
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】：900～910.9
【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 0112964196 詩について ヴァレリイ‖著 佐藤  正彰‖訳 I901.1/ｳﾞ 創元社
本 0112964123 詩と友情 片山  敏彦‖著 I901.1/ｶ 三笠書房
本 0112358868 詩論 竹内  勝太郎‖著 I901.1/ﾀ 石書房
本 0112964221 詩のありか 寺田  透‖著 I901.1/ﾃ 思潮社
本 0112953652 詩のこころ 西脇  順三郎‖著 山本  健吉‖著 I901.1/ﾆ 日本ソノ書房
本 0112964230 詩の原理 萩原  朔太郎‖著 I901.1/ﾊ 第一書房
本 0113011632 現代の詩心 深瀬  基寛‖著 I901.1/ﾌ 筑摩書房
本 0112366653 二都詩問 福原 麟太郎‖著 吉川 幸次郎‖著 I901.1/ﾌ 新潮社
本 0112950646 詩論集 ポウ‖[著] 益田  道三‖訳 I901.1/ﾎﾟ 岩波書店
本 0112357002 詩と永遠 吉川 幸次郎‖著 梅原 猛‖著 I901.1/ﾖ 雄渾社
本 0112357011 詩的体験 ロオラン・ド・ルネヴイル‖著 大島 I901.1/ﾙ 文明社
本 0112960813 ラシーヌとシェイクスピア スタンダール‖[著] 佐藤  正彰‖訳 I901.2/ｽ 青木書店
本 0112353970 台詞の風景 別役 実‖著 I901.2/ﾍﾞ 白水社
本 0112966078 小説の美学 アルベール  ティボーデ‖著 生島  I901.3/ﾃ 白水社
本 0113015638 西洋文学の日本発見 E・マイナー‖著 深瀬  基寛,村上  I901.9/ﾏ 筑摩書房
本 0112950600 文学の理論 ルネ  ウェレック‖[著] オースティ I901/ｳ 筑摩書房
本 0112339121 文学論 ヴァレリイ‖[著] 堀口 大学‖訳 I901/ｳﾞ 第一書房
本 0112950129 文芸研究 太宰  施門‖著 I901/ﾀﾞ 千歳書房
本 0112960751 生命の文学 松浦  一‖著 I901/ﾏ 東京宝文館
本 0112951823 文学史方法論 三木  清‖著 I901/ﾐ 岩波書店
本 0112951743 文学が文学でなくなる時 吉田  健一‖[著] I901/ﾖ 集英社
本 0112961741 西洋文学論考 新関  良三‖著 I902.2/ﾆ 愛宕書房
本 0112976502 古典学入門 池田  亀鑑‖著 I902/ｲ 岩波書店
本 0112952653 世界文学物語 第2巻 ガン‖著 山元  都星雄‖訳編 I902/ｶﾞ 白揚社
本 0112355193 作家論 小林 秀雄‖著 I902/ｺ 民友社
本 0113012472 ルネサンス ウオルタ・ペータ‖著 佐久間  政一 I902/ﾍﾟ 春秋社
本 0112997062 日本文学案内 菊池  寛‖著 I904.9/ｷ モダン日本社
本 0112358804 藻風小品 竹友  藻風‖著 I904.9/ﾀ 積善館
本 0112972551 文学語録 アラン‖[著] 片山  敏彦‖訳 I904/ｱ 創元社
本 0112952635 世界文化と日本文化 阿部  次郎‖著 I904/ｱ 岩波書店
本 0112358467 新文学の想念 岩上 順一‖著 I904/ｲ 昭森社
本 0112359787 1946 加藤  周一‖[ほか]著 I904/ｶ 真善美社
本 0112991200 言葉と人間 加藤  周一‖著 I904/ｶ 朝日新聞社
本 0112964070 詩と哲学の間 唐木  順三‖著 I904/ｶ 創文社
本 0112964089 詩とデカダンス 唐木  順三‖著 I904/ｶ 創文社
本 0112979705 心の遍歴 片山  敏彦‖著 I904/ｶ 中央公論社
本 0113013140 芸林間歩 木下  杢太郎‖著 I904/ｷ 岩波書店
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2014/04/10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 0112356566 フランス的ということ 桑原 武夫‖著 I904/ｸ 岩波書店
本 0112356977 事実と創作 桑原 武夫‖著 I904/ｸ 創元社
本 0112982504 英雄と詩人 グンドルフ‖著 橘  忠衛‖訳 I904/ｸﾞ 桜井書店
本 0112958354 人と作品 小宮  豊隆‖著 I904/ｺ 小山書店
本 0112356931 私小説論 小林 秀雄‖著 I904/ｺ 作品社
本 0112955605 むささびの冊子 佐藤  春夫‖著 I904/ｻ 人文書院
本 0112357869 文芸評論 アンドレ・ジィド‖[著] 佐藤 正彰 I904/ｼﾞ 芝書店
本 0112358136 詩人の館 高橋 英夫‖著 I904/ﾀ 青土社
本 0112359750 文学序説 土居  光知‖著 I904/ﾄﾞ 岩波書店
本 0112950110 文芸と共に 中島  健蔵‖著 I904/ﾅ 青木書店
本 0112357556 批評と信仰 西村 孝次‖著 I904/ﾆ 文林堂双魚房
本 0113014595 古典の親衛隊 芳賀  檀‖著 I904/ﾊ 冨山房
本 0112950156 文芸復興 林  達夫‖著 I904/ﾊ 小山書店
本 0112951146 神韻の文学 蓮田  善明‖著 I904/ﾊ 一条書房
本 0112951805 文学の世界 福原  麟太郎‖著 I904/ﾌ 河出書房
本 0112351865 彷徨の祝祭 白井健三郎古稀記念論文集編集委員 I904/ﾎ 朝日出版社
本 0112950076 文学論攷 本間  久雄‖著 I904/ﾎ 東京堂書店
本 0112951770 文学にみる人生論 本多  顕彰‖著 I904/ﾎ 新潮社
本 0112950593 文学の白光 松浦  一‖著 I904/ﾏ 大日本図書
本 0112364405 途上 矢野 峰人‖著 I904/ﾔ 国立書院
本 0112965471 清虚の事 吉川  幸次郎‖著 I904/ﾖ 朝日新聞社
本 0112357048 詩と愛と実存 吉満 義彦‖著 I904/ﾖ 角川書店
本 0112976931 海表集 日夏  耿之介‖訳 I908.1/ｶ 野田書房
本 0112952724 世界名詩集 1 I908.1/ｾ/1 平凡社
本 0113002544 人間の声 1 H  W  ベーア‖編集 高橋  健二‖訳 I908.6/ﾆ/1 河出書房新社
本 0113002624 人間の声 2 H  W  ベーア‖編集 高橋  健二‖訳 I908.6/ﾆ/2 河出書房新社
本 0112952662 世界文豪読本 ロレンス篇 [ロレンス‖著] 伊藤  整‖訳著 I908.8/ｾ 第一書房
本 0112352490 世界文学大系 18 I908/ｾ/18 筑摩書房
本 0113002269 世界文学大系 23 I908/ｾ/23 筑摩書房
本 0113002278 世界文学大系 24 I908/ｾ/24 筑摩書房
本 0112365850 七日目の読物 トルストイ‖編 八住 利雄‖訳 I908/ﾅ
本 0112333190 日本文芸の様式 岡崎  義恵‖著 I910.1/ｵ 岩波書店
本 0112964819 写生説の研究 北住  敏夫‖著 I910.1/ｷ 角川書店
本 0113016076 有島武郎論 安川  定男‖著 I910.2/ｱ 明治書院
本 0112971712 芥川竜之介 宇野  浩二‖著 I910.2/ｱ 文芸春秋新社
本 0112971669 芥川竜之介 山岸  外史‖著 I910.2/ｱ ぐろりあ・そさえて
本 0112956230 明治文学史考 浅野  晃‖著 I910.2/ｱ 万里閣
本 0113012150 石川淳 井澤  義雄‖著 I910.2/ｲ 弥生書房
本 0112355148 作家の肖像 稲垣 達郎‖著 I910.2/ｲ 大観堂
本 0112973961 伊藤左千夫研究 永塚  功‖著 I910.2/ｲ 桜楓社
本 0112954214 歴史文学論 岩上  順一‖著 I910.2/ｲ 中央公論社
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2014/04/10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 0112347210 啄木とロシア 吉田 孤羊‖著 I910.2/ｲ 洋々社
本 0112973925 伊藤左千夫 斎藤  茂吉‖著 I910.2/ｲ 中央公論社
本 0112976511 古典考究 記紀篇 石井  庄司‖著 I910.2/ｲ 第一書房
本 0112976520 古典考究 万葉篇 石井  庄司‖著 I910.2/ｲ 八雲書店
本 0112339675 中世草庵の文学 石田 吉貞‖著 I910.2/ｲ 河出書房
本 0112976593 古典文学論 池田  亀鑑‖著 I910.2/ｲ 第一書房
本 0112973943 伊藤左千夫 土屋  文明‖著 I910.2/ｲ 白玉書房
本 0112950389 平安朝文学史 上巻 五十嵐  力‖著 I910.2/ｲ/1 東京堂
本 0112950398 平安朝文学史 下巻 五十嵐  力‖著 I910.2/ｲ/2 東京堂
本 0112359796 文学的散歩 宇野  浩二‖著 I910.2/ｳ 改造社
本 0112953634 文学の三十年 宇野  浩二‖著 I910.2/ｳ 中央公論社
本 0112997080 小さい国文学史 植松  安‖著 I910.2/ｳ 広文堂書店
本 0112956640 明治の作家 内田  魯庵‖著 柳田  泉‖編 I910.2/ｳ 筑摩書房
本 0112962321 わが文学半生記 [正] 江口  渙‖著 I910.2/ｴ 青木書店
本 0112976441 古典と作家 岡  一男‖著 I910.2/ｵ 文林堂双魚房
本 0112339540 中世のこころ 桶谷 秀昭‖[著] I910.2/ｵ 小沢書店
本 0112981284 折口信夫坐談 戸板  康二‖[著] I910.2/ｵ 中央公論社
本 0112983317 折口信夫と信濃 今井  武志‖著 信濃毎日新聞社開発 I910.2/ｵ 信濃毎日新聞社
本 0112332725 日本古典学の伝統 小沢 栄一‖著 I910.2/ｵ ふたら書房
本 0112981499 大仏次郎-その精神の冒険 村上  光彦‖[著] I910.2/ｵ 朝日新聞社
本 0112981346 折口信夫とその人生 塚崎  進‖著 I910.2/ｵ 桜楓社出版
本 0112981603 大田南畝 浜田  義一郎‖著 I910.2/ｵ 吉川弘文館
本 0112978591 川端康成・美と伝統 吉村  貞司‖著 I910.2/ｶ 学芸書林
本 0112950511 万葉と鹿持雅澄の生涯 松沢  卓郎‖著 I910.2/ｶ 泰山房
本 0112955678 無用者の系譜 唐木  順三‖著 I910.2/ｶ 筑摩書房
本 0112339595 中世の文学 唐木 順三‖著 I910.2/ｶ 筑摩書房
本 0112333939 日本人の心の歴史補遺 唐木 順三‖著 I910.2/ｶ 筑摩書房
本 0112985609 鹿持雅澄 尾形  裕康‖著 I910.2/ｶ 中央公論社
本 0112975950 鴨長明 富倉  徳次郎‖著 I910.2/ｶ 青梧堂
本 0112356245 小林秀雄をこえて 柄谷 行人‖著 中上 健次‖著 I910.2/ｶ 河出書房新社
本 0112975969 鴨長明 蓮田  善明‖著 I910.2/ｶ 八雲書林
本 0112964481 清少納言伝記攷 岸上  慎二‖著 I910.2/ｷ 畝傍書房
本 0112980962 岸田国士論 渡辺  一民‖著 I910.2/ｷ 岩波書店
本 0112352908 魔の宴 木村 艸太‖著 I910.2/ｷ 朝日新聞社
本 0112978047 久保田万太郎 戸板  康二‖著 I910.2/ｸ 文芸春秋
本 0112978056 久保田万太郎回想 佐藤  朔‖[ほか]編 I910.2/ｸ 中央公論社
本 0112961340 露伴の魔 塩谷  賛‖著 I910.2/ｺ 角川書店
本 0112978911 小林秀雄論 亀井  秀雄‖著 I910.2/ｺ 塙書房
本 0112979368 小林秀雄 江藤  淳‖著 I910.2/ｺ 講談社
本 0112975273 幸田露伴 斎藤  茂吉‖著 I910.2/ｺ 洗心書林
本 0112962330 わが文芸談 小泉  信三‖著 I910.2/ｺ 新潮社
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2014/04/10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 0112962090 わが古典鑑賞 小島 政二郎‖著 I910.2/ｺ 筑摩書房
本 0112337016 晩年の父 小堀  杏奴‖著 I910.2/ｺ 岩波書店
本 0112961368 露伴清談 小林  栄子‖編著 I910.2/ｺ 鬼怒書房
本 0112978840 幸田露伴 柳田  泉‖著 I910.2/ｺ 中央公論社
本 0112333225 日本文藝史 1 小西 甚一‖著 I910.2/ｺ/1 講談社
本 0112956775 明治文学の片影 佐佐木 信綱‖著 I910.2/ｻ 中央公論社
本 0112977976 クラクラ日記 坂口  三千代‖著 I910.2/ｻ 筑摩書房
本 0112359938 万葉びとの憧憬 桜井  満‖[著] I910.2/ｻ 桜楓社
本 0112350599 近代日本文学研究大正文学作家論 上巻 佐藤 春夫‖編纂 宇野 浩二‖編纂 I910.2/ｻ/1 小学館
本 0112353382 近代日本文学研究大正文学作家論 下巻 佐藤 春夫‖編纂 宇野 浩二‖編纂 I910.2/ｻ/2 小学館
本 0112350438 近代日本文学研究明治文学作家論 上巻 佐藤 春夫‖編纂 宇野 浩二‖編纂 I910.2/ｻ/1 小学館
本 0112350447 近代日本文学研究明治文学作家論 下巻 佐藤  春夫‖編纂 宇野  浩二‖編纂 I910.2/ｻ/2 小学館
本 0112964659 島崎藤村 伊藤  信吉‖著 I910.2/ｼ 和田堀書店
本 0112976496 古典の伝統 塩田  良平‖著 I910.2/ｼ 育英書院
本 0112953554 志賀直哉との対話 今村  太平‖著 I910.2/ｼ 筑摩書房
本 0112351348 上代日本文学講座 第1巻 I910.2/ｼﾞ/ 春陽堂
本 0112352409 上代日本文学講座 第2巻 I910.2/ｼﾞ/ 春陽堂
本 0112351357 上代日本文学講座 第3巻 I910.2/ｼﾞ/ 春陽堂
本 0112351366 上代日本文学講座 第4巻 I910.2/ｼﾞ/ 春陽堂
本 0112351375 上代日本文学講座 第5巻 I910.2/ｼﾞ/ 春陽堂書店
本 0112351963 水晶の死 立松 和平‖編 I910.2/ｽ 鈴木出版
本 0113002866 人情話  松太郎 高峰  秀子‖著 I910.2/ﾀ 潮出版社
本 0112333314 日本文学の環境 高木  市之助‖著 I910.2/ﾀ 河出書房
本 0112354390 谷崎潤一郎 辰野 隆‖著 I910.2/ﾀ イヴニングスター社
本 0112976478 古典の精神 武田  祐吉‖著 I910.2/ﾀ 創元社
本 0112955801 上代国文学の研究 武田  祐吉‖著 I910.2/ﾀ 博文館
本 0112951084 上代日本文学史 武田  祐吉‖著 I910.2/ﾀ 博文館
本 0112976450 古典の恩愛 武田  祐吉‖著 I910.2/ﾀ 明治書院
本 0113002768 人間坪内逍遥 河竹  繁俊‖著 I910.2/ﾂ 新樹社
本 0112361569 寺田寅彦 太田 文平‖著 I910.2/ﾃ 新潮社
本 0112362951 道元と世阿弥 西尾 実‖[著] I910.2/ﾄﾞ 岩波書店
本 0112973658 一座建立 稲森  道三郎‖著 I910.2/ﾅ 六興出版
本 0112971115 荷風思出草 永井  荷風‖著 I910.2/ﾅ 毎日新聞社
本 0112976575 古典文学の伝統 永積  安明‖著 I910.2/ﾅ 法政大学出版局
本 0112339728 中世文学論 鎌倉時代篇 永積 安明‖著 I910.2/ﾅ 日本評論社
本 0112365066 永井荷風 吉田 精一‖著 I910.2/ﾅ 八雲書店
本 0112365379 長塚節研究 山根 巴‖著 I910.2/ﾅ 教育出版センター
本 0112365342 長塚節素描 若杉 慧‖[著] I910.2/ﾅ 講談社
本 0112967781 考証  永井荷風 秋庭  太郎‖著 I910.2/ﾅ 岩波書店
本 0112336990 漱石の芸術 小宮 豊隆‖[著] I910.2/ﾅ 岩波書店
本 0112365789 夏目漱石 小宮 豊隆‖著 I910.2/ﾅ 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 0112346202 昭和文学の陥穽 中山 和子‖著 I910.2/ﾅ 武蔵野書房
本 0112351712 文学的感覚 中村 真一郎‖著 I910.2/ﾅ 弘文堂
本 0112365609 中野重治と私たち 中野重治研究会‖編 I910.2/ﾅ 武蔵野書房
本 0112364940 長塚節の人間と芸術 長塚節研究会‖編著 I910.2/ﾅ 教育出版センター
本 0112962125 わが心の遍歴 長与  善郎‖著 I910.2/ﾅ 筑摩書房
本 0112971124 荷風文学 日夏  耿之介‖著 I910.2/ﾅ 三笠書房
本 0112365592 中野重治論 満田 郁夫‖著 I910.2/ﾅ 新生社
本 0112365360 長塚節研究 上 齋藤 茂吉‖編 I910.2/ﾅ/1 筑摩書房
本 0112365351 長塚節研究 下 齋藤 茂吉‖編 I910.2/ﾅ/2 筑摩書房
本 0112334812 日本浪曼派とはなにか I910.2/ﾆ 雄松堂書店
本 0112333305 日本文学の古典 西郷  信綱‖[ほか]著 I910.2/ﾆ 岩波書店
本 0112955990 無常観の系譜 西田  正好‖著 I910.2/ﾆ 桜楓社
本 0112339684 中世的なものとその展開 西尾 実‖著 I910.2/ﾆ 岩波書店
本 0112366699 校註日本文学類従 [1] 佐佐木 信綱‖[ほか]共編 I910.2/ﾆ/1 博文館
本 0112353541 戦後派作家は語る 古林 尚‖聞き手 野間 宏‖[ほか]著 I910.2/ﾉ 筑摩書房
本 0112961037 樋口一葉 塩田  良平‖著 I910.2/ﾋ 明治書院
本 0112352392 上代日本文学の研究 久松 潜一‖著 I910.2/ﾋ 至文堂
本 0112338998 輓近三代文学品題 日夏 耿之介‖著 I910.2/ﾋ 実業之日本社
本 0112951814 文学界前後 平田  禿木‖著 I910.2/ﾋ 四方木書房
本 0112973783 一葉の日記 和田  芳恵‖著 I910.2/ﾋ 筑摩書房
本 0112957550 山の文学紀行 福田  宏年‖著 I910.2/ﾌ 朋文堂
本 0113011712 堀  辰雄(人と作品) 丸岡  明‖著 I910.2/ﾎ 四季社
本 0112951752 文学と美術 本間  久雄‖著 I910.2/ﾎ 東京堂
本 0112952387 子規の文学精神 結城  健三‖著 I910.2/ﾏ 葦牙書房
本 0112359091 正宗白鳥 後藤  亮‖著 I910.2/ﾏ 思潮社
本 0112986341 蒲原有明論考 松村  緑‖著 I910.2/ﾏ 明治書院
本 0112356030 建部綾足研究序説 松尾  勝郎‖著 I910.2/ﾏ 桜楓社
本 0112355200 作家論 1 正宗 白鳥‖著 I910.2/ﾏ 創元社
本 0112346890 三島由紀夫 いいだ もも‖著 I910.2/ﾐ 都市出版社
本 0112346881 三島由紀夫 死と真実 ヘンリー・スコット=ストークス‖著 I910.2/ﾐ ダイヤモンド社
本 0112956310 宮沢賢治素描 関  登久也‖著 I910.2/ﾐ 協栄出版社
本 0112956301 宮沢賢治 佐藤  隆房‖著 I910.2/ﾐ 富山房
本 0112347096 三島由紀夫 三枝 康高‖編 I910.2/ﾐ 有信堂高文社
本 0112956347 宮沢賢治覚え書 小田  邦雄‖著 I910.2/ﾐ 弘学社
本 0112955641 明治文学の潮流 水野  葉舟‖著 I910.2/ﾐ 紀元社
本 0112353266 宮沢賢治 赤祖父 哲二‖著 I910.2/ﾐ 六興出版
本 0112956338 宮沢賢治研究 草野  心平‖編 I910.2/ﾐ 十字屋書店
本 0112347078 三島由紀夫 村松 剛‖著 I910.2/ﾐ 文芸春秋
本 0112347130 三島由紀夫 長谷川 泉‖編集解説 I910.2/ﾐ 至文堂
本 0112968174 鴎外論稿 伊藤  至郎‖著 I910.2/ﾓ 光書房
本 0112956098 森鴎外研究 河村  敬吉‖編 I910.2/ﾓ 長谷川書店
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本 0112956105 森鴎外小論 岸田  美子‖著 I910.2/ﾓ 至文堂
本 0112957747 森鴎外 高橋  義孝‖著 I910.2/ﾓ 雄山閣
本 0112968138 鴎外 山崎  正和‖著 I910.2/ﾓ 河出書房新社
本 0112975415 軍医森鴎外 山田  弘倫‖著 I910.2/ﾓ 文松堂書店
本 0112956061 森鴎外の系族 小金井  喜美子‖著 I910.2/ﾓ 大岡山書店
本 0112957738 森鴎外 森  於菟‖著 I910.2/ﾓ 養徳社
本 0112976717 鴎外森林太郎 森  潤三郎‖著 I910.2/ﾓ 丸井書店
本 0112956089 森鴎外覚書 成瀬  正勝‖著 I910.2/ﾓ 万里閣
本 0112956123 鴎外箚記 沢柳  大五郎‖著 I910.2/ﾓ 十字屋書店
本 0112956070 森鴎外の人と作品 唐木  順三‖編 I910.2/ﾓ 学研
本 0112968165 鴎外文学 日夏  耿之介‖著 I910.2/ﾓ 実業之日本社
本 0112968147 鴎外と露伴 日夏  耿之介‖著 I910.2/ﾓ 創元社
本 0112956114 森鴎外伝 馬場  久治‖著 I910.2/ﾓ 黎明調社
本 0112346382 森鴎外 野田 宇太郎‖編 吉田 精一‖編 I910.2/ﾓ 筑摩書房
本 0112976600 古典論 保田  与重郎‖著 I910.2/ﾔ 大日本雄弁会講談社
本 0112976584 古典文学入門 吉田  精一‖著 I910.2/ﾖ 新潮社
本 0112958210 横光利一 古谷  綱武‖著 I910.2/ﾖ 作品社
本 0112978207 兼好法師研究 富倉  徳次郎‖著 I910.2/ﾖ 丁子屋書店
本 0112366715 点描日本文化 阿部 次郎‖著 I910.4/ｱ 角川書店
本 0112974112 異文化時代の国語と国文学 井上  英明‖著 I910.4/ｲ サイマル出版会
本 0112333289 日本文学の写実精神 岩本 堅一‖著 I910.4/ｲ 中央公論社
本 0112991353 言霊のまなび 池田  勉‖著 I910.4/ｲ 子文書房
本 0112958773 余情の文学 潁原  退蔵‖著 I910.4/ｴ 臼井書房
本 0112958559 情操の歴史 岡崎  義惠‖著 I910.4/ｵ 支倉書林
本 0112354504 美の伝統 岡崎 義惠‖著 I910.4/ｵ 弘文堂書房
本 0112955954 無常 唐木 順三‖著 I910.4/ｶ 筑摩書房
本 0112333957 日本人の心の歴史 上 唐木 順三‖著 I910.4/ｶ/1 筑摩書房
本 0112333966 日本人の心の歴史 下 唐木 順三‖著 I910.4/ｶ/2 筑摩書房
本 0112962553 忘れぬ中に 窪田  空穂‖著 I910.4/ｸ 砂子屋書房
本 0112950931 風流論 栗山  理一‖著 I910.4/ｸ 子文書房
本 0112976548 古典的感覚 栗山  理一‖著 I910.4/ｸ 星野書店
本 0112976566 古典発掘 綜合文化協会‖編 I910.4/ｺ 真善美社
本 0113013275 やまとごころ 島津  久基‖著 I910.4/ｼ 成武堂
本 0112976469 古典の細道 白洲  正子‖著 I910.4/ｼ 新潮社
本 0112985583 神・人・自然 武田  祐吉‖著 I910.4/ﾀ 八雲書林
本 0112959399 超克の美 富倉  徳次郎‖[ほか]著 I910.4/ﾄ 昭森社
本 0112333234 日本文学論纂 佐佐木博士還暦記念会‖編 I910.4/ﾆ 明治書院
本 0113002946 芳賀矢一文集 [芳賀  矢一‖著] 芳賀  檀‖編 I910.4/ﾊ 富山房
本 0112968156 鴎外の方法 蓮田  善明‖著 I910.4/ﾊ 子文書房
本 0112333243 随筆日本文学 舟橋 聖一‖著 I910.4/ﾌ 秩父書房
本 0112989339 現代文芸評論 正宗  白鳥‖著 I910.4/ﾏ 改造社
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本 0112957818 行きて帰る 山本  健吉‖[著] I910.4/ﾔ 河出書房新社
本 0112976432 古典と現代文學 山本  健吉‖著 I910.4/ﾔ 大日本雄辯會講談社
本 0112954474 戴冠詩人の御一人者 保田  与重郎‖著 I910.4/ﾔ 東京堂
本 0112955400 民族的優越感 保田  与重郎‖著 I910.4/ﾔ 道統社
本 0113001590 機織る少女 保田  与重郎‖著 I910.4/ﾔ 万里閣
本 0112357262 岡崎義恵著作集 6 岡崎 義恵‖著 I910.8/ｵ/6 宝文館
本 0112981792 風巻景次郎全集 5 風巻  景次郎‖著 北海道大学国文学 I910.8/ｶ 桜楓社
本 0112990309 国文学研究 万葉集篇 武田  祐吉‖著 I910.8/ﾀ 大岡山書店
本 0112990292 国文学研究 万葉集篇2 武田  祐吉‖著 I910.8/ﾀ 大岡山書店
本 0112333145 日本文学講座 第1巻 I910.8/ﾆ/1 新潮社
本 0112333154 日本文学講座 第2巻 I910.8/ﾆ/2 新潮社
本 0112333163 日本文学講座 第3巻 I910.8/ﾆ/3 新潮社
本 0112333172 日本文学講座 第4巻 I910.8/ﾆ/4 新潮社
本 0112333181 日本文学講座 第5巻 I910.8/ﾆ/5 新潮社
本 0112332976 日本文学講座 第1巻 I910.8/ﾆ/1 改造社
本 0112332985 日本文学講座 第2巻 I910.8/ﾆ/2 改造社
本 0112332994 日本文学講座 第3巻 I910.8/ﾆ/3 改造社
本 0112333001 日本文学講座 第4巻 I910.8/ﾆ/4 改造社
本 0112333010 日本文学講座 第5巻 I910.8/ﾆ/5 改造社
本 0112333029 日本文学講座 第6巻 I910.8/ﾆ/6 改造社
本 0112333038 日本文学講座 第7巻 I910.8/ﾆ/7 改造社
本 0112333047 日本文学講座 第8巻 I910.8/ﾆ/8 改造社
本 0112333056 日本文学講座 第9巻 I910.8/ﾆ/9 改造社
本 0112333065 日本文学講座 第10巻 I910.8/ﾆ/1 改造社
本 0112333074 日本文学講座 第11巻 I910.8/ﾆ/1 改造社
本 0112333083 日本文学講座 第12巻 I910.8/ﾆ/1 改造社
本 0112333092 日本文学講座 第13巻 I910.8/ﾆ/1 改造社
本 0112333109 日本文学講座 第14巻 I910.8/ﾆ/1 改造社
本 0112333118 日本文学講座 第15巻 I910.8/ﾆ/1 改造社
本 0112333127 日本文学講座 第16巻 I910.8/ﾆ/1 改造社
本 0112333136 日本文学講座 第17巻 I910.8/ﾆ/1 改造社
本 0112951477 日本古典鑑賞講座 第11巻 I910.8/ﾆ/1 角川書店
本 0112360677 日本古典鑑賞講座 第13巻 I910.8/ﾆ/1 角川書店
本 0112369963 日本古典読本 2 I910.8/ﾆ/2 日本評論社
本 0112960341 日本古典読本 4 I910.8/ﾆ/4 日本評論社
本 0112360695 日本古典読本 7 I910.8/ﾆ/7 日本評論社
本 0112963222 日本古典読本 9 I910.8/ﾆ/9 日本評論社
本 0112369972 日本古典読本 11 I910.8/ﾆ/1 日本評論社
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