
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】：911.3～911.9
【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 0112978243 近世の秀句 安東  次男‖著 I911.3/ｱ 読売新聞社
本 0112336927 俳句のこころ 阿波野 青畝‖著 I911.3/ｱ 角川書店
本 0112973257 石田波郷 村山  古郷‖編 清水  基吉‖編 I911.3/ｲ 永田書房
本 0113019590 いづみ句集 八木偲月女‖編 I911.3/ｲ いづみ句会
本 0112973738 一頁の俳話 五十嵐  播水‖著 I911.3/ｲ 新樹社
本 0112355353 猿蓑俳句鑑賞 伊東 月草‖著 I911.3/ｲ 古今書院
本 0112355442 山居四望 飯田 竜太‖著 I911.3/ｲ 講談社
本 0112965453 酒中花 石田 波郷‖著 I911.3/ｲ 東京美術
本 0112973248 酒中花以後 石田  波郷‖著 石田  あき子‖編 I911.3/ｲ 東京美術
本 0112952911 雪峡 飯田  蛇笏‖著 I911.3/ｲ 創元社
本 0112336963 俳句の魅力 飯田  竜太‖著 I911.3/ｲ 角川書店
本 0113017547 ふるさと  今井迪生句集 今井  勇之進‖著 I911.3/ｲ 今井  勇之進
本 0112960868 竜太  俳句教室 飯田  竜太‖[著] I911.3/ｲ 実業之日本社
本 0112953359 多佳子俳句研究 上野  隆一‖著 I911.3/ｳ 七曜俳句会
本 0112336883 俳諧精神の探究 潁原  退蔵‖著 I911.3/ｴ 秋田屋
本 0112951057 芭蕉・去来 潁原  退蔵‖著 I911.3/ｴ 創元社
本 0112950815 風雅の道 潁原  退蔵‖著 I911.3/ｴ 七丈書院
本 0112983923 尾崎放哉集 [尾崎  放哉‖著] 荻原  井泉水‖編 I911.3/ｵ 春秋社
本 0112978859 好日 大久保  九山人‖著 I911.3/ｵ 天狼俳句会
本 0112356673 自然・自己・自由 荻原 井泉水‖著 I911.3/ｵ 勁草書房
本 0112951048 芭蕉・蕪村・子規 荻原  井泉水‖著 I911.3/ｵ 元々社
本 0112352294 芭蕉を尋ねて 荻原 井泉水‖著 I911.3/ｵ/3 春秋社
本 0112352301 芭蕉巡礼 荻原 井泉水‖著 I911.3/ｵ/4 春秋社
本 0112352329 芭蕉春秋 荻原 井泉水‖著 I911.3/ｵ/6 春秋社
本 0112977672 栗めし 片岡  羊我‖著 勅使川原  良夜‖著 I911.3/ｶ 運輸通信社
本 0112973471 新編磯丸全集 [糟谷  磯丸‖著] 愛知県教育会‖編 I911.3/ｶ 育生社
本 0113017850 鬼貫俳句集 大橋  裸木‖編 I911.3/ｷ 金星堂
本 0113019215 去来抄・三冊子・旅寝論 潁原  退蔵‖校訂 I911.3/ｷ 岩波書店
本 0113017921 草笛  十六人句集 梶  豊‖編 I911.3/ｸ 大日本山林会
本 0112336375 俳諧史 栗山 理一‖著 I911.3/ｸ 塙書房
本 0112960859 流寓抄以後 久保田  万太郎‖[著] I911.3/ｸ 文芸春秋新社
本 0112977690 現代俳句大系 第14巻 I911.3/ｹﾞ/ 角川書店
本 0112978699 現代俳句大系 第3巻 I911.3/ｹﾞ/ 角川書店
本 0112973863 一茶発句集 [小林  一茶‖著] 勝峯  晋風‖校 I911.3/ｺ 古今書院
本 0113017887 紅梅  句集 木の実句会‖編 I911.3/ｺ 木の実句会
本 0112336945 俳句の世界 小西 甚一‖著 I911.3/ｺ 研究社出版
本 0112337178 俳人一茶 小林 計一郎‖著 I911.3/ｺ 角川書店
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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 0113001322 芭蕉・世阿弥・秘伝・勘 小宮  豊隆‖著 I911.3/ｺ 白日書院
本 0112955286 評釈炭俵 幸田  露伴‖著 I911.3/ｺ 岩波書店
本 0112952216 評釈冬の日 幸田  露伴‖著 I911.3/ｺ 岩波書店
本 0113019448 山茶花 齋藤  武幸‖著 I911.3/ｻ 菜根出版
本 0113019028 沙弥 獅子谷  如是‖著 I911.3/ｼ 梶田  信順
本 0112958238 誓子山脈の人々 島村  正‖著 I911.3/ｼ 古川書房
本 0112360784 手鏡 下田 実花‖著 I911.3/ｼ 琅〓洞
本 0112336847 年々去来の花 篠原 梵‖[著] I911.3/ｼ 丸ノ内出版
本 0113018804 年々去来の花  句集 別冊 篠原  梵‖著 I911.3/ｼ 丸の内出版
本 0113017716 冬菊 関  良一‖著 I911.3/ｾ [関  良一]
本 0112953135 草苑 I911.3/ｿ 大日本山林会俳壇係
本 0112974513 浮寝鳥 滝井  孝作‖著 I911.3/ﾀ 石原求竜堂
本 0112954713 山頭火を語る 荻原  井泉水‖編 伊藤  完吾‖編 I911.3/ﾀ 潮文社
本 0112960083 高浜虚子 水原  秋桜子‖著 I911.3/ﾀ 文芸春秋新社
本 0113015987 武原はん一代句集 武原  はん‖著 I911.3/ﾀ 武原舞踊研究所
本 0112355656 定本竹下しづの女句文集 竹下 しづの女‖著 香西 照雄‖編 I911.3/ﾀ 星書房
本 0112337150 俳人山頭火の生涯 大山 澄太‖著 I911.3/ﾀ 弥生書房
本 0112981970 葛衣 富岡  掬池路‖著 I911.3/ﾄ 東京美術
本 0112981024 吉右衛門句集 中村  吉右衛門‖著 I911.3/ﾅ 中央出版協会
本 0112365404 中村吉右衛門定本句集 [中村 吉右衛門‖著] 三宅 周太郎‖ I911.3/ﾅ 便利堂
本 0112333519 日本大歳時記 新年 講談社‖編集 I911.3/ﾆ/1 講談社
本 0112333476 日本大歳時記 春 講談社‖編集 I911.3/ﾆ/2 講談社
本 0112333485 日本大歳時記 夏 講談社‖編集 I911.3/ﾆ/3 講談社
本 0112333494 日本大歳時記 秋 講談社‖編集 I911.3/ﾆ/4 講談社
本 0112333500 日本大歳時記 冬 講談社‖編集 I911.3/ﾆ/5 講談社
本 0112980490 虚子と芭蕉 浜中  柑児‖著 I911.3/ﾊ 新樹社
本 0112952804 石鼎とともに 原  コウ子‖著 I911.3/ﾊ 明治書院
本 0112347185 雪像 長谷川 登美‖著 I911.3/ﾊ [長谷川登美]
本 0112976968 海星 長谷川  登美‖著 I911.3/ﾊ 牧羊社
本 0112953974 ふるさと 長谷川  素逝‖著 I911.3/ﾊ 七丈書院
本 0112358939 砲車 長谷川  素逝‖著 I911.3/ﾊ 三省堂
本 0112346248 図説俳句大歳時記 新年 角川書店‖編 I911.3/ﾊ/1 角川書店
本 0112346257 図説俳句大歳時記 春 角川書店‖編 I911.3/ﾊ/2 角川書店
本 0112346266 図説俳句大歳時記 夏 角川書店‖編 I911.3/ﾊ/3 角川書店
本 0112346275 図説俳句大歳時記 秋 角川書店‖編 I911.3/ﾊ/4 角川書店
本 0112346284 図説俳句大歳時記 冬 角川書店‖編 I911.3/ﾊ/5 角川書店
本 0113003259 芭蕉の本 1 I911.3/ﾊﾞ/ 角川書店
本 0113003268 芭蕉の本 2 I911.3/ﾊﾞ/ 角川書店
本 0112359162 芭蕉の本 3 I911.3/ﾊﾞ/ 角川書店
本 0113003277 芭蕉の本 4 I911.3/ﾊﾞ/ 角川書店
本 0113003286 芭蕉の本 5 I911.3/ﾊﾞ/ 角川書店
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本 0113003295 芭蕉の本 6 I911.3/ﾊﾞ/ 角川書店
本 0113003302 芭蕉の本 7 I911.3/ﾊﾞ/ 角川書店
本 0112951128 史話俳談 藤井  乙男‖著 I911.3/ﾌ 晃文社
本 0112977235 伎芸天 細見  綾子‖著 I911.3/ﾎ 角川書店
本 0113016557 白牡丹  句集 堀田  晴子‖著 I911.3/ﾎ 堀田  庄三
本 0112336936 俳句の表情 細見 綾子‖著 I911.3/ﾎ 求竜堂
本 0112959781 春の帯 堀田  晴子‖著 I911.3/ﾎ 堀田庄三
本 0112356913 詩人芭蕉 小島 政二郎‖著 I911.3/ﾏ 弥生書房
本 0112359171 蕉風の終着駅 杉崎  重遠‖著 I911.3/ﾏ 桜楓社
本 0112352551 旅の詩人芭蕉 中谷 孝雄‖著 I911.3/ﾏ 実業之日本社
本 0112355727 旅行く芭蕉 岡村 健三‖著 I911.3/ﾏ 天理時報社
本 0112336874 俳諧の国 山崎 喜好‖著 I911.3/ﾏ 七丈書院
本 0112337169 俳人芭蕉の研究 鈴木 重雅‖著 I911.3/ﾏ 柳原書店
本 0112337187 俳聖芭蕉 浅野 信‖著 I911.3/ﾏ 潮文閣
本 0112357191 芭蕉 山本 健吉‖著 I911.3/ﾏ 飯塚書店
本 0112354639 芭蕉 安東 次男‖著 I911.3/ﾏ 筑摩書房
本 0112359402 芭蕉 井本 農一‖著 I911.3/ﾏ 講談社
本 0113001439 芭蕉 長谷 章久‖著 I911.3/ﾏ 人物往来社
本 0112959193 芭蕉 井本  農一‖[ほか]編著 I911.3/ﾏ 三省堂
本 0112357208 芭蕉 多田 裕計‖著 I911.3/ﾏ 毎日新聞社
本 0112359386 芭蕉 佐古  純一郎‖著 I911.3/ﾏ 教文館
本 0112359395 芭蕉 広末  保‖著 I911.3/ﾏ 日本放送出版協会
本 0112951075 芭蕉 高浜  虚子‖著 I911.3/ﾏ 中央公論社
本 0113003179 芭蕉 下村  健二‖著 I911.3/ﾏ 木耳社
本 0113003204 芭蕉 萩原  蘿月‖著 I911.3/ﾏ 青梧堂
本 0113003213 芭蕉 保田  与重郎‖著 I911.3/ﾏ 新潮社
本 0113003366 芭蕉及び蕉門の人々 飯野  哲二‖著 I911.3/ﾏ 豊書房
本 0113003357 芭蕉鑑賞 荻原  井泉水‖著 I911.3/ﾏ 潮文社
本 0113003375 芭蕉句抄 小宮  豊隆‖著 I911.3/ﾏ 岩波書店
本 0113003455 芭蕉講話 潁原  退蔵‖著 I911.3/ﾏ 出来島書店
本 0113001448 芭蕉襍記 室生  犀星‖著 I911.3/ﾏ 三笠書房
本 0113003222 芭蕉雑纂 菊山  当年男‖著 I911.3/ﾏ 甲文社
本 0113001331 芭蕉全伝 山崎  藤吉‖著 I911.3/ﾏ 建設社出版部
本 0113001420 芭蕉  旅ごころ 井本  農一‖著 I911.3/ﾏ 読売新聞社
本 0113003240 芭蕉と西鶴 広末  保‖著 I911.3/ﾏ 未来社
本 0112357253 芭蕉と蕉門の研究 大内 初夫‖著 I911.3/ﾏ 桜楓社
本 0113003311 芭蕉の俤 平泉  澄‖著 I911.3/ﾏ 日本書院
本 0112337034 芭蕉の研究 重友 毅‖著 I911.3/ﾏ 文理書院
本 0112357226 芭蕉の芸術 広田 二郎‖著 I911.3/ﾏ 有精堂
本 0112359377 芭蕉の芸術観 栗山  理一‖著 I911.3/ﾏ 永田書房
本 0112357271 芭蕉の精神 萩原 蘿月‖著 I911.3/ﾏ 弘学社

3／6



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 0112359448 芭蕉の俳句 窪田 空穂‖著 I911.3/ﾏ 春秋社
本 0112955133 芭蕉の本 別冊 I911.3/ﾏ 角川書店
本 0113001386 芭蕉俳諧の精神 赤羽  学‖著 I911.3/ﾏ 清水弘文堂書房
本 0113001359 芭蕉俳句研究 安倍  能成‖[ほか]著 I911.3/ﾏ 岩波書店
本 0112352926 芭蕉物語 白石 悌三‖編 乾 裕幸‖編 I911.3/ﾏ 有斐閣
本 0112363157 正岡子規 久保田 正文‖著 I911.3/ﾏ 吉川弘文館
本 0112366644 正岡子規 坪内 稔典‖著 I911.3/ﾏ リブロポート
本 0112333635 松尾芭蕉 尾形 仂‖[著] I911.3/ﾏ 筑摩書房
本 0112359466 松尾芭蕉 那須  辰造‖著 I911.3/ﾏ 道統社
本 0113003231 露伴評釋芭蕉七部集 [幸田  露伴‖著] I911.3/ﾏ 中央公論社
本 0113003419 芭蕉講座 第1巻 I911.3/ﾏ/1 三省堂
本 0113003437 芭蕉講座 第2巻 I911.3/ﾏ/2 三省堂出版
本 0113003446 芭蕉講座 第6巻 I911.3/ﾏ/6 三省堂
本 0112337294 芭蕉全句 上巻 加藤 楸邨‖著 I911.3/ﾏ/1 筑摩書房
本 0112337301 芭蕉全句 下巻 加藤 楸邨‖著 I911.3/ﾏ/2 筑摩書房
本 0113001395 芭蕉物語 上 麻生  磯次‖著 I911.3/ﾏ/1 新潮社
本 0113001402 芭蕉物語 中 麻生  磯次‖著 I911.3/ﾏ/2 新潮社
本 0113001411 芭蕉物語 下 麻生  磯次‖著 I911.3/ﾏ/3 新潮社
本 0113001368 芭蕉俳句新講 上巻 潁原  退蔵‖著 I911.3/ﾏ/1 岩波書店
本 0113001377 芭蕉俳句新講 下巻 潁原  退蔵‖著 I911.3/ﾏ/2 岩波書店
本 0112359732 芭蕉 山本  健吉‖著 I911.3/ﾏ/1 新潮社
本 0112359723 芭蕉 2 山本  健吉‖著 I911.3/ﾏ/2 新潮社
本 0113003464 芭蕉 3 山本  健吉‖著 I911.3/ﾏ/3 新潮社
本 0112337310 校本芭蕉全集 第6巻 松尾  芭蕉‖[著] I911.3/ﾏ/6 角川書店
本 0112337329 校本芭蕉全集 第7巻 松尾  芭蕉‖[著] I911.3/ﾏ/7 角川書店
本 0112337356 校本芭蕉全集 第8巻 松尾  芭蕉‖[著] I911.3/ﾏ/8 角川書店
本 0112337347 校本芭蕉全集 第9巻 松尾  芭蕉‖[著] I911.3/ﾏ/9 角川書店
本 0112337338 校本芭蕉全集 第10巻 松尾 芭蕉‖[著] I911.3/ﾏ/1 角川書店
本 0112357814 声遠 皆吉 爽雨‖著 I911.3/ﾐ 求竜堂
本 0112336954 俳句への道 皆吉  爽雨‖[著] I911.3/ﾐ 角川書店
本 0112981104 皆吉爽雨句集 皆吉  爽雨‖著 I911.3/ﾐ 五月書房
本 0113019858 遍路  句集 村尾  福乗‖著 I911.3/ﾑ 村尾  福乗
本 0112954526 三冊子を読む 森田 峠‖著 I911.3/ﾓ 本阿弥書店
本 0112965186 四季蕭嘯 山口  草堂‖著 I911.3/ﾔ 牧羊社
本 0112954438 漂泊と思郷と 山本  健吉‖[著] I911.3/ﾔ 角川書店
本 0112997419 冬の日定本 [荷兮‖原編] 伊藤  松宇‖編著 I911.3/ﾔ 大岡山書店
本 0112959120 蕪村 暉峻  康隆‖著 I911.3/ﾖ 青梧堂
本 0112959139 蕪村 潁原  退蔵‖著 I911.3/ﾖ 創元社
本 0112959148 蕪村一代物語 志田  義秀‖著 I911.3/ﾖ 至文堂
本 0112959175 蕪村集 中村  草田男‖著 I911.3/ﾖ 小学館
本 0112959166 蕪村秀句 水原  秋桜子‖著 I911.3/ﾖ 春秋社
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本 0112959184 蕪村新考 正木  瓜村‖著 I911.3/ﾖ 輝文館
本 0112959889 蕪村全集 [与謝 蕪村‖著] 潁原 退蔵‖編著 I911.3/ﾖ 有朋堂書店
本 0112998034 蕪村の新研究 乾  猷平‖著 I911.3/ﾖ 大阪毎日新聞社
本 0112957024 夜半亭蕪村 水原  秋桜子‖著 I911.3/ﾖ 鎌倉文庫
本 0113019288 赤=木鳥  句集 若槻  正二‖著 I911.3/ﾜ 若槻  正二
本 0113017538 類題川柳名句集 佐藤  紫弦‖著 I911.4/ｻ 岡村書店
本 0112357173 芭蕉の研究 小宮 豊隆‖著 I911.4/ﾏ 岩波書店
本 0112977011 おぬし 芥川  三平‖著 I911.5/ｱ 正岡慶信
本 0112973818 詩集 銀杏 芥川 三平 I911.5/ｱ 別子文庫
本 0113017574 孔雀船 伊良子  清白‖著 I911.5/ｲ 梓書房
本 0112964338 詩について 飯島  耕一‖著 I911.5/ｲ 思潮社
本 0112972864 家 大野  新‖著 I911.5/ｵ 永井出版企画
本 0112973998 田舎のモーツァルト 尾崎  喜八‖著 I911.5/ｵ 創文社
本 0112980132 現代詩人論 大岡  信‖著 I911.5/ｵ 角川書店
本 0112953661 詩人伊東静雄 小高根  二郎‖著 I911.5/ｵ 新潮社
本 0112953689 詩人、その生涯と運命 小高根  二郎‖著 I911.5/ｵ 新潮社
本 0112355406 その空の下で 尾崎 喜八‖著 I911.5/ｵ 創文社
本 0112950637 空と樹木 尾崎  喜八‖著 I911.5/ｵ 創文社
本 0112983978 旅と滞在 尾崎  喜八‖著 I911.5/ｵ 創文社
本 0112955534 三好達治の世界 小川  和佑‖著 I911.5/ｵ 潮出版社
本 0112977119 金子光晴詩集 金子  光晴‖著 I911.5/ｶ 創元社
本 0112977342 河上肇詩集 河上 肇‖著 I911.5/ｶ 筑摩書房
本 0113017789 絃 加藤  とみ子‖著 I911.5/ｶ 加藤  とみ子
本 0112978957 香雲 川田  順‖著 I911.5/ｶ 創元社
本 0112955106 評伝北原白秋 藪田  義雄‖著 I911.5/ｷ 玉川大学出版部
本 0113017244 ある日ある時  詩集 黒田  三郎‖著 I911.5/ｸ 昭森社
本 0112363647 東洋の詩魂 蔵原 伸二郎‖著 I911.5/ｸ 東京ライフ社
本 0112976183 現代詩集 第1巻 神保  光太郎‖[ほか]著 I911.5/ｹﾞ/ 河出書房
本 0112980141 現代詩代表選集 1(1950) 日本文芸家協会‖編集 I911.5/ｹﾞ/ 小山書店
本 0112976174 現代詩集 第2巻 丸山 薫‖[ほか]著 I911.5/ｹﾞ/ 河出書房
本 0112976165 現代詩集 第3巻 萩原  朔太郎‖[ほか]著 I911.5/ｹﾞ/ 河出書房
本 0113012908 子供は見ている  その詩でとらえた生活の顔 竹中  郁‖採集 I911.5/ｺ 東都書房
本 0113017636 日と追憶  詩集 小林  百合子‖著 I911.5/ｺ
本 0112976389 古代感愛集 釈  迢空‖著 I911.5/ｼ 青磁社
本 0112357075 詩的言語 篠田 一士‖著 I911.5/ｼ 晶文社
本 0112354513 氷期 生野 幸吉‖著 I911.5/ｼ 文学書林
本 0112956043 明治詩人伝 島本 久恵‖著 I911.5/ｼ 筑摩書房
本 0112960092 高村光太郎詩集 高村  光太郎‖[著] 伊藤  信吉‖編 I911.5/ﾀ 新潮社
本 0112334279 山と詩人 田中 清光‖著 I911.5/ﾀ 文京書房
本 0112974915 海にうかはむ 中  勘助‖著 I911.5/ﾅ 岩波書店
本 0112365100 中桐雅夫詩集 中桐 雅夫‖著 I911.5/ﾅ 思潮社
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本 0112365627 中原中也 大岡 昇平‖[著] I911.5/ﾅ 角川書店
本 0112365636 中原中也の手紙 安原 喜弘‖編著 I911.5/ﾅ 玉川大学出版部
本 0112981168 永遠の旅人西脇順三郎 新潟市美術館‖編集  構成 I911.5/ﾆ 新潟市美術館
本 0113001279 壌歌 西脇  順三郎‖著 I911.5/ﾆ 筑摩書房
本 0112367224 日本の詩集 10 I911.5/ﾆ/1 角川書店
本 0112333868 日本詩人全集 2 I911.5/ﾆ/2 新潮社
本 0112333877 日本詩人全集 10 I911.5/ﾆ/1 新潮社
本 0112333886 日本詩人全集 11 I911.5/ﾆ/1 新潮社
本 0112333895 日本詩人全集 14 I911.5/ﾆ/1 新潮社
本 0112333902 日本詩人全集 29 I911.5/ﾆ/2 新潮社
本 0112950566 ひろしぬやま詩集 ひろし  ぬやま‖著 I911.5/ﾇ 冬芽書房
本 0112337739 父・萩原朔太郎 萩原 葉子‖著 I911.5/ﾊ 筑摩書房
本 0113002973 萩原朔太郎 三好 達治‖著 I911.5/ﾊ 筑摩書房
本 0113003044 萩原朔太郎全集 第1巻 萩原  朔太郎‖[著] I911.5/ﾊ/1 新潮社
本 0113003053 萩原朔太郎全集 第5巻 萩原  朔太郎‖[著] I911.5/ﾊ/5 新潮社
本 0113022210 人生の曲  詩文集 堀田  正男‖著 I911.5/ﾎ 大石田町短歌会
本 0112962410 わが山々の歌 前田  鉄之助‖著 I911.5/ﾏ 朋文堂
本 0112971865 朝の旅人 三好  達治‖著 I911.5/ﾐ 創元社
本 0112965578 主にまかせよ汝が身を 水野  源三‖著 I911.5/ﾐ アシュラム・センター
本 0112359000 測量船 三好  達治‖[著] I911.5/ﾐ 南北書園
本 0112962358 わが恵み汝に足れり 水野  源三‖著 I911.5/ﾐ アシュラム・センター
本 0112986332 蒲原有明研究 矢野  峰人‖著 I911.5/ﾔ 国立書院
本 0112965514 聖三稜玻璃 山村  暮鳥‖著 草野  心平‖編 I911.5/ﾔ 十字屋書店
本 0112959683 定本八木重吉詩集 八木  重吉‖著 I911.5/ﾔ 弥生書房
本 0113001723 花と空と祈り 八木  重吉‖著 I911.5/ﾔ 弥生書房
本 0112953858 八木重吉詩がたみ  祈り 四竈  経夫‖編著 I911.5/ﾔ 宝文館出版
本 0112963856 歴程詩集 1965 草野  心平‖編集 I911.5/ﾚ 歴程社
本 0112963865 歴程大冊 歴程同人‖編 I911.5/ﾚ 思潮社
本 0112960582 梁塵秘抄考 小西 甚一‖著 I911.6/ｺ 三省堂
本 0112960573 梁塵秘抄 西郷 信綱‖著 I911.6/ｻ 筑摩書房
本 0112366680 日本歌謡史 高野 辰之‖著 I911.6/ﾀ 春秋社
本 0112954349 梁塵秘抄 小西  甚一‖校註 I911.6/ﾘ 朝日新聞社
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