書店
本 0112369106 日本古典文学大系 70 I918/ﾆ/70 岩波書店
本 0112369115 日本古典文学大系 71 I918/ﾆ/71 岩波書店
本 0112369124 日本古典文学大系 72 I918/ﾆ/72 岩波書店
本 0112369133 日本古典文学大系 73 I918/ﾆ/73 岩波書店
本 0112369142 日本古典文学大系 74 I918/ﾆ/74 岩波書店
本 0112369151 日本古典文学大系 75 I918/ﾆ/75 岩波書店
本 0112369160 日本古典文学大系 76 I918/ﾆ/76 岩波書店
本 0112369179 日本古典文学大系 77 I918/ﾆ/77 岩波書店
本 0112369188 日本古典文学大系 78 I918/ﾆ/78 岩波書店
本 0112369197 日本古典文学大系 79 I918/ﾆ/79 岩波書店
本 0112369204 日本古典文学大系 80 I918/ﾆ/80 岩波書店
本 0112369213 日本古典文学大系 81 I918/ﾆ/81 岩波書店
本 0112369222 日本古典文学大系 82 I918/ﾆ/82 岩波書店
本 0112369231 日本古典文学大系 83 I918/ﾆ/83 岩波書店
本 0112369240 日本古典文学大系 84 I918/ﾆ/84 岩波書店
本 0112369259 日本古典文学大系 85 I918/ﾆ/85 岩波書店
本 0112369268 日本古典文学大系 86 I918/ﾆ/86 岩波書店
本 0112369277 日本古典文学大系 87 I918/ﾆ/87 岩波書店
本 0112369286 日本古典文学大系 88 I918/ﾆ/88 岩波書店
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本 0112369295 日本古典文学大系 89 I918/ﾆ/89 岩波書店
本 0112369302 日本古典文学大系 90 I918/ﾆ/90 岩波書店
本 0112369311 日本古典文学大系 91 I918/ﾆ/91 岩波書店
本 0112369320 日本古典文学大系 92 I918/ﾆ/92 岩波書店
本 0112369339 日本古典文学大系 93 I918/ﾆ/93 岩波書店
本 0112369348 日本古典文学大系 94 I918/ﾆ/94 岩波書店
本 0112369357 日本古典文学大系 95 I918/ﾆ/95 岩波書店
本 0112369366 日本古典文学大系 96 I918/ﾆ/96 岩波書店
本 0112369375 日本古典文学大系 97 I918/ﾆ/97 岩波書店
本 0112369384 日本古典文学大系 98 I918/ﾆ/98 岩波書店
本 0112369393 日本古典文学大系 99 I918/ﾆ/99 岩波書店
本 0112369400 日本古典文学大系 100 I918/ﾆ/100 岩波書店
本 0112369419 日本古典文学大系 別巻[1] I918/ﾆ/別1 岩波書店
本 0112369428 日本古典文学大系 別巻[2] I918/ﾆ/別2 岩波書店
本 0112351240 新日本古典文学大系 80 佐竹 昭広‖[ほか]編集委員 I918/ｼ/80 岩波書店
本 0112339924 正岡子規全集 第1巻 正岡 子規‖著 I918/ﾏ/1 改造社
本 0112339933 正岡子規全集 第2巻 正岡 子規‖著 I918/ﾏ/2 改造社
本 0112339942 正岡子規全集 第3巻 正岡 子規‖著 I918/ﾏ/3 改造社
本 0112339951 正岡子規全集 第4巻 正岡 子規‖著 I918/ﾏ/4 改造社
本 0112339960 正岡子規全集 第5巻 正岡 子規‖著 I918/ﾏ/5 改造社
本 0112333653 一休 富士 正晴‖[著] I919.4/ｲ 筑摩書房
本 0112356968 下谷叢話 永井 荷風‖著 I919.5/ﾅ 富山房
本 0112358127 詩人の庭 中村 真一郎‖[著] I919.5/ﾅ 集英社
本 0112976735 江戸後期の詩人たち 富士川  英郎‖著 I919.5/ﾌ 麦書房
本 0113014924 日本楽府物語  詠史 福山  天蔭‖著 I919.5/ﾌ 東白堂書房
本 0112962465 良寛詩集 [良寛‖著] 東郷  豊治‖編著 I919.5/ﾘ 創元社
本 0112960671 良寛の詩境 星野  清蔵‖著 I919.5/ﾘ 弥生書房
本 0112960555 良寛の詩境 続 星野  清蔵‖鑚仰 I919.5/ﾘ 東晃社
本 0112998221 日本漢文学史 岡田  正之‖著 I919/ｵ 共立社書店
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