「奥村藤嗣文庫目録」刊行にあたって
奥村藤嗣先生が本学を退職されたのは1982年3月で、はや4年あまりの村日が過
ぎ去りました。

先生はご退職の翌年、]9認年に本学とのゆかりに心をよせられて蔵孝を炉期大学

図書館に寄贈されましたが、このたび館員の努力により「奥村藤嗣文庫目録」が完
成しました。

奥村藤嗣先生は1927年3月、明治大学法学部をご卒業になり、翌年2打から1969

年3月、停年退職されるまで明治大学図書館にご勤務になられました。その間、終
戦直後の混乱期にあっては、日本図書館協会大学図書館部会中央委員として再建に
奔走され、その後も日本図書館協会評議員をはじめとして、同協会大学図書館部会
長・常務理事、また、東京都図書館協会会長など数々の要職を歴任され、終始私立
大学図書館の発展に力を盡くされました。本学においては1972年4月から1982年3
月まで図書館学講座の「図書館通論」をご担当、ご指導いただきました。
寄贈された蔵沓は図書館学関係書をはじめとして法制史関係のものを含みますが、
特に黒川家旧蔵本や江戸期の写本,版本のたぐいは本学の貴重な財産となっており
ます。

いま、「奥村藤嗣文庫目録」完成のときにあたり、奥村藤嗣先生ヘの感謝をあら
たにするとともに、本学図書館の書架に並ぶこの文庫が研究者ならびに学生に広く
利用されることを願ってやみませ人。
1986年11月 20日

実践女子短期大学部長内尾久美

序
錦秋の余情さめやらぬころ、「奥村藤嗣文庫目録」が完成の運びとなった。
先ずもって、愛蔵の文庫を、実践女子短期大学図書館にご恵投下された奥村藤嗣
先生に、衷心から感謝を捧げる次第である。
奥村藤嗣先生は、昭和3年から昭和"年までの実に41年問の長きに亘り、先生の
母校明治大学の図書館にその情熱を捧げられた。先生は文字通り図書館司書一途に
歩まれた、純粋にして誠実温厚な篤学の士であられる。明治大学退職後も監事なら
びに評議員として母校のために尽力された。
その一方、先生は終戦直後の混乱期においては、私立大学図書館協会において、
司書長としての卓見をよくつらぬかれて、わが国における私立大学図書館の発展に
大いに貢献されたということを私は広聞している。
先生は本学においては、昭和47年から昭和57年までの10年問、図書館学講座をこ
担当になり、司書を志す学生の育成に尽力されたのである。
奥村文庫が短期大学図書館に寄贈されたことは、本学ならびに図書館員一同の大
きなよろこぴである。
さて、この文庫は、図書館学閥係書を中心に、和古沓・和書・漢籍1627冊と、洋
書19冊から成り立っている。その中には、法制史関係では、江戸期の版本や写本も
含まれており、本学の貴重なるーつの財産となっている。
奥村文庫は特殊文庫であるが保存するだけのものではなく、本学の教職員や学生
を始め、学外の研究者にも利用していただく文庫である。今後、この「奥村藤嗣文
庫目録」が積極的に活用されることを、われわれは願うものであり、それこそが、
奥村先生のご意志にそうと信ずるからである。
おわりに、この目録の作成にあたり、日常業務の傍ら黙々と努力した館員諸氏、
及び、学園当局の理解と協力に対して、謝意を表するものである。
昭和61年11乃20日

藤

実践女子崟期大之図書館長伊

廣里

凡

例

この目録は、本学の図書館学講座で長い問教鞭をとられた奥村藤嗣氏より寄贈さ
れ、短期大学図書館に設遣された「奥村藤嗣文庫」の目録である。

1.目録の構成

この目録は、本篇4部及ぴ索引により編成されている。
①和古書之部:江戸時代以前の刊本・写本
②和書之部:明治時代以降刊行の図書及ひ雑誌
③漢籍之部
④洋書之部

⑤沓名索引・著者名索引(洋書之部を除く)

2.目録の記述と分類

記述は「和漢古書目録法」「日本目録規則新版予備版」 rAACR 2
(Aoglo‑ AmeriC肌 Cotaloguiog NI0., 20d ed.)」に準拠し、分類は「日本十進

分類法茅斤訂 8 版」「四庫分類」 rDC ]8 版①ewey decimalclassification,
ed. 18)」による。

3.排列

和古沓之部,漢籍之部,洋書之部はそれぞれ書名のアルファベ,ト順とし、和
書之部は分類による書名のアルファベット1順に排列してある。
書名索引・著者名索引は、書名あるいは著者名のアルファベット順に排列して

ある。なお、筆名・雅号など2つ以上の名前の形を用いてぃる著者は、著者名索
引に於いては、一般によく知られている形に統一した。

本目録に記載されている図害は、実践女子短期大学図沓館に於いて閲覧利用するこ
とができる。

和古書之部

和古書之部

210.4‑A99

210.088・G34

吾妻鏡新刊残四巻存巻第二十四 巻第二十
七刊本慶長古活字版 4冊 28伽
題簸の書名:東鑑

元寛日記

八巻写本

6冊

和装
322.15・G57

和装軟入

御評定御裁許書
210.4‑A99

25Cm

吾妻鏡新刊五十二巻(巻四十五原知刊本
寛永3(162田 25冊 29卯
題簸の書名:東鑑

和装

写本

川辺利右衛門 1冊

322.15・G63

五人組前森

和装

写本

1冊 27Cm

刊本

H針 26Cm

和装
121.56‑026

322.]4・G69

弁道物茂卿著 刊本 享保2 a71力践 23丁

御成敗式目

27Cm

和装

手Ⅱ豊妄

322.14・G69

121. 56‑026

弁名二巻物茂卿薯 刊本
元文5 a74の 2冊 27Cm

御成敗式目北条泰時編刊本東武西村屋

武江松本新六

亨・八天明7(1787) 21丁 27Cm
書扉の書名:貞永政要御成敗式目

和製

和装

322.15‑B87

322.14、G69

武家諸法産静世政務刊本大坂小林六兵

御成敗式目詳解高井蘭山撰刊本江戸和
泉屋金右衛門文政10(1827)践 65丁 26伽

衛文化3(1806) 18丁 26Cm
和装

書扉の書名:御成敗式目証註

1幻.聞・KU36

和装

大学或問二巻熊沢了介著刊本大阪泉

08]・G94

本八兵衛天明8 Q788) 2冊 27Cm
書扉の書名:大学或問治国平天下別巻

群書類従

巻第四百塙保己一編 刊本 50丁

27Cm

和装

和装

281・H44

322.1‑169

大東世語五巻服部南郭碧刊本江都小

非参議四位伊勢貞丈著大塚嘉樹注写本

林新兵衛寛延3a75ω 5冊 27卯
和装

1冊 27Cm

題簸の書名:非参議四位考

121. 56‑189

和装

童子問Ξ巻伊藤維禎著 刊本 宝永4
a70力践 3冊 27師

黒川家旧蔵

利装

322.1‑N73

百寮訓要抄三条良基著

288.2・F75

譜録追加.御書並御判物写

28Cm

写本

刊本

54丁 28Cm

利装

1冊 27師

黒川家旧蔵

和装

322,1‑088

025.1‑038

百寮訓要紗別註
嘉樹著写本

外題鑑岡田琴秀編鰯鵲貞高補刊本江戸
丁字屋平兵衛天保9(1部8) 79丁 7.OX
16Cm

和装

和装

黒川家旧蔵
]

残五巻存巻五一九付録大塚
天明4(]784) 5冊 24伽

和古杏之部

名:近代名家著述目録

322.15・H99

御評定所御定書

1冊

写本

和装

25CⅢ

311. 1‑G18

和装

今書二巻蒲生秀実著筒井明俊校刊本
江戸播磨屋勝五郎文久3a863) 2冊

322.1‑M且89

位記目宣考松岡辰方著

写本

1冊 27伽

26CⅢ

和装

和装

黒川家旧蔵

121.56‑M088

210,09・TS15

古学要

位署式私考壺井義知著大塚嘉樹考写本
皆川美雅天明8(1788) 1冊 27伽

29丁

本居大平著

刊本

嘉永 4 (185D序

26Cm

和装

和装

121.52‑M088

黒川家旧蔵
陣中壁書

写本文政2 a819)

古事記伝四十四巻本居宣長著刊本尾張
永楽屋東四郎天保]5(1844) 44冊 26卯

322.14・J52
1冊 26Cm

和装

和装

121.52‑M088

913.2‑N71

神代紀伝三巻竹内厳稲著
a866)序 3冊 26如

古事記伝目録三巻本居春庭編刊本文化
5(]80鋤 3冊 26Cm

刊本慶応2

和装

和装
官位相当表

210.09・S、69

須原屋茂兵衛 1舗

故実拾要残二巻存巻十四巻十五篠崎東海著
写本 1冊船Cm

官版刊本

2]0.097‑Ka郭

38×28伽

和装

610,]9・Ma46

025.]‑F68

勧農固本録残一巻存巻上万尾時春著刊本
享保10(1725)序 38丁 28CⅢ

国朝書目三巻藤原貞幹編刊本京都西
田荘兵衛寛政3a79D 3冊 13×19伽

和装

和装

121.58・A26

閑聖漫録会沢安著
郎文久3 (1863)

刊本

911.19・sh96

40,3P

水戸須原屋安治

狂歌問答〔松亭金水作歌川貞房画〕刊本
京都沢田吉左衛門享和3住803) 14丁

26Cm

和装

17Cm

322,トKa59

見返の書名:一休和尚蜷川新右衛門狂歌問答

官職秘紗二巻刊本洛陽村田庄五郎 2

和装

冊 28Cm

巻末:竃政元年源綱正校了,寛政2年皆川美

911.124・Ta13

万葉集略解二十巻橘千蔭著
永楽屋東四郎文化9a釘幻

雅校了の書入
和装

30冊 27Cm

和装

黒川家旧蔵

322.22・H48

322.1‑Ka59

官職秘紗二巻刊本洛陽
禄13(170の 2冊 28師

刊本尾張

明官古名考林義卿著 刊本
延4 Q751) 4,29丁 23Cm

村田庄五郎元

和装

和装

黒川家旧蔵

黒川家旧蔵

額田正三郎寛

027.3‑1S94

386.1‑sb92

近代著述目録五巻堤朝風編英遵補刊本
江戸和泉屋金右衛円天保7a飴6) 1冊

民問年中故事要言七巻蔀遊燕編刊本大
坂柏原屋清右衛門享保3(1718) 7冊

フ.7X]8Cm

26Cm

見返の書名:本朝名家著述書凋録題簸の書

和装
2

和古書之部
322.22・A53

明官略記青木敦書著

写本

322.15‑072

元文5 a74の序

御定書写本

37丁 24Cm

24Cm

和装

題簸の書名

黒川家旧蔵

天保15(1844) 1需

堀江歳信
百箇御条目

和装
291.62‑A36

322.15‑07フ

都名所図会残五巻存巻之一 巻之四巻之六

御仕置例

秋里籬島著竹原信繁画刊本火坂河内

Ⅱ冊佃録共) 27伽

十一巻写本

和斐

屋太助安永9(178の再刻 5冊 26帥

訟2.]5‑07フ

御仕置相当帳
322.22・H48

二巻写本

2冊

蒙求官職考三巻林羅山著 刊本京都水
田甚左衛門明暦3 a657) 2冊 27伽

322.134‑R97

令巽解十巻清原夏野等撰
(165の賊 11冊 27CⅢ

和装
黒川家旧蔵

刊本慶安3

和装
175.936‑M024

紅葉山御宮御霊屋略図

27Cm

和装

写本

322.134‑R97

1帖 19伽

令巽解十巻清原夏野等撰塙保己一校刊
本江戸山城屋佐兵衛寛政12Q80ω鎌

折本
121. 54・TS52

10冊 26Cm

滑川談家田多門著刊本東都 雄風館寛
政3 a79D践 49丁 26Cm

和装
322.134・K073

和装

標注令巽解校本三巻開題一巻近藤芳樹著
刊本大阪河内屋茂兵衛 6冊 26Cm

025.1・H48

日本書籍考林鷲雛薯刊本荒川宗長寛文
フ(166の 1冊 26伽

和製
322.15・K辺4

合刊:重編応仁記発題小林翁書宝永3年.

柳営秘鑑

重編応仁記序源水常序宝永3年

十巻写本

2冊

25Cm

和装

和装

121.52‑M088

025.1・Π48

三大考服部中庸編刊本永楽屋東四郎寛
政3 a791) 25丁 260m
題嬢の別書名:古亊記伝十七附巻

日本書籍老林驚雛著刊本摂陽多田勘兵
衛文化13(1釘6) 1冊 23伽
合刊:経典距説林羅山著

和装

和装

322.21‑sa65

913.57・R99

三韓官位等級

億紫田舎源氏Ξ十八編七十六巻柳亭種彦薯
歌川国貞画刊本江戸鶴屋喜右衛門天
保10‑13(1839‑184の 13冊 180m

写本

1帖 20cm

折本
黒川家旧蔵
123‑081

和装

三経小伝Ξ巻太田暗軒著
泉屋金右衛門 1冊 26Cm
題簸の書名:Ξ経談

210,09・N33

女官志三巻中原職忠著.后宮名目三巻
藤原為兼女著写本 1冊 27伽

江戸和

和装

和装
322.15‑072

御定書

刊本

Ξ巻写本

121.56‑026

弘化2 Q845) 1冊

政談後編

24Cm

26Cm

和装

和装

3

三巻物茂卿著

写本 3冊

和古書之部

121.54‑Te52

聖道弁物
(1796)

二巻
2冊

家田虎著

322.1‑sh96

刊本寛政8

職原抄二巻

27Cm

28Cm

題簸の書名

和装

聖学問答二巻太宰純著
屋新兵衛享保21a73田

刊本
2冊

121.56‑D49

和装

江都須原

黒川家旧蔵

職原抄

26Cm

322 .1‑sh96

職原紗二巻速水房常校

和装

中井積善著写本

1冊

刊本延享4

a74の践 2冊 26如

919 .5‑N34

西岡集

正保2 a645)重刊 2冊

刊本

和装

27卯1

322.1・sh96

和装
職原抄注残一巻存巻上

914.5‑sh96

積翠閑話四巻中村経年編 刊本江戸丁
字屋平兵衛安政5(1858) 4冊 25Cm

写本

和装

黒川家旧蔵
322.1・K073

和装
新野問答

定基答

1冊 28Cm

210.098・A62

標註職原抄校本二巻別記二巻

一巻後編二巻新井勘解由問野宮

刊本大坂秋田屋太右衛門

元治元Q864)

6冊 26Cm

写本 3冊 24Cm

和装

和装

黒川家旧蔵

210.098・A62

新井君美問野宮定基答写本伊
勢貞丈 安永3 (1774) 2冊 27Cm

322.1・sh96

新野問答

職原抄支流二巻刊本天和4a684)重刊
1冊 20cm

和装

角書:補馴題簸の書名:職原紗支流

025.1‑sh96

書籍目録六巻

a715) 1冊

和装

刊本丸屋源兵衛正徳5

322 .1・sh96

11×16CⅢ

職原抄支流大全五巻刊本

角書:増益

江都吉文字屋

次郎兵衛 2冊 14叩

和装

和装

025.1・sh96

書籍目録大全五巻刊本洛陽八尾市兵衛
元禄5(1692) 5冊 11×16m
角書:広益書扉の書名:本朝彫刻広益書籍
目録大全作者付大意

黒川家旧蔵
322.1・K099

職原図解小塚直持著刊本尾張永楽屋吉
助天保14(]鍵3) 1舗 51×75肌
黒川家旧蔵

和装

0幻一T026

2釘一134

諸家人物誌二巻南山道人編
伊丹屋善兵衛 2冊 15Cm

拾芥抄Ξ巻詞院公賢編洞院実煕補刊本

刊本大坂

3冊 28師
書名は目首題による巻首書名:略要抄

見返の書名:"本諸家人物誌

和装

和装

322.1・F68

322,1・G玲

職官志残一巻存巻一
保6 a部5)序]冊

春屋五雑記五巻

蒲生秀実著刊本天

藤原為絢編

写本 5冊

25Cm

26Cm

和装

和装

黒川家旧蔵

黒川家旧蔵

121.56‑026

322.トSh96

職原紗標注

近簾芳樹著

二巻写本 2冊

徂徠先生学則

28Cm

和装

刊本江都
4

荻生徂徠著.平義質,勝元啓校
須原屋新兵衛享保]2a727)

和古轡之部
23丁 27Cm

黒川家旧藏

付:先生書五道

210.098、113

桃華藁葉

和装

一条兼良著写本

1冊 28Cm

和装

121. 56‑026

徂徠先生答問齊三巻根本遜志編刊本京
都勝村治右衛門享保10a725)序 3冊

210.098‑113

桃華蓁葉末巻,胡曹抄一条兼良著.名目抄
洞院実煕著.物具装束抄花山院忠定著写

26Cm

本 1冊 27C皿

和装

和装

185.フ‑088

僧侶官位志大塚嘉樹編

2冊(付録剣

写本

913.385・T067

とりかへばや

28Cm

天明3年刊の写本

四巻写本

4冊 25伽

和装
210.52・sa妬

和装

東遷基業残二十九巻存巻第一 第二十九

黒川家旧蔵

〔佐久閻高常著〕刊本 29冊 28Cm

12].54・MⅡ71

駿台秘・書五巻

文化15 住剖8)

室新助著写本菅原長和

和装

2冊 27Cm

322.15‑T072

東照宮御法度書

和装

1冊

31]‑R12

写本 3冊
通議Ξ巻

27Cm

〔頼山陽著〕

刊本

3冊 26Cm

和装

和装

914 .5・Y53

黒川家旧蔵
太平三仙三巻安穴道人著

屋伊兵衛文政4(1821)序

919.5・N34

雲蔀雑誌残三巻存巻二一四

刊本京都堺

本江戸和泉屋金右衛門

28丁 18Cm

和装

柳沢里恭著刊
3冊 26伽
913 .57‑R99

和装

薄紫宇治の曙残五編十巻存初編上下二編上下

317.32・Y73

当代要秘録十巻写本

長堀雄一郎安政5

三編上下四編上下六編上下柳下亭種員作

歌川豊国(初編一四編),二世歌川国貞(六編)
画刊本江戸山本平吉嘉永3 6
(1850‑・1853) 2冊 18師

a85鋤 2冊 25卯
和装
黒川家旧蔵

和装

322.15・N33

当時勤仕諸官人職掌
12072の嚴]冊

25Cm

和装

322 .1‑SU74

三巻

駿岳随筆職原紗之部

写本

中原職資著

写本享保

311・sh62

破レ家ノツ、クリ話三巻鬼国山人著九方
生酢校刊本 3冊 25Cm

27Cm

和装

和装

黒川家旧蔵
訟2.22‑189

唐官紗Ξ巻伊藤長胤編 刊本
堂宝暦3(1753) 3冊 27Cm

210.098・A62

野荒問答荒井勘解由問野宮定基答写本
大原源佐朗寛政元Q789) 1冊 28肌

京兆文泉

和装

和装
322.22‑189

159・Y45

唐官抄Ξ巻伊藤長胤編写本東都名越
元亮明和4(1767) 3冊 26伽

大和大学紗

四巻刊本

1冊 25Cm

和装
2]0.09・Y81

題簸の書名:唐官紗

揚名介事写本 1冊 28卯
題簸の書名:揚名問答

宝暦3年京兆文泉堂刊の写本
和装
5

和古書之部
和装
黒川家旧蔵
210.09・Y81

揚名介事写本 1冊 27飢
題簸の書名:揚名介問答
和装
黒川家旧蔵
385.4‑Ka]9

嫁入談合柱後編三巻華鳳山人著刊本

大坂塩屋喜助寛政8(]796) 2冊 23Cm
題筵の書名:新版後篇嫁入談合柱
和装
322 . 1・TS]5

雑弁壺井義知著写本 1冊

28Cm

和装
黒川家旧蔵
281・A57

続諸家人物誌三巻青柳文蔵著 刊本大坂
伊丹屋善兵衛文政12Q訟9)序 3冊 15CⅢ
見返の書名:日本続諸家人物誌
和装
121.54・TS52

随意録八巻家田虎著刊本

尾張東壁堂

文政12a艇9) 8冊 26肌
和装

6

和書之部

書

和

之部

氾

総

東京白水社 1971

情報科学

151,iiiP 18卯(文庫

クセジュ娼5)
007.5・M03]

014‑M045

ドキュメンテーシ"ンハンドブ,ク(文献情報
便覧)文部省大学学術局編東京東京電
007.]‑Ki63

知識の組織化と図霄館もり・きょし先生喜寿
記念論文集もり・きょし先生喜寿記念会編
東京もり・きょし先生喜寿記念会 19給
502P 22Cm

恬報学の論理制御から創造ヘの新次元北川
敏男著東京講談社]969 189P 17卯
(誹談社現代新書 20の

中小図書館の経営佐藤真著東京理想社
1951 3,149P 22卯(図書館実務叢書 1)

機大学出版局 1967 4,フ]5P 器Cm

016 . 2・sa85

007‑se24

019 . 2・A43

情報科学と五次元世界

関英男薯東京日本

大学生の読霄何をいかに読むべきか麻生磯

放送出版協会 1976
ツクス 149)

230P 19伽(NHKブ

次〔ほか〕共編東京山根書店 1950279P
18伽

007.5‑j66

0]6.1・K049

情報管理便覧情報管理便覧編集委員会編東

大学図書館長との懇談会概要

会図書館〔1俳0頃〕 35P

京日刊工業新聞社 1963 3,1330,四P
22Cm

〔東京〕国立国
21Cm
017.フ・N71

大学図書館の諸問題第1集
メンテーション恊会 1970
(NIPDOK シリーズ 14)

図書館
010.31・A43

天野敬太郎教授薯作目録深井人詩〔編〕〔国
分寺〕〔天野敬太郎先生古稀記念会〕 197]

東京日本ドク

10OP 26師
017.フ・N71

第1回日米大学図書館会議議事録昭和U年
5月15日 19日第]回日米大学図書館会議
議事録編集委員会編集東京火学図書館国
際連絡委員会 1970 314P 図版4枚 26Cm

PI027‑1127 21Cm
天野敬太郎先生古稀記念論文集図書館学とそ
の周辺の別刷
010.フ‑026

アメリカ図書館思想の研究小倉親雄著東京

017.フ‑N71

日本図書館協会]977 舗4P 22Cm

第1回日米火学図書館会議報告論文染第1
部,第2部 1969. 5 月15日 ]9日〔東京〕
第1回日米大学図書館会議組織委貝会]9冊

019・Ka86

頭の回転をよくする読書術加藤周一著東京

2州1 25Cm

光文社 19能 217P 180m (カッパ・ブッ

017.フ‑sh27

クス)
馬耳東風周甲漫筆
栄亮 1972 170P

土屋栄亮著

010.4・TS32

第一回図書館研究集会参加者レポート昭和三
十二年度私学研修福祉会,日本私立大学連

千葉土屋

盟主催〔東京)〔私学研修福祉会〕〔1舗7〕

18伽

ⅡIP 25師
015.2‑TS67

016.3・N71

文献探索学入門佃田実夫著東京思想、の科

電気通信研究所図書館業務取扱要領日本電信
電話公社電気通信研究所図書課〔編〕陳京〕

学社 1969 161,137P 20cm

日本電信電話公社電気通信研究所 19儒

018.09・F27

文書館ジャン・ファヴィエ著

永尾信之訳

125P 25Cm
7

和害之部
明治図書出版

013 ,8・C87

電子計算機と図書館図書館の組織ど情報処理
における電子計算機の役割 N.S.M コックス
〔ほか〕著青木利行訳東京雄松堂害店
1968 ix,168P 22Cm
戸坂潤著東京 =笠書居
223P 19伽(現代叢書 60)
東京

団 19記 4,10,295P

(学校図

21Cm

017・Z3

閲覧机と椅子全国学校図書館協談会編東京

明治図書出版 19脇 49P 図版2枚 21Cm
(学校図書館学講座)

1946

016. 2‑Ta67

学校公共図書館設立・運営の実際上,下巻
竹内善作薯東京東京堂 19四 1950 2

019.1・KU98

読書の伴呂久山康編

93P

書館学講座)

019・T071

読書法

]954

冊 19C肌

基督教学徒兄弟

19Cm

017‑M且81

発売:弘文堂

学校図書館松本賢治著
0]9・Ki12

読書の整理学紀田順一郎著

東京

1948 3,209,4P 19Cm

東京金子書房
(教育学全書 D

竹内書店
017‑D73

]971 Xiii,279P 19Cm

学校図書館ハンドブックメアリー・ピーコッ

019・se75

ク・ダグラス著渡辺正亥訳束京牧書店
]952 7,]71,4P 18肌

読書のすすめ瀬沼茂樹編東京河出書房

1958 8,229P 19C皿(河出講座)
019‑A55

017・Z3

三売キ彗言兪 青野季吉著東京 川崎出版社 1947
10IP 玲伽(川崎文庫 2)

学校図書館法の解説全国学校図書館協議会編

束京明治図書出版 19鴇 172P 2]師
(学校図書館学請座)

019.2‑sa32

読書指導原理と方法
東京牧書店 19認

阪本一郎著改訂増補

017‑Z3

学校図書館経営の工夫全国学校図書館協議会

536P 22CⅢ

編束京明治図書出版 1954 106P 21CⅢ
(学校図書館学講座)

017 .2‑se17

読書指導の実際成践小学校読書研究会編東

017‑Z3

京牧書店 1951 294P 22伽

学校図書館基準解説と運営全国学校図書館
協議会編東京時事通信社出版局 1950

019.2‑sa34

読書相談読書指導の進展のために阪本一郎,

フ,286P 19Cm

滑川道夫著東京牧書店 1952 207P

017‑N71

学校図書館の建設日本放送協会編東京新

19如

教育講座刊行会]950 7,23]P ]7伽(新

019‑Mi24

読書と人生三木清著

東京

教育講座第2巻)

小山書店 19蝿

231P 19CⅢ

017‑172

学校図書館の設営石田佐久馬編

019‑Te43

読書と人生寺田寅彦著
]949 336P 19Cm

束京

角川書店

017・M031

学校図書館の手引東京
3,126,11P 図版 1 枚

019‑057

読書随筆大草実編輯東京 矢の倉書店
]938 6,364,2P 19血

文部省

1948

21Cm
017・U42

019 . 1・KU81

学校図書館の運営法

どうすれぱ速く上手に読めるか読書の理論と
実際草島時介〔ほか〕共著東京、刀江書院
1951 4,5,266P 18血

徳社 19四 205P

植村長三郎著

東京文

19Cm
017・T072

学校図書館資料の整理図書館教育研究会著

束京学芸図書 19認 208P 22Cm (学校

017‑Z3

閲覧と貸出し

東京福村

書店 1954 348P 22Cm

図書館学叢書第3集)

全国学校図書館協議会編東京

8

利書之部
0]9・G]6

学生と読書東京河出書房
19Cm (現代学生講座 3)

1956

014.49‑K且86

件名目録加藤宗厚著東京理建、社]949
2,]51P 21欧(図書館実務叢書田

290P
0]9‑053

010‑015

学生と読書大河内一男, 清水幾太郎共編束
京日本評論社 1950 5,434P 19Cm

近世国学者による図書館設立運動図書館関係
論文集艇史・分類・書ミ劫落合重信著神

戸神戸学術出版 1975 123P 21m (袖
戸学術叢害別編)

017.3・K014

学習に直結せる学校図書館経営の実際小淵沢

019.2、N47

中学校編東京暁教育図書 19舵 263P

こどもの読書指導

滑川道夫薯束京国土社
1949 4,356,2P 19Cm (ほうむらいぶらり
教育の部 3)

22Cm
0]4.4‑Ka86

比較分類法概論加藤宗厚著

東京理想社

016.11‑K049

1959 144P 22Cm

国立国会図書館の30年

一橋大学附属図害館史
Vi,264,15P 22師

国立

東京

国立国会図書館

1978 〔24P〕 30伽

017.713・H7フ

一橋大学 1975

017.4‑M031

高等学校における学校図書館運営の手びき文

部省〔編〕東京大日本図書 19認 211P

017・Z3

本のできるまで全国学校図書館協議会編東

22Cm

京明治図書出版 1954 Ⅱ4P 21師(学

010.4‑Ma42

校図書館学講座)

問宮不二雄先生喜寿記念図書館学論文集問宮
不二雄先生喜芽記念図書館学論文集刊行会編
藥'東京問宮不二雄先生喜寿記念図書館学

015.2‑se58

本の利用法社会科学習の手引仙田正雄著

論文集刊行会 1968 諦5P 器Cm

京都京都出版 N48 ix,175P 19伽
019・KM5

017‑23

本は如何に読むべきか金森徳次郎〔ほか〕若
東京至文堂 19訟 2,4,161P 18卯(学
生教養新書)

目で見るアメリカの学校図書館全国学校図沓
館協議会編東京明治図齊出版 1953
10OP(図版共) 21伽(学校図書館学講座)

017・Z3

010.21‑M024

辞書耶典の利用全国学校図書館協議会編東

紅葉山文庫と書物奉行森潤三郎著東京昭

京明治図書出版 1954 86P 21師(学

利霄房 1933 80OP 図版2枚・23Cm

校図書館学講座)

016‑196

日本文庫めぐり蔵書の命運岩猿敏生〔ほか〕

010.4‑Ka25

剰語柿沼介著

三鸞

剰語刊行会]972

編集東京出版ニュース社 1964246,8P
(図版共) 18師(読書人シリーズ)

フ,125P 2]cm
010.21・Ka48

金沢文庫考

金沢文庫

近蕨守重著

19]1 82P

014.45‑M045

金沢村(神奈川県)

日本十進分類法和漢洋書用分類表及索引森
清編訂正増補第5版小浜村(兵庫県)宝

図版4放 23Cm

塚文芸図書館 19四認4P 19伽
010.21‑Ka48

010,21・Ka14

金沢文庫の研究関靖著東京大日本雄弁会

ヨ本近代図書館史角家文雄編著東京学陽

講談社 1951 12,7認,20P 図版4枚 22m

書房 1977 246P 20cm

015.3‑Ma42

014.32・N71

簡易図書帯出制皮問宮商店編纂大阪間宮
商店 1928 62P 20CⅢ(図書館研究第2
輯第2巻)

ヨ本目録規則]9認年版日本図書館協会目録
委員会編東京日本図書館協会 1953
78P 22Cm

9

和轡之部
0]4,32‑se19

010,2‑T5]

日本目録規則昭和17年(194の青年図書館員
連盟目録法制定委員会編再版小浜村(兵
庫県)宝塚文芸図書館]9四 77P 22卯

ライブラリアンシップ史図書館および図書収
集史概詮ジョン・ L.ソーントン著三輪

昌伸訳京都学芸出版 1973 ix,298P

019・Ki12

22ⅢΠ

日本の書物紀田順一郎著東京新潮社

田0.36・Y67

ライブラリーハンドプック弥吉光長他編東

1977 269P 20cm

京ダヴィッド社 1964 236P 19如

010.6・N71

日本図書館協会大学図書館部会年度報告昭和
47年度日本図書館協会大学図書館部会事務

017‑Z3

レコードの整理全国学校図書館協議会編東

局編集東京日本図書館協会火学図書部会

京明治図書出版 1953 3,121P 21Cm

事務局 1973 56P 25師

(学校図書館学講座)
010.6・N71

019‑D53

日本図書館協会即年史年表]8兜一1971 明治
25年一昭和46年日本図書館協会八十年記念
委員会編東京日本図書館協会 1971

良書の選ぴかた出口一雄著東京河出書房

1956 250P 玲師(河出新害 19力
010.2・J66

西欧の図書館史 E,D.ジョンソン著東京帝

72P 21CⅢ

国地方行政学会 1974 iv,553,39P 22肌

010.6・Nn

日本図書館協会70年史 18兜一1961 明治25年
一昭和36年東京日本図書館協会 1961

019.2・N47

青少年の読書指導滑川道夫著東京国土社
]950 848P ]9卿(ほうむらいぶらり教
育の部 5)

郭P 21Cm
010 . 21‑067

日本図書館史小野則秋著
1970 iv、329P 22CⅢ

京都玄文社

017・Z3

視聴覚教育と学校図書館全国学校図書館協議

会編束京明治図書出版 1954 154P

016.2‑N47

農村図書館浪江虔著東京

5,133P 18伽(教育文庫

21Cm (学校図書館学講座)

河出書房 1947

4)

017.フ・sh88

私立大学図書館改善要項私立大学図書館協会
陶〕〔東京〕私立大学図書館協会 1956

0]0.33‑Ma42

欧・中・和対訳図書館大辞典図書館一書誌一

印刷一製本用語問宮不二雄編纂束京ジ

31P 15×21叩

ヤパン・ライプラリー・ビューロー 1952

017.フ・sh88

私立火学図書館協会会報第U号甲南大学附

XVI,645P 19Cm

属図書館,明治大学図書館編集東京私立

0]0.2‑0認

岡田温先生喜寿記念図書館の歴史と創造岡田

大学図書館協会 1965 132P 26Cm

温先生喜寿記念会編集〔jlN胡岡田温先生

017.フ・sh88

喜寿記念会]979 ]980 2冊 22Cm

私立大学図書館協会加盟校図書館関係規約集

1 岡田先生を囲んで

東京私立大学図書館協会 1954 144P

2 図書館一その本質・歴史・思潮

21Cm
017 .フ・sh88

010.4‑067

私立大学図書館協会史東京私立大学図書紺協

小野則秋図書館学論文集古稀記念古稀記念
小野則秋先生論文集刊行会編京都古稀記

議会より第十五回総会まで私立大学図書館

協会史編纂委員会編集東京私立大学図書

念小野則秋先生論文集刊行会 1978 676P

館協会 1956 90P 21Cm
田7.フ・sh88

22伽1
010.4‑081

私立大学図書館協会史東京私立大学図書館協

太田先生記念書篦研幾編東京芸艸会 1934

議会より第十五回総会まで私立大学図書館
協会史編纂委員会編集東京私立大学図害

160P 記飢(図書館研究第10巻)
10

利轡之部

館協会 19認 90P

21Cm

房]952 νi,218P
叢書第9巻)

昭和31年刊の複製

22Cm

(新日本図書館学

017.フ‑N71

014.46‑T046

私立大学図書館運営要項日本私立大学協会編

図書原笵〔東京〕東京大学フランス文学研究

纂東京日本私立大学協会 19腿釘P

室 1959 iv,76P 19Cm

18×25Cm

017‑Z3
017‑N47

司沓教諭実務滑川道夫編
1954 2兜,20P 21an

東京

図書以外の資料の収渠と整理金国学校図書館

新光閣

協議会編東京明治図書出版 1954 兜P
21卯(学校図書館学講座)

017.2・T046

017・Z3

小学校の図書館教育東京学芸大学・第一師範
付属小学校編著東京学芸図書出版社
1949 243P 図版2枚 22Cm

図書委員全国学校図書鎗協議会編東京明

017・Z3

010‑MU

書梨と受付台全国学校図書館協議会編束京

図害館アンドレ・マソン,ポール・サルヴァ
ン共著小林宏訳東京白水社 1971

治図書出版 1954 艶P 21Cm (学校図書館
学講座)

明治図書出版 1954 54P 図版7枚 21叩
(学校図書館学講座)

154,VP 18Cm (文庫クセジュ 457)
侃9・Ki12

010‑038

書物との出会い読書テクノロジー紀田順一

図書館岡田温著東京三名堂 1950

郎著町田玉川大学出版部 1976 205P

5,207,5P 図版2枚 18帥件士会科文庫)

19Cm (玉川選書)

017.フ・Me25

図書館勉強会資料NO.2 明治大学図冉館勉強
会編集東京明治大学図霄館勉強会 1971
21P 25卯(図書鮪勉強会ニュース・レ
ター別冊)

014.3・A43

書誌索引論考天野敬太郎茗作染天野敬太郎

著東京日外アソシエーツ 1979 6ⅡP
22Cm

発売:紀伊国屋書店

NO.2 図書館専門職についてその1
010・B92

0]フ.フ‑Me25

ニー・クラーク・バドロン

グ著今沢慈海,神絢一共訳大阪問宮商

図轡館勉強会資料NO.3 明治大学図齊館勉強
会編藥東京明治大学図書館勉強会 1972

店 1926 Xi,716P 19Cm (図書館研究叢書

68P 25師(図腎館勉強会ニュース・レ

第3篇)

ター別冊)
NO.3 明治大学図書館年表稿一最近15年
印召和31 46年3月)を中心にー

小図害館管理法

.、

014‑086

すぐ役に立つ図書の整理法乙部泉三郎著東

京一二三館沓店 1929 23P 19剛

017.フ‑Me25

図書館勉強会資料NO.4 明治大学図害館勉強
会編集束京明治大学図書館勉強会 1973
Vii,74P 25CⅢ(図書館勉強会ニュース・レ
ター別冊)
NO.4 明治大学図書館分析資料その1

010.4‑Ta59

武田虎之助先生古稀記念論文集図書館と社会
武田虎之助先生古稀記念論文集編築委員会編

集東京日本図書館協会 1970 iv,277P
22Cm
0]4.4、067

017.フ・Me25

図書分類法資料捉要小野則秋著新訂2版

図害館勉強会資料NO.5 明治大学図書館勉強
会編集東京明治大学図書館勉強会 1974
iv,80P 25Cm (図書館勉強会ニュース・レ
ター別冊)
NO.5 明治大学図雪館分析資料その2

京都峯書房 1962 ix,194P 25Cm
014.4‑K且86

図書分類法要説加藤宗厚著改訂版束京

日本図書館協会 19訟 364P 22Cm
014.4・se58

010.1‑T且59

図書分類と図書記号仙田正雄著京都蘭書

図書館学概論武田虎之助著東京理想社
Ⅱ

和宵之部
]976

156P

22Cm

(現代図書館学叢書 1)

017.2‑T072

図書館教育読書指導の手引囲書館教育研究

会著束京学芸図書 1951 399P 21Cm

田0‑KU別

(学校図書館学叢書第2集)

図書館学原論研究・実務のための手びき草
野正名著東京内田老鶴罰 1963 186P

016 . 2・Ta58

図書館物語竹林熊彦著東京東弛印刷株式
会社出版部 1958 197P 19圃

19Cm
010‑Ka86

図書館学序説
加膝一英著

コミュニケーションと図書館学

010‑175

図書館の発見市民の新Lい権利石井敦,前
川恒雄著東京昌本放送出版協会 1976

別府加藤一英 1969 66P

22Cm

258P ]9Cm (NHKブ"クス 194)

01ひ072

図書館学の展開

大佐三四五著

1954 ×,329P

東京丸善

010‑M045

図書館の話森耕一著東京至誠堂 1966

22Cm

334,VP 18師(至誠堂新書 35)

010 .31‑se]9

図書館学及書詠学関係文献合同目録昭和10年
現在青年図書館員連盟図書館学関係文献合
同目録編纂委員会編纂大阪青年図書館員
述盟 1938 255P 23Cm

0玲一Y45

図書館の評価蔵書・人事・行事

W.S,エナ

ワイン編渡辺正亥訳習志野

渡辺圧亥

1965 111,62P 21Cm
発売:日本図書館協会

010‑M045

図書館学綜説図書の整理と運用の研究毛利

013・G22

010.36・N71

図書館の管理若き館長ヘの手紙 F.M.ガー
ドナー著渡辺正亥訳東京南江堂 1963
173P 21CⅢ

図書館ハンドプック日本図書館協会編改訂

0玲一KU84

宮彦著東京同学社 1950 5,18,458P
図版2枚訟Cm

版東京男本図腎館協会 1960 船5P
19Cm

図書館の経営管理

草野正名著

鶴圃新社 1968

254P 22伽

東京内田老

011. 2・N87

010,2‑W12

図書館法西崎恵著東京羽田書店 1950

図書館史

2,3,20OP 15Cm (新法文庫)

6,379

和田万吉著

東京

芸艸会 1936

22CⅢ

017・Z3

014.1‑Ki76

図書館法の解説全国学校図害館協議会編東
京明治図書出版 1954 90P 21如(学
校図書館学講座)

図書館資料概説インフォメーション源資料を

侃7・Te37

010.4‑Y67

図害館科の研究小学校から大学まで天理学
園学校図書館研究会編丹波市町(奈良県)
養徳社 1950 9,302P 22CⅢ

図書館と出版文化弥吉光長先生喜寿記念論文
集弥吉光長先生喜寿記念会〔1卿東京弥

中心に木寺清一薯東京明治書院 1969

]96P 22m (図書館学シリーズ)

吉光長先生喜寿記念会 1977622P(図版共)

013‑KU84

図書館経営概論 草野正名著
]973 7,27]P

22Cm
010.214・MU43

東京三省堂

図書館と共に半世紀村上渚造著富山富山

22Cm

県図書館協会 19別 142P 21Cm

010・Ki76

図書館経営実務入門 木寺清一薯京都京都
出版 1949 186P 19Cm 細本図書館叢書
第2巻)

010‑W46

図書館通論その学習案内渡辺正亥著東京
池上書店 1973 6,275,2P 21Cm

017 .713・N71

010.幻一N47

図書館運動五十年私立図書館に拠って浪江
虔著東京日本図書館協会 1981430P

図書館記東京日本大学出版部 19361現P
図版2枚 19師
12

利書之部
幻師

017・T069

私たちはこうして学校図書館を作りました鳥

014 . 3‑067

図書目録の作り方小野則秋著京都蘭書房

生芳夫著東京万世書房 1949 291P

19能 Xviii,290P 記伽(新日本図書館学

19Cm

叢書第7巻)

017‑23

予算のたてかた全国学校図書館協議会編東

017・Z3

京明治図書出版 1954 64P 21叩(学校

図書の解題全国学校図書館協議会編東京

明治図書出版 1953 69P 幻師(学校図

図書館学講座)

書館学講座)

図害:.碧:^学

014.1‑Ta58

図誓の選択理論と実際竹林熊彦著東京
蘭書房 1955 ]9如 22伽(新日本図書館
学叢害)

020.5・A25

愛書趣味(第5巻第1号)復刊第 1号(昭和24.

1) 復刊第14号(昭和25.田東京青山督太
郎 14冊合1冊 27Cm

014.1‑Y67

図書の選択弥吉光長著東京理想社 1950
2,2,192P 21伽(図書館実務叢書 2)

江戸の本屋

014・Ki76

社 1980

023.1‑SU96

図掛整理法木寺清一著京都荊書房 1952
191P 22叩(新日本図書館学叢書第5巻)

江戸の本屋

010.33‑U42

社 1980

上鈴木敏夫薯束京中央公論

196P ]8Cm (中公新書)
023.トSU96

下鈴木敏夫茗東京中央公論

205P ]8伽(中公新書)

図当・図書館事典植村長Ξ郎著東京文徳

社 1951 571,28P 18Cm

023.1‑K078

江戸の本屋さん近世文化史の側面今田洋三

田5‑Mi37

図書迎用法図書館奉仕の理論と実際南諭造

著東京日本放送出版協会 1977 206P

著京都蘭書房 19郭 Xvii,271P 22Cm

19Cm (NHK プックス 299)

019.2‑MU84

023.136‑K098

我が読轡論武者小路実篤著東京要書房
1鮖3 204P 19Cm

江戸書籍商史
ス社 1930

上里春生著東京出版タイム
5,224P 23卯1

014,4・N22

023 . 39‑1195

和漢古書分類法長沢規矩也著〔出版地不明〕

会本雑考封水小史著東京文芸資料研究会
1928 2,10OP 図版8枚 22伽(変態文献
叢書第6巻)

〔出版者不明〕〔19・・〕 52P 21Cm
OH.32・N22

和漢古書目録法長沢規矩也薯〔出版地不明〕

和裴

〔出版者不明〕〔19・・〕 93P 21Cm

023.01‑sh四

現代出版学清水英夫著
1972 Xi,246P 22伽

010.5・YV41

早稲田大学図書館紀要第1・号印召和34.12)
第8号(昭和42.3)東京早稲田大学図書館

言論及び出版の自由

斐開 1954 223P

019.2・N71

書房 19聡

日本読書新聞編

河原畉一郎若東京有
21Cm

名古屋黎明

025.9‑KO]4

019.2‑N71

白描仏教図像集・春日本万菜集・春日懐紙・夏
目激石自筆晝画冊展観図録東京弘文荘
〔1962〕図版22枚 26Cm

4,259P 19Cm

私の読書遍歴続
黎明害房 1956

竹内書店
023.8・Ka92

8冊 21Cm

私の読書遍歴

東京

日本読書新聞編名古屋

8,294P 19Cm

025.9・T046

ホーレー文庫蔵書展観入札目録東京古典会主

田9‑sh49

私の読書と人生清水幾太郎著 東京要書房
1949 218P 19Cm

催〔東京〕東京古典会]9能序 61P(図
版共) 26Cm
13

和書之部

寛政Ⅱ年狩谷掖斎写本の複製
和装

023.31‑Ka97

奈良阪本猷

平安朝摺経の研究川瀬一馬著

1940 2,38P 図版8丁 28叩

027.3・N38

慶長以来諸家著述目録小説家之部中根粛治

和装

編東京青山堂支店 1893 17,詑3,16P

020.5・H84

本創刊号(昭利8.D一第3号価研脂.9)東京

15Cm

和装

江川書房 3冊 22伽
025 . 1・W]2

027 .3・N38

本朝書籍目録考証和田英松著 東京明治書
院 1943 4,28,664P 22Cm

慶長以来諸家著述目録
編東京八尾書店

東京

1894 341P 19Cm

和装

022 . 57‑065

本の美術恩地孝四郎著

和学家之部中根粛治

誠文堂新光社

023.1‑157

京都粂文堂

慶長以来書買集覧井上利雄編

1952 135P 26Cm

書店]916 131P 23伽

020・T069

本の話鳥生芳夫著東京健文社

和装

1944

2,フ,40IP 図版3枚 22卯

0器.1‑157

慶長以来書賣集覧書籍商名鑑井上和雄編

発売:大雅堂

坂本宗子増訂大阪高尾書店]970242P

022.5‑Ma42

ほ人のすがた図書形態学問宮不二雄著東
京清和堂書店 N68 59P 21御

22CⅢ
023.]6‑Ma37

020.33・U36

京阪書籍商史

蒔田稲城著

実用本の辞典植原路郎著東京出版ニュー

書店 19能

540P 22Cm

大阪高尾彦四郎
028‑H42

ス社 1964 254P 19伽

研究湘査参考文献総覧波多野賢一,弥吉光長

022.31‑TO]8

浄土教版の研究藤堂祐範著

共編東京朝日書房 1934 913P 22伽

東京大東出版

社 1930 168P 図版器枚

023.1・SU39

23CⅢ

近代日本大出版亊業史杉村武著東京出版
ニュース社 1967 408P 22釦

026・H48

従吾所好林若吉編集東京 林若吉]912

2,フ7P(図版共)図版15丁

24Cm

025.9‑S055

紀念善本図録創立五十周年

和装

東京東京古典会]9釦序

027.5‑Ta59

皆空書屋明治百誌解説武田正義編述武田照
子編東京寓貴書房]95] 128P 図版

023 . 1・・N37

近世出版法の研究中村喜代三著
023.16・Y97

発売:丸善
025.9・K014

弘文荘古文害目録東京弘文荘 1973

025.1‑sh96

2能P(おもに図版)舗Cm 何厶文荘待買古書

寛文十年帯籍目録作者附大意東京古典文
庫 1953 70,212P ]8伽(未刊文芸資料
第3期2)

目第"号)
025.9・S055

弘文荘善本目録創業廿五周年記念反町茂雄

022.3・N訟

長沢規知也編東京日

編輯東京弘文荘 1957 10P 図版374P
30師侶厶文荘在庫古書目録第30号)

34P 22Cm

活版経籍考吉田篁嫩著

東京

東京日本

学術振興会 1972 172P 22伽

上方の出版と文化湯川松次鄭著大阪上方
出版文化会 1960 訟如図版4枚]9如

本書誌学会 1938

]8P 図版別枚

26Cm

]6枚玲師

関東現存宋元版書目

反町茂雄編纂

022.31・Y86

025.9・S055

日本書誌学会

弘文荘善本目録訂正版反町茂雄編集東京

弘文荘 1977 473P(図版共) 31Cm (弘文

1933 ]冊 22Cm
H

和書之部

荘待買古書目第50号)

民社

1975

330P 21Cm

022.31‑Ka97

古活字版の研究川瀬一馬著
1937 2冊(附図共) 27肌

027.フ‑M日59

東京安田文庫

明治百年記念洋書100年展目録

欝68‑19能

〔東京〕丸善 1968序 136P

21Cm

025.9・S055

020.4‑N29

古文書その面白さ尊さ反町茂雄〔著〕東京
弘文荘]981 55P 30飢

目脂書譚

9,382P

内藤虎次郎著東京

弘文堂 1949

図版4枚 19如

020・N22

古書のはなし書誌学入門
訂東京冨山房 197フ

028‑G15

日本代表図書文献

長沢規矩也著再

208P 図版3枚

〔束京〕 外務省情報部渉外
122,11P 2]CⅢ

課文化班 1947

22Cm

022.31・Y94

古書店地図帖
郎編東京

024.8‑Ki12

日本古刊腎喧

束京・関東

甲信越紀田順一

]933 456P

図書新聞社

1967 ]54P

23Cm

日本国見在鴾噛録解説稿小長谷恵吉著再版

東京小宮山出版 1976 148P 図版2枚

024.8‑Ka92

177P

東京帝都出版社
025 . 1‑065

]8Cm

古書通

吉沢義則著

河原万吉著東京四六書院 1930
図版4枚 20cm (通叢書)

22Cm
025.9‑K014

日本の自筆本南北朝時代から明治・大正まで
弘文荘古書販売目録東京弘文荘 1979
242P 30CⅢ

020.2・Ta29

好書雑載高木文著東京井上轡店 1932
釘丁図版10丁 23伽
和装

020,21・sh96

日本の書物庄司浅水著東京 創元社 1954

025.9‑T046

古典籍下見展観大入札会目録東京古典会圭催

163,9P 図版32枚 19Cm

東京東京古典会 1975 65P 図版]73P

025. 1・N71

罰本書籍総目録東京民友社 19能〔34丁〕,

26Cm
022.31・Mi94

高野板英萃水原尭栄編集

水原尭栄 1932 6,10P

9P 27卯(新成簣堂叢齊第5冊)
正徳元年新井白石写本の複製

高野山(和歌山県)
図版91枚 38卯

和装

和装峡入

023 . 1・K012
022.31・Mi94

日本出版文化史

高野板之研究水原尭栄著〔高野山(和歌山

文化史刊行会

小林善八著東京日本出版
1938 44,]026,24P 23Cm

県)〕水原尭栄 1932 詑IP 図版20枚

023.1‑045

23CⅢ(高野山学誌第1篇)
発売:森江書店

日本出版文化史

1962 7,663P

岡野他家夫著東京署歩堂
図版8枚 22Cm

027.フ‑N27

023.1・MU59

郷土出版文化展覧会陳列青旧録開館二十周年
記念(昭和十八年十月十一日至十五日)〔名

日本出版大観上巻村田勝麿編輯大阪出

版タイムス社 1928 540P 23Cm

古屋〕市立名古屋図書館 1943 6,175P

上巻京阪書籍商史蒔田稲城薯

図版4枚 18伽

027.4‑H72
025 .163‑073

日本叢害索引広瀬敏編

享保以後大阪出版書籍目録大阪図書出版業組
合編纂大阪大阪図書出版業組合 1936

房]957 889P 22Cm

増訂

東京風間書
020.21‑sa47

日本図書文化源流老桜井良策著東京巌南

459P 図版8枚 23Cm

堂書店 1978 514P 訟Cm

025.1・Ma67

マスコミに出る日本の古典名著総解説武道・

025.9・T046

礼法・芸道 4必伝まで300編東京自由国

小汀文庫稀書珍本展観入札目録 東京古典会主
15

和書之部

催〔東京〕東京古典会 1972序 認P(おも
に図版) 24×25CⅢ
書名は表紙による標題紙の書名 小汀文庫

1939

5冊合 1冊 22Cm
020.4・U14

紙魚、繁昌記魯庵随筆内田魯庵著斎藤昌三,
柳田泉編纂東京書物展望社 1932

稀書珍本展観入札

370P 図版2枚 20伽

能3.163‑073

大阪図書出版業組合二十年史大阪大阪図書
出版業組合 1936 2,3,158P 図版3枚 23山

020.4・U]4

紙魚繁昌記

昌三編纂

022.31‑W12

嵯峨本考和田雛四郎著東京和田維四郎
1916 54P 図版21枚認卯

魯庵随筆続内田魯庵著斎藤

束京書物展望社 1934 450P

19Cm
020.4・U14

瓢魚之自伝内田魯庵著

和装峡入
022.31‑Ka97

東京

春秋社 1929

6,331P 21Cm

嵯峨本図考川瀬一馬若東京一誠堂書店

020 .22‑091

1932 8,117P 図版5畊文 31Cm

支那典籍史談大内白月著
028‑Y67

東京昭森社

1944 4,186P 22Cm

参考図書の解題弥吉光長著東京理想社

027.5・M031

]955 259P 22m (図書館実務叢書 8)

新着外国学術刊行物一覧学術文献総合目録委
員会編〔東京)文部省 1950 114P 22Cm

022.8・U32

製本之輯上田徳三郎述武井武雄図解東京
アオイ書房 1941 40丁 28Cm (書窓第
Ⅱ巻第2号)

025.1‑Ma74

新刻書目一覧松田正助編大阪松田正助
1873 39丁 22mn
和装

和装
舵6‑se17

029.8‑sh69

真福寺善本目録黒板勝美編輯
美 1935 157P 22Cm

成簣堂善本書影七十種蘇峰先生古稀祝賀記念
刊行会編纂東京民友社 19噐図版70牧

東京黒板勝
025.8・T046

23Cm

箱入

東京都総務局文書課四谷
分室〔編〕〔東京〕 東京都総務局文書課四谷
分室 1951 347P 25CⅢ

資料図書仮目録 1
025.9・S055

西欧名家文豪自筆書簡原稿目録反町茂雄編

東京弘文荘 1975序 5P 図版Ⅱ5P

025.]‑Ma62

30伽何厶文荘待買古書目 NO.47)

書目集上正宗敦夫編纂校訂東京日本古

典全集刊行会 1931406P 18Cm 細本古

020‑ES7

西洋の書物エズデイルの書誌学概説アラン

典全集)

デル・エズデイル著 R,ストークス改訂高

上国朝書目.弁疑書目録,寛文書籍目録

野彰訳東京雄松堂書店 1972 "vi,439P

025.1‑M且62

書目集中正宗敦夫編纂校訂東京日本古

詑如

典全集刊行会 1931 2,379P 18卯田本

020.23・Ki78

古典全凋
中典籍秦鏡自以至嚢

西洋書誌学要略橘井清五郎著東京図書館

事業研究会 19噐 70P 図版12枚 23伽
姻書館事業研究叢書)

025.1‑Ma62

書目集下正宗敦夫編纂校訂東京日本古

027.フ‑K049

世界の書誌展示会目録と解説国立国会図書
館編集東京国立国会図書館 1957

典全集刊打会 19認 P3釘 フ78 18Cm
佃本古典全集)
下典籍秦鏡自南至葵

Iii,72P 21Cm
020, 5‑sh91

020.5‑sh96

椎園川瀬一馬編纂 第 1輯(昭和12.春) 第
5輯印H和14.夏) 東京川瀬一馬 1937

書物竹内富子編輯第1年第1冊印研鵬.1の
第2年第9冊佃研n9.田東京三笠書房
16

和捗之部
12冊 23伽

024 .8‑Ka92
020.33・K093

書物語辞典
4 ,171, 24P

古典社編

趣味の古書通話河原万吉薯

古典社 1936

沼津

東京啓文社出

版 1937 3,10,503P 19CⅢ

18CⅢ

025.9・F54

反町弘文荘主宰古書逸品展示大即売会出品目録
文車の会主催東京文車の会 1976序

020.5・sh96

書物倶楽部秋朱之介編輯第1巻第1号(昭
ネ四.10)一第 1巻第2号印爵四.11)東京

]53P 図版226P 30肌

裳鳥会 2冊 23Cm

025.9‑S055

第1巻第1号の発売:紀伊国屋掛店

反町弘文荘蒐集西欧稀親害旧録反町茂雄編

東京弘文荘 1976序 9,119P(図版共)

020.4・J兜

書物の道寿岳文章薯東京書物展望社

26卯(弘文荘待買古害目 NO.48)

1934 235P 図版5枚 20cm

025.9・K014

反町弘文荘蒐集西欧名家文豪自筆書簡原稿目録

020.2・D32

東京弘文荘 1974販図版117P 26師

書物の歴史エリック・ド・グロリエ著大塚

幸男訳東京白水社 1955 149,註ip
18Cm (文庫クセジュ)

020.33‑A43

対訳齊籍用語辞典

020‑J92

書物の世界寿岳文章著 大阪
1949 346P 図版8枚

天野敬太郎編染東京雄

松堂書店 1962 20IP 25Cm

朝日新間社

18Cm

027.8‑E59

点本青旧遠膝嘉基,広浜文雄編

020.4‑Y15

霄物往来八木佐吉著束京

東雌書房 1975

明治書院 1957 187P 22Cm

471P 図版3枚 22Cm

022・S055
020.4‑157

天理図書館の善本稀霄一古書肆の思い出反

町茂雄著東京八木書店 1980 429P

書物Ξ見井上和雄著東京書物展望社

1939 3,フ,292P 図版5枚 19師

19Cm

020.5‑sa25

020.21‑Y19

書物誌展望斎藤昌三著東京八木書店
19郭 3,10,252P ]9Cm

典籍説稿
4,認8P

山田孝雄薯東京

西東書房 1954

図版31枚 22伽

020.21‑M045

020.4・sh64

典籍叢談新村出著東京岡書院 1925

書物と江戸文化森銑Ξ著東京大東出版社

194] 5,6,詑OP ]9師(大束名著選 17)

4,10,489P 図版25枚 19如

叱0.21‑M045

020.21・Y19

書物と人物森銑三著東京熊谷書房 1943

典籍雑攷山田孝雄著東京

281P 22Cm
東京

宝文館 1956

5,346,37P 図版5枚 22Cm
附録:富山之記(影印)

020・K016

書誌学幸田成友著

慶応通信 1962

020.4・Y67

東方の書弥吉光長茗

2,147P 2]cm

東京

間雲山房 197フ

119P 21Cm

020・K065

書誌学小見山寿海著東京芸艸会 1931

020.21・Ma35

3.3,205P 23肌(芸艸会叢書第2篇)

徳川慕府時代書籍考牧野善兵衛編述東京書
籍商組合校訂東京東京霄鰭商組合玲12

発売:三省堂

97丁 23Cm

020.33‑U42

書誌学辞典植村長三郎著

京都教育図書

和装

1942 22,514,66P 22Cm

026‑Ka53
020.21‑KU67

書誌学の発達
1979 1冊

新版束京

徳川時代稀観本索引金子居水編

栗田元次著東京青裳堂書店

堂書店]941 2,112P 24Cm

22Cm 旧本書誌学大系 8)

和装

17

東京粋古

和書之部
020.]‑Ta84

図書学概論

Ⅱ,592P

田中敬著
図版3枚

東京

197フ

309P

20cm

冨山房 1924

逐次刊行物

22Cm
020.22・R98

051・N22

図書の歴史と中国劉国鈞著松見弘道訳東

雑誌企業の歴史と現状永島寛一著

〔東京〕
紳河日新

〔朝日新聞社〕 195] 254P 25Ⅷ

京理想社 1963 250P 図版3枚 22血

聞調査研究室報告社内用 24)

027.フ‑K049

上野図書館開館八十年記念出版文化展示会目録

051・N22

国立国会図書館編集東京国立国会図書館

雑誌論入門永島寛一著

1952 ]31P 図版4枚 21師

東京

吾妻書房

1967 5,178P 19CⅢ

学

025.1‑SU48

哲

雲泉荘山誌巻の1 杉浦三郎兵衛編輯京都
杉浦丘園 1928 6丁図版3枚 24卯
哲

巻の1 慶長年間刊行本

゛1、

和装

116.5‑1a84
025 .1‑S1148

学問論現代における学問のあり方田中美知

雲泉荘山誌巻之2 杉浦Ξ郎兵衛編輯京都

太郎著東京筑摩書房 19卵 256P19伽

杉浦丘園 1929 102P 図版16枚 24卿

(筑座総合大学)

巻之2 江戸時代の書目

103. 3‑195

和装

岩波哲学辞典岩波害店編輯増訂5版東京

岩波書店 1927 1128P 27m

025.1‑SU48

雲泉荘山誌別冊第4 杉浦三郎兵衛編輯京

114.2‑067
、、

都杉浦丘園 1934 34P 図版5枚 24Cm

死生観の誕生

別冊第4 家蔵松会板之書目

]983 236P

大野順一著

東京

福武書店

20cm

和装

101‑Ta59

思恕、史の方法と対象日本と西欧 丸山真男
(ほか著〕武田清子編集東京 創文社
]968 2,322P 22伽

020.22‑Ta84

羽陵余蝉田中慶太郎著

東京

竜文書局

1946 215P 21Cm
022.3‑N訟

日本思想.中国思想

和漢書の印刷とその歴史長沢規知也著東京

吉川弘文館 19訟 14,192P 図版22枚

122.02‑T046

中国思、想史東京大学中国哲学研究室編東京

21Cm
025.9・S055

東京大学出版会 1952 5,213P 22釦

ヨーロ,パ・ペルシャ・インド細密画(ミニ
エーチャー)月録反町茂雄編東京弘文

]21,6‑W48

風土人間学的老察和辻哲郎著東京岩波

荘 1975序 125P(図版共) 30伽何厶文荘

書店 1937 如7P 23伽

待賣古書目 NO.46)
続群書一覧
補東京

]34.3‑F44
025.1・N84

学徒の使命

西村兼文編輯入田整Ξ校訂増
日用書房 1927 1066P 19肌

:文:1き:巷デ上号

フィヒテ著山本饒訳東京弘

1941 3,349P 22Cm
121.52‑H68

平田篤胤村岡典嗣著東京 生活社 1946

31P 18m 佃本叢書 59)

百科事典
030・Y67

百科事典の整理学弥吉光長著

123・Y64

東京竹内書

緯書安居香山著東京明徳出版社

店 1972 Xi,269P 19Cm
030・F7フ

私の辞書論福本和夫著束京

1969

218P 20師(中国古典新書)
121.56‑189

河出書房新社

伊藤仁斎の学問と教育
18

古義堂即ち堀川塾の教

和書之部

育史的研究加藤仁平著東京目黒書店

121. 52・Ta64

1940 11,18,908P 図版6枚 23伽

近世史の発展と国学者の運動竹岡勝也著東
京至文堂 1927 4,2,364P 23Cm

124.1‑TS34

儒教の研究第2 津田左右吉茗東京岩波

121, 5・Ki87

霄店 1951 3,480,18P 22Cm

古学小伝上,中,下巻清宮秀堅薯佐原町
(千葉県)清宮利右衛門 19鳴 3冊 23m

121.52・Ka13

荷田東磨翁大貫真浦薯 束京
241P 15Cm
発売:法文館排店

発売:郁文舎

会通社 19Ⅱ

12].52‑H76

国学その成立と国文学との関係久松潜一著

東京至文堂]941 429P 23Cm

121.4・A92

鎌倉室町時代之儒教足利衍述著東京日本
古典全集刊行会 19噐 12,875,42P 器Cm

12].52‑Ki85

国学発達史消原貞雄著東京大鐙閣 1927

121. 53・N38

430P 23伽

慶元以来漢学家著述書目中根粛治編〔出版

121. 52‑sa18

地不明〕日本弘道会 18兜 20P 22師
佃本弘道会叢記付雌澗

国学の批判封建イデオローグの世界西郷信

綱著東京青山書院]9開 6,3,216P

123.0]‑Ke24

19Cm

経解入門上, 下冊 弘文堂編輯部編輯京都
弘文堂書店

]930

121.52・Y3]

2冊 23Cm

国学論山本正秀,渡辺秀若東京三笠霄房
1939 208P ]7肌佃本歴史全私勺

利装軟入
123.01‑H67

]21.52・N95

経書の成立平岡武夫著大阪全国書房
19妬給6P 21Cm (東方文化研究所研究報

国学金史上,下巻野,村八良著東京有恒
堂 19如 2冊 23Cm
発売:丸井書店

告第18冊)
12].52‑157

121‑026

己亥叢説上, 下巻 井上頼圀稿井上頼文,
吉岡頼教編 j1τ」il、 吉川半七 1899 2冊

国民文化の建設大串兎代夫著

23Cm

121.52‑KU53

和装

古典の精柿倉野憲司著
1944 224P 19Cm

121.52‑157

大阪

己亥叢説続井上頼劉著東京袖習会
水戸学本碇栗田勤述東京
75P 図版11枚 19Cm

121. 6‑Ki42
7

東京

全国轡房
121.58‑KⅡ67

1934 2,156,2P 図版2枚記叩
近代日本思想、史講座

東京文芸赤

秋社 1943 322P 21師

筑摩書房

皇道菱会 1927
121.52‑M088

1959 339P 22Cm
7 近代化と伝統

本居宣長難田善明著東京新潮社 19U
6,274P 18佃佃本思想家選架)
12]. 5・N29

1幻.52‑M088

近世文学史論内藤虎次郎著 東京政教社
1897 20OP 22Cm
発売:東華堂

本居宣長河野省Ξ著東京北海出版社
1943 3,176P 19Cm 細本教育家文庫第
30巻)

121.53‑T036

121.52‑N34

近世日本の儒学徳川公継宗七十年祝賀記念会

中島広足弥富破座雄著 東京 厚生闇 1944
354P 19Cm

編東京岩波書店 19諦 9,5,1149P 図
版47枚器師

121.52・M088
121.5‑F93

近世日本思想の研究 古川哲史著

書店 19蝿 27如

直毘霊

東京小山

26丁

21Cm

和装
19

本居宣長著
23Cm

大阪

片野東四郎 1875

和書之部
121‑N71

121‑126

日本人新しい反論の角度から仁戸田六三郎
著東京新潮社]957 器3P 20cm

日本思想史に於ける宗教的自然観の展開家永

Ξ郎著東京斎藤腎店]947 3,221P

121.6‑121

22Cm
]幻.02‑121

日本人の思恕、の歩み家永三郎編著東京理
日本思想史の諸問題

論社 1956 ]84P ]8伽(社会思想講座・

書店]9綿 239P

20世紀の思想、とモラル 4)

家永三郎著

東京斎藤

19C皿
12].02・Ta82

12].53・sh21

日本思想史の諸問題田村円澄著京都永田
文昌堂 1948 3,8,253P 22CⅢ

日本儒学年表山本邦彦編輯 東京斯文会
1922 3,449P 23Cm

121.55‑157

121. 53・B17

日本陽明学派之哲学 井上哲次郎著新訂東
京冨山房]938 8,420P 17飢(冨山房
百科文庫 28)

日本儒教論万羽正朋著東京三笠書房

19諦詑8P 17伽佃本歴史全袈り
121.6‑121

]24.2‑Y66

日本近代思想史研究家永三郎著東京東京
大学出版会 19聡 3,319P 22伽

老荘思想安岡正篤著 東京 福村書店 1952
2,3,192P 19Cm

121.02‑172

121.5・N29

日本国民思、想史講話石田文四郎著東京
松堂書店 1924 17,346P 22Cm
12]. 5・H29

122・Y19

日本における近代思想、の前提羽仁五郎著東
京岩波書店 1949 4,208P 22伽

支那文献論解説

山田謙吉著

121.5‑M社87

城学会 1935

155P 27師

6版

支那学文献の解題と其研究怯武田煕著束京
大同館書店 1931 四2P 20cm

協会 19鵬 192P 17卿(NHKブックス
フフ)

122・N22

121・sa18

目本精神史研究

1927 10,430P

東京

上海禹
122・Ta59

旧本の学問松島栄一著東京日本放送出版

日本の思想文化三枝博音著
1939 357P 19CⅢ

弘文堂書房

先哲の学問内藤虎次郎著 東京
1946 334P 18叫

支郡学入門書略解長沢規知也編
堂書店 1930 133P 19師

第一書房

東京文求

121.6・W48

122‑Y89

和辻哲郎著束京岩波書店

支那人の古典とその生活吉川幸次郎著東京
岩波書店]9" 3,幻5P 玲師

図版16枚 23Cm

122・Y89

12].6・W48

日本精神史研究続和辻哲郎著
書店 1936 3,4,461P 23CⅢ

支邪人の古典とその生活
東京岩波書店 1964

東京岩波

吉川幸次郎著改版
V11,171P 18剖0

]21.02・F93
123.01・H84

日本思想史古川哲史編東京角川書店
支那経学史論本田成之著
1936 4,4,411P 23Cm

1954 294,13P 18卯(角川全書 19)
121.02・Ta64

東京弘文堂書房
12].55‑N3]

日本思想史竹岡勝也著東京理想社 1943

藤樹先生修正第3版今津町(滋賀県)滋賀

3,2,327P 19Cm 佃本思想大系 3)

県高島郡教育会 1920 4,144,60P 図版3

12].02‑MU55

枚Ξ2如

日本思想史研究村岡典嗣薯増訂東京岩
波書店 1940 1,3,492P 23Cm

利装
121. 5・Mi38

121.02‑MⅡ55

徳川思想小史 源了円著東京 中央公論社
1979 259P ]8Cm (中公新書 31幻

日本思想史研究続村岡典嗣著東京岩波
書店 1941 468,2P 22伽
20

和轡之部
120‑N37

]9Cm

(明日ヘの叢書 4)

東洋人の思、惟方法中村元著東京みすず書

159.6・H97

戦後女性誠穂菰重遠著東京

房 1952 2冊 22Cm
第1部インド人・シナ人の思惟方法

研究社 1945

58P 19an

第2部日本人・チベ"ト人の思惟方法

155‑Ka58

倫理学
156‑Y42

武士道

山岡鉄太郎述

勝安房評論

編纂

東京光融館

19船 274P 図版4枚

新日本主義と歴史哲学

鹿子木員信著思想、問

題研究会編纂東京

青年教育普及会 1932

135P 20cm

安部正人

宗教.神道

19CⅢ

170・Ka86

太神宮参詣記と敬袖尊皇 加藤玄智著東京
教学局 1939 3,79P 21伽佃本精祁叢書
45)

155・Ta64

現代の問題としての復古思想竹岡勝也著興
亜教学研究会編東京目黒書店 1940

108P 17Cm (教学新書 3)

165.5・sh99

八尾書店

国立国会図書館蔵社寺取湘類纂目録宗教史研
究会編東京宗教史研究会事務局 1964
玲OP 25伽細本宗教史目録叢轡])

155‑189

176.4・K076

東京同

中臣祓と民族精袖河野省三〔著〕東京文部
省思想局 1937 70P 21Cm 細本精神叢齊
25)

154・亘97

国民教育愛国心 穂利U＼束著
1897 10,94P

東京

22Cm

国体観念の史的研究伊東多三郎著

文館 1936 4,293,15P 20cm
155・N83

国体の話西川平吉著

大阪

出来島書店
仏

1943 4,206P 18師

教

155・N28

国体論史〔東京〕
3,2,380P 23伽

内務省抑社局

188.55・B18

足利庄鑁阿寺 足利鑁阿寺

1921

1933 10P

22Cm
150‑N39

188. 55、B18

教養と文化若き女性のために中野好夫薯

足利庄捌可寺

束京平凡社 1947 196P wcm

1926 2,84P

山越忍空編纂足利鑁阿寺
図版5枚訟伽

155・N釘

183‑067

日本国体西晋一郎述東京日本文化協会出

仏教文学概論

版部 1935 89P 19師(憲法教育資料)

1925 冊4P

小野玄妙著

東京

23Cm

151.5・Y53

180.フ・sa29

日本の良心はいかにあるべきか柳田謙十郎著

仏教研究法境野黄洋著
1934 453P 23Cm

東京創文社 19論 4,2,216P 190m (フ

東京

オルミカ選書 1の

183.02・A3]

日本倫理学史概説岸本芳雄著東京明治図
書出版 19娼 2,9,256P 19肌

行会編纂名古屋三宝書院 1944 610P
図版3枚 21Cm

155・Ki17

演東京交易営団 1943 28P
(一宇会叢書第]輯)

大東出版社

仏教経典史論赤沼智善著赤沼智善論文集刊

150.21・Ki58

日本精神及日本の行き方について

甲子社書房

182.1‑sa部

紀平正美講

仏教の日本的展開佐藤得二薯

東京岩波書

店 1936 5.296P 23伽

21叩

183・Y86

仏教聖典の解説吉田竜英著東京帝大仏教青

154・MU48

歴史を創造する国民と伝統に圧倒された国民

年会編輯東京三省堂 1942 9,281P

村松正俊著東京玄同社 1946 32P

18Cm

幻

和書之部

上日本天台と鎌倉仏教

182.1‑F68

仏教渡来史藤原猶雪著東京有隣書院

182.]・H49

1934 76P 23師旧本宗教講座)

日本仏教の開展とその基調

188.83・D81

京三省堂 1959 386P

仏道修行の用心正法眼蔵随聞記く懐朔唐木

下中古日本天台の研究

下硲慈弘著東
22Cm

順三著東京筑座書房 1966 10,250P

]82 .1‑H37

20卿佃本の仏教第Ⅱ巻)

日本仏教史橋川正著東京国史講座刊行会

19託 258P 23囿(国史講座)

1幻.02‑12]

中世仏教思想史研究家永三郎著

京都法蔵

182 . 1‑TS41

日本仏教史上世篇辻善之助著

館玲47 180P 21Cm
忠禅飯田償隠著 東京

182.]・TS41

中央仏教社 193]
日本仏教史

2,フ7P 19Cm

岩波書店

183・D28

大蔵経
1964

中世篇之1 辻善之助著東京
1947 12,455P 22CⅢ

京都百華苑

成立と変遷大蔵会編

182.1・TS41

109P(図版共) 21Cm

日本仏教史

岩波書店

183・T033

中世篇之2 辻善之助著東京
1949 ]2,443P 22Cm

大蔵経概説常盤大定著東京雄山闇]946

182 . 1‑T$41

63P 図版2枚 21Cm (仏教老古学講座)

日本仏教史概説

1948 10,261P

183.031‑10諦

辻善之助著

東京好学社

22Cm

後漢より宋斉に至る訳経総録常盤大定著東

182.1‑sa29

日本仏教史講話第1巻境野黄洋著東京

京東方文化学院東京研究所 1938 1091P

森江書店 1937 5,9,726P 22Cm

図版5枚 27伽

第1巻平安朝以前

188.84‑F62

活人剣藤本隣道,船越丹堂編輯小浜町(福
井県)発心寺僧堂 1923 ]27P 19伽

182. 1‑094

日本U、教史の研究 1 3 大屋徳城著京都
東方文献刊行会 1928 1929 3Ⅷ1 19飢

]85.1‑K071

古都の尼寺今東光著葛西宗誠写真京都

184 .9・Ke24

淡交新社 1961 248P(図版共) 22卿

H本霊異記景戒述板橋倫行校訳東京赤

陽堂 1929 224P 20cm

]88.55‑MⅡ74

室生寺土門挙撮影北川桃雄文東京美術
出版社 1954 54,8P 図版56P 35Cm

了翁禅師小伝今沢慈海著

182 . 1‑094

団 1964 35,16P 26CⅢ

188.82・R97

寧楽仏教史論火屋徳城著京都東方文献刊
行会 1937 5,2,724P 23Cm
京利S

〔成圖成田山財
182.ト172

写経より見たる奈良朝U、教の研究石田茂作著

東京東洋文庫 1930 50IP 図版13枚

183‑094

寧楽刊経史大屋徳城著

26Cm (東洋文庫論叢第Ⅱ)

内外出版

188.72・sh69

1923 333P 22Cm

親鸞亀井勝一郎著東京新潮社 19U

182.]・U56

日本仏教概史

1952 279P

東京岩波

書店 1944 3,25,920P 22肌

188.誕・126

宇井伯寿著

東京

254P 18Cm (日本,思想家選集)

岩波書店

182. 1・H37

18CⅢ

綜合日本仏教史橋川正著束京
19訟 619P 図版15枚 23肌

1釘.02・sh37

日本仏教教学史島地大等著

東京明治書院

玲3‑H38

]9如 5,9,6]3P 19Cm

宋版一切経考橋本凝胤〔薯〕〔出版地不明〕
日本古文化研究所 1935 脚P 図版2枚

182. 1・H49

日本仏教の開展とその基調上

昂Ξ省堂]958 3,3,346P

目黒書店

硲慈弘著東
22Cm

23CⅢ

22

和沓之部

日本史

183,031・Ta謁

大正新修大蔵経総目録高楠順次郎編纂東京

210.4‑sh64

大正一切経刊行会 1930 211,67,29P 20cm

武家政治の研究新見吉治著東京中文館書
店 1936 327P 23肌(史学研究叢書第
D

183.02・U56

訳経史研究宇井伯芽著

岩波晝店

東京

210.6・Ki39

文明瑞化青年日本の演じた悲喜劇木村毅著
東京至文堂]957 277P 19Cm 佃本歴

]9n 3,552P 22CⅢ
188.84‑H19

夜船閑話白隠慧鶴著

京都

史新書)

貝葉書院 W86

9,2]丁 23師

210.5‑N22

宝暦七年刊の翻刻

千代田城大奥二巻永島今四郎,太田贇雄合
著東京岡崎屋書店 1900 2冊図版

和製

22Cm

歴

史

和装

黒川家旧蔵
歴

史

2]0.4‑F56

中世文化研窕藤直幹薯 京都

201.16‑H88

現代歴史学入門堀米庸Ξ編 東京右斐闇
1965 4,幻0,12P 19Cm

河原齊店

19四 6,254P 22Cm
210 . 4・sa85

中世政治外交史佐藤三郎薯東京内外書篇
]936 12.292,13P 20cm (新日本史叢書
第9巻)

20].16‑143

歴史学研究法今井登志喜著束京東京大学

協同組合出版部 19四 2,H7P 19Cm
201.16・K37

210.5‑Mi58

歴史研究の方法シ十ーマン・ケント薯宮崎

大名生活の内秘Ξ田村鳶魚著束京早稲田

信彦訳束京建設社]949 266P 19Cm

大学出版部 1921 6,5."6P 19伽

201・T049

210.032‑TS41

歴史の学びかた危機における歴史と歴史学

大日本年表辻善之助編東京火日本図腎,

藤間生大著東京伊藤書店 1950 8,281P

大日本出版 1941 5]OP 21伽

19Cm

210.505・E24
201.1・M61

江戸第 1巻第 1綴(大正4.6) 第9巻第4綴
(大正8.5)東京江戸旧事采訪会 24冊合

歴史の理論及方法 E.マイヤー著植村清之
助,安藤俊雄共訳東京岩波書店 1924

6冊 22Cm

2,2,216P ]9m (史学叢齊第5篇)

欠:第2巻,第3巻,第8巻

201.1・B52

210.5・Mi58

歴史とは何ぞや E.ベルンハイム著坂口昂,
小野欽二訳東京岩波書店 1922

江戸ばなし其一三田村鳶魚若

東京大東

出版社 1942 4,289P 19Cm

フ,6,341P 19Cm (史学叢書第1篇)

210,505‑E24

201・H48

江戸文化江戸時代文化研究会編第2巻第7
号印研脇.鋤 第5巻第1号印研n6.D 東京

西洋史学大綱林健太郎著東京河出書房
1953 8,431P 19Cln

江戸時代文化研究会 31冊合2冊 22m

204‑128

発売:六合館

東洋ヘの視角と西洋ヘの視角飯塚浩二薯東

「杠戸時代文化」の改匙,巻号を継承

京岩波書店 1964 νi,263P 19伽

210.505・E24

江戸時代文化江戸時代文化研究会編第1巻
第1号印研酷,2) 第2巻第6号印召ネ脇.6)
束京杠戸時代文化研究会 16冊合2冊

203.2‑157

束西年表井上頼圀,大槻如電合撰新補東

京六合館 1928 45,]8P 23Cm
利装

22Cm

23

和書之部

第 1巻第 5号迄の発売元:ジャパン・マガ

2]0.505‑E24

ジーン社第1巻第9号 第2巻第1号の発

江戸毓本第1巻第 1号(昭和13.6) 第3巻第
10号(昭和15.9)東京江戸読本社 28冊合

売元:弘文館
以後「杠戸文化」と改題,巻号を継承

3冊 22Cm

210.5・Mi58

210.5‑Mi58

江戸時代のさまざま三田村鳶魚著東京博

江戸雑話
4,473P

文館 1929 5,814P 図版21枚 19師

三田村鳶魚著

東京

春陽堂 1927

19Cm

210.5・Mi21

210.04・Ka93

江戸時代史上,下巻三上参次著東京冨

学生と歴史河合栄治郎編

山房 1943 1944 2冊 22Cm

東京日本評論社

1941 2,561P 19Cm
210.5‑Ta59

210.6・Ka62

江戸城大奥秘史趣味史談武田完二著東京

現代史ヘの試み唐木順三著新版東京筑

大同館書店 1934 4,4,520P 19Cm

摩書房 19腿 28]P 19Cm (筑摩叢書 13)

210.505‑E24

210,52‑sa75

江戸会誌第1冊第1号(明治22.8) 第2冊第
12号(明治23.12)東京博文館 17冊合3

元禄時勢粧笹川醐風著東京博文館 1901

252P 15Cm

冊部伽

210.093‑115

榔命名並に御浴湯の儀市村磯次郎著東京
皇典講究所]934 Ⅱ,18P 19Cm (皇典講
究所講話集第1輯)

210.5‑Mi58

江戸,子三田村鳶魚著
版部 1933 ]9,467P

東京

早稲田大学出

19Cm
210.5‑E24

210.02‑Ma89

江戸旧事考上,中,下巻江戸会編纂東京
青山堂玲能 3冊 22師
発売:吉川半七

御詮既年新読例松浦詮著

東京青山堂書房

玲93 1冊 26血
和装

和装

210,5・Mi58

御殿女中の研究三田村鳶魚著束京署陽堂

210.5・sa75

江戸むらさき笹川臨風薯

東京

実業之日本

N30 10,387,20P 図版15枚器Cm
210.5・Ka98

社 1918 292P 19CⅢ

旗本と町奴栢原昌三著東京国史講習会

210.5・Mi58

江戸の実話三田村鳶魚著

1922 4,5,132P 19Cm (文化叢書第5編)

東京政教社

210.6・N69

1936 408P 19Cm

批判日本現代史ねづ・まさし著東京日本

210. 5・Mi58

江戸の女Ξ田村鳶魚著

版部 1934 14,461P

東京

評論新社 1958 6,30如 19Cm

早稲田大学出

210.5‑H36

19Cm

封建文化長谷川如是閑著東京岩波書店

210. 5・Mi58

1949 92P 19叫(新しき歩みのために 4)

江戸の生活Ξ田村鳶魚薯東京大東出版社
1941 5,317P 19伽(大東名著選 2の

210.5‑KU59

法制を中心とせる江戸時代史論呉文炳著東

210.5‑Mi58

京由水社 1918 4,3,器2P 23Cm

江戸の白浪泥坊の話三田村鳶魚著東京

210.088‑sh即

早稲田大学出版部 1933 19,47如 19Cm

改定史籍集覧第1冊近藤瓶城編輯東京

210.5‑Mi58

近藤出版部 1929 訟0,8,444P 20cm

江戸生活のうらおもて三田村鳶魚著東京
民友社 1930 諦OP 20CⅢ

第1冊通記類第1,第2

2]0.505‑E24

210.088‑sh89

改定史籍集覧第2冊近藤瓶城編輯東京

江戸趣味第2巻第1号(大正6.フ) 第2巻第
4号(大正6.10)東京江戸趣味会 4冊

近藤出版部 1925 給OP 20師
第2冊通記類第3 第8

25卯1

訟

和書之部
原屋松成堂

210.088・sh釣

改定史籍集覧第3冊近膝瓶城編輯東京

2冊 26伽

1916

和装

近藤出版部 1931 910P 20cm

210,09]・Y79

第3冊通記類第9 第20

皇位継承篇補造

東京

須原屋松成堂]916

78丁 26Cm

210.088・sh89

改定史籍集覧第4冊近藤瓶城編輯東京
近藤出版部 1937 558,254P 20伽
第4冊通記類第幻

和裴
210.031・E59

国史文献解説遠藤元男,下村富士男編東京

朝倉書店 1957 6,644,72P 詑Cm

210.088・sh89

改定史籍集覧第5冊近藤瓶城編輯東京

幻0.031‑K071

近藤出版部 1925 810P 20cm

国史学の栞小中村清矩著東京誠之堂書店
1903 7,2,]61P 22Cm

第5冊通記類第22 第26
210.088‑sh89

210.07‑071

改定史籍集覧第6冊近藤瓶城編輯東京
近藤出版部 1933 280,]56,478P 20伽
第6冊通記類第27 第29

国史研究法大類伸茗.地理上の日本史話下
村三四吉著,史籍の選択法渡辺世祐茗東

京雄山閣 1930 304P 22師(大日本史
講座)

210.088・sh89

改定史籍集覧第7冊近藤瓶城編輯東京
近藤出版部 1931 496,3]2,202P 20cm
第7冊通記類第30 第32

2]0,1・W]2

国史国文之研究

]926 6.454P

和田英松薯束京雄山瑚
図版4枚 22Cm

210.088・sh89

210.1・KU73

改定史籍集覧第8冊近藤瓶城編輯東京
近藤出版部 1933 742P 20肌

国史の研究各説上
京岩波書店 19娼

第8冊通記類第33

黒板勝美若更訂東
19.530P 図版29枚

22αη
210.3・se24

帰化人古代の政治 ・経済

著東京至文堂
本歴史新書)

1956

210.07・Y99

文化を語る関晃

国史の研究法雄山闇編輯部編

]84P ]9卯細

210. 1‑192
210.4・H郭

国史略

五巻

近世文化の胎動]4 16世紀を中心に肥後和
男,大森志郎編集東京明治書院]958

1878

5冊

和装

岩垣松苗著

京矧1

210.1‑Y22

4)

国史纂論山県稙茗松村九兵衛翻刻束京

吉川半七 1878 455P 19伽

210. 5・Y91

近世政治史吉村宮男著

1936 6,302,13P 20cm
第16巻)

東京内外書籍

210,088‑W12

(新日本史叢書

国書逸文和田英松編森克己校訂東京森

克己 1936 帖2P 23師
2]0.58‑K014

210 . 1‑195

公武重職補任稿本紕新史料編纂会参老用
〔東京〕維新史料編纂会 1913 428P 19卯

教師のための体系日本史岩生成一編東京
弘文堂 1958 534P 19Cm
210.505、Ky8
旧幕府第1号(明治30.4)一第4巻第10号(明
治認.10)東京冨山房雑誌部 U冊合4冊

210.3‑K026

1913 98P

藤井孫兵衛

26Cm

4,399P 図版2枚 19Cm 細本文化史講座

古語拾造講義

東京雄山闇

1938 4,288P 22Cm

佐伯有義述 東京皇学書院
19Cm

22Cm
210.091・Y79

第3巻第1号一第3巻第3号の発行所:裳華

残六巻存巻之一 巻之四巻之九巻
之十付録 桜山由清,黒川真頼編東京須

房第3巻第4号以後の発行所:1日幕府雑誌

皇位継承篇

社
25

和轡之部
書房

210.5・Ky8
旧事諮問会

旧事諮問録第1 7編東京

1928

2,242,23P

22Cm
210.4‑Ki39

日本封建社会研究史木村礎編

1891 ]8兜 7冊 22Cm
発売:大成館

東京文雅堂

書店 1956 4,324,87P 21Cm

黒川家旧蔵

210.01‑054

日本近代史学史大久保利謙薯東京自揚社
N如 6,277P 18卯佃本歴史文庫)

2]0.61‑H29

明治維新史研究羽仁五郎著

東京岩波書店

1956 Vii,408,11P 22Cm

210,5‑F7フ

日本近世の文化革命日本近世学芸復興期論序

210.61‑164

明治維新史研究の発展その研究史と文献解題
入交好脩薯東京同文館 1949 3,3,]99P

説福本和夫著東京潮流社 1949

20,223P 19αD

19師

210.55一玲9

日本近世史 2 伊東多三郎著東京有斐闇

210.18‑sa47

明治と朝鮮桜井義之著
井義之先生還暦記念会

国立町(東京者田桜
1964 6,3,30OP

1952 393P 19Cm (有斐闇全書)
2 享保 文化・文政

19Cm

210.5・N37

2]6.5‑N22

日本近世史第1巻中村孝也著 東尿育英
書院 1916 9,378P 図版2枚 23Cm
発売:目黒書店
第1巻社会分裂の時代

奈良文化の伝流永島福太郎著東京中央公

210.5・N37

213・Ka59

南関東近世初期文書集 1 神崎彰利編東京
文雅堂銀行研究社 1965 268P 21Cm

論社 1944 4,6,50OP 22m (畝傍史学叢

日本近世史第2巻中村孝也著 東京育英

書)

書院 19]7 4,347P 図版4枚

日蘭文化交渉史の研究板沢武雄著東京
川弘文館 1959 727P 22叩

第2巻国民統一之時代

口

210.5‑N37

日本近世史第3巻中村孝也著束京育英

210.4‑H55

書院 1918 如7P 図版2枚 23卯

日本文化の展開Ⅱ 13世紀を中心に肥後和

男,大森志郎編集東京明治書院 19認
4,U2P 図版2枚 19Cm 恨本文化史講座
3)
日本文化史

上 GB.サンソム著

訳東京 創元社 1951 260P

発売:目黒書店

第3巻国家結成之時代幕府政治建設の時
代

210 . 1‑sa2

210.3・W48

福井利吉郎

日本古代文化和辻哲郎著改訂版東京岩

波書店 1937 2,476P 図版4枚 19伽

図版4枚

19Cm

日本文化史

23Cm

発売:ヨ黒書店

210. 18‑188

2]0.3‑T049

下 G.B.サンソム著

訳東京 創元社 1952 374P

2]0.1‑S且2

日本古代家族藤間生大著東京伊藤書店

福井利吉郎

19心 176P 訟Cm 細本学術論叢 3)

図版5枚

210.3・Ma59

日本古代史研究丸山二郎著東京大八洲出

19Cm

版 1948 4,252P 19Cm

210.1‑H55

日本文化史概説胞後和男著

東京千代田書

210.02‑129

房 1949 356P 22Cm

日本古文書学提要上巻伊地知鉄男編著東

京新生社 1966 672P 図版3枚器Cm

210.033‑Ka97

日本文化史辞典川崎庸之〔ほか〕編集東京
朝倉書店 19能 821P 22Cm

210.1・F95

日本民族禅成誌特に大陸との関係について

古屋芳雄著東京日新書院]9U 155P

210 . 1・N29

日本文化史研究内藤虎次郎著 東京弘文堂

19Cm

26

利杏之部
210. 012・N71

210.01‑054

日本における歴史思想の展開日本思想史研究

日本史学入円大久保利謙,海老沢有道編東
京広文社 1965 14,393P 22師

会編東京吉川弘文館 1965 6,458P
22伽佃本思想、史研究会紀要 1)

幻0.012‑K途5

日本史学史清原貞雄著増訂東京中文館
帯店 1944 372P 22Cm

2]0.0]‑12]

日本の近代史学家永Ξ郎薯東京日本評論

社 1957 265P 19肌

210.033‑Ky6
日本史辞典京都大学文学部国史研究室編東

210.2‑N71

第1冊日本考古学協会

日本農耕文化の生成

編東京東京堂
共) 270m

京創元社 1957 40,9錦P 22伽

1961 20,376,14P(図版

210.07・H48

日本史研究の課題林屋辰三郎編京都日本

第1冊本文篇

科学社]9腿 iv,293P 21伽

日本農耕文化の生成
編束京東京堂
第2冊図録篇

210. 2・N71

210.07‑T079

第2冊日本考古学協会

日本史研窕入門遠山茂樹,佐藤進一編東京
東京大学出版会 1956 9,4,504P ]8伽

]960 1冊 27Cm

210,01‑Mi67

日本史の研究三補周行茗東京岩波書店

210.2・sa66

日本の古代文化考古学要説 佐野大和著増
補東京小雉書店 1965 319P(図版共)

1922 7,9,1356P 23CⅢ
210,01・Mi67

21Cm

日本史の研究第2輯

三浦周行茗柬京岩

波書店 1930 1422P

210.012‑N13

230n

日本の歴史家永原慶二,廃野正直編著束京

210.1・SⅡ部

日本評論社 1976 2,4,363P ]9卯

日本史略五巻鈴木重遠編再版大阪湯
上市兵衛 1882 5冊 22Cm

210.1‑W23

日本歴史談上和歌森太郎著東京毎日新
聞社 1958 274P 19伽

和装
210.1‑N釣

日本全史 1 ねず・まさし著束京暁明社
19四 2認,8P 図版4枚 19Cm

210.1‑W23

日本歴史談下和歌森太郎著

東京毎日新

聞社 19朋 277P 19肌

幻0、]8・M045
210 . 1・N71

日本歴史概説上
河出書房 1954

日本歴史概説下
河出書房 1954

日宋文化交流の諸問題森克己茗東京刀江

藤問生大〔ほか〕共著東京
8,323P 22Cm

書院 1950 2,3,詑3P 図版2枚 2]cm

210.]・N71

お大名の話Ξ田村鳶魚著東京雄山闇
1924 2,4,264P 20cm

210,5・Mi58

遠山茂樹〔ほか〕共著東京
4,328P 22伽

210.5・E24

大江戸趣味研究江戸研究会編纂東京成

210.033・W23

日本歴史事典
本社 1952

和歌森太郎編

東京実業之日

光館出版部 1922 4,4,闘2P 23Cm

]フ,521P 26Cm

210.5‑Mi58

御家騒動三田村鳶魚著東京早稲田大学出

210.1‑N71

日本歴史入門ソ同盟大百科版橋本弘毅訳

版部 1933 22,461P 19伽

東京岩崎書店 1946 2,129P 18伽

210.01‑Ta83

2]0. 1‑Ki85

歴史的現実田辺元述

日本政体史論清原貞雄著東京中文館書店
1943 2,2,謁8P 19Cm

東京

岩波書店 1940

2,109P ]9Cm
210.75‑K082

210.1・R25

世界史的立場と日本

日本社会の史的究明歴史学研究会編東京

藤田親昌編束京
8,443P 19働

岩波書店]949 5,3如P 18Cm
27

高坂正顕〔ほか座談会〕
中央公論社 1943

和書之部
210.088・sh89

2]0.09‑E51

新修有職故実

江馬務著

京都

1930 373P

図版訟枚

23Cm

星野書店

続史籍集覧番外雑書解題 1 5 戸田氏徳編

転東京近藤活版所卸刷) 1893 5冊
210.01・Y99

]9CⅢ

史料研究の実例と其方法雄山閣編輯部編東
京雄山閣 19諦 3,謁6P 22Cm

和装
210.088・sh89

続史籍集覧番外雑書解題付録雑書撰者小伝戸
田氏徳編輯東京近藤活版所作開の]894
104P 19CⅢ

210. 1‑H12

史料によるH本史研究芳賀幸四郎著東京
池田書店 195112如 22伽

和装

210.088‑sh89

史籍集覧続
近藤出版部

第1冊近膝瓶城編輯東京
東洋史.西洋史

1930 614P 20cm

253‑Ky4

210.088‑sh89

史籍集覧続
近藤出版部

第2冊近藤瓶城編輯東京
1930 6訟P 20CⅢ

米国研究教育学術研究会編

東京

誌部]916 5]2P 22Cm
221・Ki41

210.088・sh89

史籍集覧続
近藤出版部

朝鮮歴史 1947年版

第3冊近藤瓶城編輯束京
1938 694P 20cm

金聖七著

東京史学社

1947 128P 21Cm
228.]‑C53

210 .1‑Y86

粘土に書かれた歴史メソポタミア文明の話
E.キエラ著板倉勝正訳東京岩波書店

庄園制度之大要吉田東伍著東京日本学術

普及会 1940 H,10,224P 図版5枚 19師

1975 Ⅵi,231P 図版2枚]8佃(岩波新書)

2]0.58‑175

天保改革鬼譚石井研堂著東京春陽堂
1926 7,258P 19Cm

222.8‑H29

西域文化史羽田亨著東京座右宝刊行会

210.35・A82

天平の文化上,下朝日新聞社編輯大阪
朝日新聞社 1944 2冊図版 21CⅢ

1948 2、179P 図版9枚 22Cm
222.8・H29

西域文明史概論羽田亨著東京

210,5‑125

徳川時代通史井原儀著東京大同館 1912

弘文堂書房

1931 204P 図版]3枚部Cm
233.07‑Sγ9

4,14,1218P 23Cm
姉物の話三田村鳶魚著 東京
版部 1934 14,460P 19CⅢ

210.5‑Mi58

1930年代 J.サイモンズ著

志水速雄訳東京

早稲田大学出

日本文献センター出版部

1967 302P 図版

4枚 19Cm
222.042‑048

2]0.09‑E51

有職故実江馬務著 国文学大講座刊行会編輯
東京日本文学社 1938 8,203P 22伽
姻史講胴
有職故実概説伊藤祐忠著
1930 12,341P 19Cm

同文館雑

東京

司馬遷

岡崎文夫著東京

125P

18Cm (教養文庫)

210. 09‑189

司馬遷

武田泰淳著 東京

大同館書店

233P

弘文堂書房 1947
222,042‑Ta59

日本評論社 1943

19Cm
222.001・N29

支郡史学史内藤虎次郎著

幻0,09‑se36

有職故実辞典関根正直補加藤貞次郎纂東
昂六合館 1917 762,75P 21CⅢ

東京弘文堂

1949 7,5,656P 22Cm
伝

210.09・se36

司
289 . 1‑126

有職故実辞典関根正直,加藤貞次郎共編
改訂3版東京稀書刊行会 1976864,73P

或る老女教師の歩んだ道飯田フミ著川崎

飯田フミ 1972 27,249P 図版3枚]9Cm

20cm

28

和誓之部

発売:慶応通信

281・Y96
288.2‑0幻

堂上家系譜大成太田亮著 東京

日本名家人名詳伝上, 下之巻優美館主人編
纂大阪赤志忠七 1894 2冊図版

創元社

194] 4,]8.296P 19Cm

19師
281‑M045

288.41‑Te35

森銑三著東京大東出版社
1942 9,285P 19伽(大東名著選 4の

江戸時代の人々

大津宮天皇御亊蹟考火津宮崇敬会編纂係著

大津大津市参事会]9帖 102P 23伽

281‑M045

学芸史上の人々
1943 5,376P

2訟,1‑081

森銑Ξ著東京二見書房

姓氏と家系太田亮著東京創元社 1941
3,4 ,366P 19Cm

19Cm
289.1‑T036

裟烈両公行実並碇公略伝水戸

280.33・se22

横須賀印刷所

世界人名辞典西洋篇
6,892P 19αn

(印刷) 1938 185P 船Cm

東京堂 1952

東京

289.1・H61

日野資朝卿佐々木八郎著東京
1940 190P 図版14枚 19Cm

2釣.1‑sh36

冨山房

森銑三〔著〕

嶋田見山

践 19P

〔東京〕

森銑Ξ 1934

16Cm

289. 1‑169

2認.44・sh96

伊勢貞丈石村貞吉著東京赤陽堂 19"
179P 19師(新国学叢書第13巻2)

聖徳太子

稲葉円城著

6,339P

東京

法蔵館 19U

19Cm

289.1・H22

288.44・sh96

ジョセフ*ピロ近盛晴嘉著東京吉川弘文

聖徳太子屯井勝一郎著 ]1tji{
272P 19Cm

館 1963 8,290P 図版2枚 18Cm (人物
叢書 114)

289.トSh99
289.]‑sa75

朱舜水朱舜水記念会編纂東京朱舜水記念

回想、佐々木吉郎東京佐々木吉郎追悼架刊行
心、

創元社 19詑

会事務所 1912 104P 図版4枚 23肌

1972 3,5,311P 図版5枚 22C皿
289.1、Ka94

2即.1‑SU63

河上肇の人冏像天野敬太郎,野口務編東京

角倉了以とその子林屋辰三郎著京都星野
書店 1944 20IP 図版6枚 19m

図書新聞 19能飴6P 図版2枚 19Cm
(図書新聞双書 7)

289 .1‑SU96
289.1‑K039

鈴木為蝶軒森銑三〔著〕〔東京〕森銑Ξ
19飴践 22P 16師

小島蕉園伝重田定一著東京国定教科書共
同販売所 1918 Ⅱ5P 図版2枚器師

289.1‑Ka59

281.035・sa32

泰山木

公卿辞典坂本武雄編束京七丈書院]9U
4,111,183P 19Cm

354P

菅藤高徳〔著〕横浜

菅藤セッ 1982

図版2枚 22伽
289 .1‑T027

東条琴台西尾豊作著有田村(新潟県)西尾
豊作]918 164P 図版5枚 20cm

289.1‑Ma42

問宮不二雄の印象補遺前田哲人編集東京

前田哲人 19価 25P 図版2枚]9卯

289.]‑T036

徳川家光芳賀八弥著束京民友社]897
4,2、315P 19卿

281.03・sh49

明治文雅姓名録清水信夫編東京清水信夫
玲91 58丁 11×15C皿

289.1・T036

和装

徳川家康山路愛山著東京
289.1‑N16

独立評論社

1915 20,8,725P 23Cm

長野国助「長野国助」伝刊打会編集東京

2諦.1・Ka86

「長野国助」伝刊行会 1976 Xvi,717P 図

私の図書館生活加藤宗厚著

版21枚 22伽

1966 66P 19Cm
29

東京加藤宗厚

和書之部

3,6.383P 図版49枚

289.1‑W46

渡辺皐山
4,320P

森銑二著

東京

26Cm
312.ト036

創元社 1941

近代旨本の特異性岡巽武〔ほか〕著東京白

19Cm

吉田松陰の精杣陶山獅著

東京

289 .1‑Y86

日腎院 19開 207P ]9肌(東洋文化講座

t存一・雫手^

1)
313‑sa44

1941 346P 18肌
誌

国家論作田荘一著東京弘文堂書房 19如
4、384P 23Ⅷ(論説集第1巻)

地

312.34・N71

291.65・Ki65

国民社会主義の基本問題日独文化協会訳東

飛鳥の古都北島葭江著京都河原書店

京実業之日本社 19蛇 255P 19Cm (独

1947 6,167P 図版2枚 19師(近畿古文

逸政治大学叢書)

化選書)

312.]・H41

291. 6‑Ki71

びわ湖風士北尾鐐之助著大阪

日本政体史秦政治郎薯坪谷善四郎編輯束
京博文館 1890 272P ]9如

宝書房

1947 211P 図版4枚 19Cm
291.031‑U14

地誌目録内田元夫編

東京

311. 04‑N71

大岡山書店

政治学の課題と社会科学斎藤敏博士古稀記念
論文集日本大学法学会編集東京日本大
学法学会 W能兜5P 訟師
発売:巌南堂書店

1935 5,202P 23帥
290.31‑K且21

鎖国時代日本人の海外知識世界地理・西洋史
に関する文献解題開国百年記念文化事業会
編東京乾元社 19脇 15,四8P 図版2

3]2.3・M334

西洋政治制度史 桓智雄述〔東京〕雄山閣
〔出版年不卿 4,157P 22Cm

枚 22Cm
295.309‑Y89

西洋のなかの東洋
春秋新社 1956

312.3‑143

吉川幸次郎著東京文芸

西洋政治史今井登志喜著

190P 図版3枚 19師

東京

岩波霄店

19訟 iii,139,iiiP 18肌
312.]・175

天皇天皇統治の史的解明

社会科学

弘文堂 1950 6,3,250P

石井良助著束京
19Cm

社会科学
301・TS84

ノ

律
323 .53‑sa25

新しく学ぶために都留埀人〔ほか〕著東京

アメリカの憲法と政治
社 1968 4能,20P

弘文堂 1953 195P 19Cm
304・N48

斎藤敏著

東京理想

22Cm
322.1・C53

文化と国家南原繁演述集南原繁著東京
東京大学出版会 1957 6,540P 19伽

肇国の精神と法律司法大臣懸賞論文東京
法曹会 1939 270P 22CⅢ

304・A29

323.13・K且24

読書と人生赤神良譲著飯能町(埼玉県)日

大日本帝国憲法の根本義筧克彦述東京岩
波書店 1944 20,フ,471P 図版2枚 22叫

本政治経済研究所]947 能P 18卯 W厶燿
文庫 D
303.3‑sh12

322.34・N84

社会科学大辞典社会思想社編改訂縮刷東
京改造社]932 26,1269,13]P 20C皿

ドイッ国民性展開の理論 西本穎著東京有
斐闇 1944 3,11,認IP 22Cm
322.]5・M且74

政

:厶

江戸時代制度の研究上巻松平太郎著東京

ノ口

317.24‑057

印刷局沿革録

〔東京〕印刷局

武家制度研究会 1919 Ⅱ62P 図版6枚

]907

23Cm

30

和書之部

323.53・H21

322.1・W12

フェデラリストハミルトン〔ほか著〕斎腰敏

官職要解和田英松薯

訳東京理想、社 1966 496,9,17P 22師

束京

明治書院 1943

460P 22Cm

322.16‑Ma3]

322.1‑029

現代日本法の理解米谷隆Ξ著東京ダイヤ
モンド社 1944 6,]14P 190m

家族制度論於保不叉雄薯東京有斐閣

19妬 30P 18伽(大学講座叢婁)

322 . 15‑176

322.13‑Ta88

五人組から隣組ヘ石川謙著東京西村書店

検非述使ヲ中心トシタル平安時代ノ警察状態
谷森鱗男著東京谷森祐男 19幻
2飴,18,38P 23如

1941 121P 19伽(教養講座第3輯)
321・Ma35

法律講話牧野英一著.法学問答末広厳太郎

322.]33・H28

著.法学入門穂積重遠著〔出版地不明〕

憲法十七条の精神花山信勝著 東京厚徳書

〔出版者不明〕〔19・・〕船,120,24P 22伽

院 19心 6,289P 19Cm

321.2‑B53

322.3・M22

法律及経済の文化史的観察フりツツ・ベロル

古代法律

ツハイマー著中村万吉訳東京早稲田大

泉鉄訳

学出版部 1922 聡2P 23Cm (新早稲田叢

23Cm

ヘンリー・サムナ、・,・ メーン薯小

東京岡書院 1926

2,2,386P

書)

323. 1・Ki46

皇国固お法の精神と遵法木下広居著東京

321.2・F89

法律思想、史船田享二著

東京

文松堂出版 19" 6,148P 19Cm

河出書房

1944 5,407,3P ]9伽

322,16・KO]2

明治法制叢考続小早川欣吾著京都山口

321,2‑067

法律思恕、史概説小野清一郎著 東京日本評
論社 1929 5,3,134P 18Cm (社会科学叢
書第認編)

書店]944 2,4",10P 図版3枚 22Cm
322.1・Ta71

ヨ本法律史話滝川政次郎著束京ダイヤモ

321.1・U99

法律哲学鵜沢総明著東京

ンド社]943 4,フ,350P 19如

明治大学出版部

322.トN71

目本法制史東京

1954 9,フ,577P 22Cm

(新講大日本史

322.1‑K047

法制論纂国学院編纂東京

口本法制史隈崎渡著東京春秋社松柏館

法制論纂続編国学院編纂

19U 4,8,362P 19肌(春秋社歴史新轡)

東京大日本図

322.1‑Ma34

日本怯制史牧健二著東京国史講座刊行会

書 1904 2,6,914P 23Cm

19認 9,認9P 22如(国史講座)

322.1‑Mi67

東京岩波書店

322.1‑Ta57

旧本法制史 1 高柳真三著東京有斐閣

1949 2,18,383P 19Cm (有斐開全青り

322.1・Mi67

店 1925 1574P

Ξ浦周行著

東京岩波書

1 江戸時代まで

23αn

322.1‑Ta71

日本法制史施川政次郎著改訂増補東京

321・H町

法典論穂積陳重著

東京

282P 21Cm
322,1・KU36

322.1‑K047

法制史の研究続

1943

大日本図書

1903 25,8,1446P 23Cm

法制史の研究 三浦周行薯
1925 1232P 23口n

雄山闇
第10巻)

哲学書院 1890

乾元社 19的 217P 21卯

4,220P 19口η

322.1‑Ma34

日本法制史概論 牧健二著

322.14‑sa85

鎌倉幕府訴訟制度の研究

佐藤進一著東京
畝傍書房 19心 361P 22Cm (畝傍史学叢

堂書房 1940

2,22,437P

改訂東京弘文
23Cm
322 . 1‑1a71

日本法制史の特色

1三,ー

31

滝川政次郎著東京野村

和害之部
書店

1948

205P 19Cm

322.133‑N34

推古天皇十七憲法義解中島忠利著京都皇

322.103‑131

日本法制史書目解題池辺義象著

教会 1937 4,3,109P Ncm

東京大鐙

闇 1918 3,3,815P 23Cm.
旧本法制史大綱細川亀市著
潮社]9心如OP 22叩

322.22‑189
322.1・H94

唐官紗

全訂東京時

24Cm

三巻伊藤長胤編写本

和装
322 .1‑175

日本法制史要石井良助著

東京

322 .15・N31

徳川時代ノ文学二見エタル私法中田薫著東

弘文堂

京明治堂書店]925 262P 23C川

1949 17,337P 22帥
322.1‑H]3

322.15・sa45

萩野由之,小中村義象同著

日本制度通Ξ巻

東京吉川半七

玲70 ]冊

徳川将軍梅直裁判実記佐久間長敬著〔出版

1899 1900 3冊f 鈴偶n

地不明〕南北出版協会 1893序 6,94P
図版2枚 23CⅢ(徳川政刑史料 D

和装
322.1・H13

322,2‑sh36

旧本制度通萩野由之,小中村養象著再版
東京吉川弘文館 1926 2,2,268P 図版5
枚 19Cm

東洋の法の歴史島田正郎著京都三和書房
1956 2,2,165P ]9Cm
321‑KU72

ウイン学派の法律学と其の諸問題黒田覚著

発売:六合館ほか

東京大鐙闇 1927 3,6,417P 20cm

322.134‑K071

令義解講議小中村清矩著

東京吉川弘文館

3幻.23‑V78

322 .22‑Ta71

欧羅巴中母の法律思潮パウル・ヴィノグラド
フ著戸倉広訳東京巌松堂書店 19心駮
207P 19伽Π

1903 2,4,314P 23C1Π
遼律之研究滝川政次郎,島田正郎共著東京

大阪屋号書店 19" 274P 図版5枚 22伽
経
最後の一人の生存権

社 1925 4,92P

牧野英一著

i

320.4‑Ma35

331.21‑N95

東京人道

概観日本経済思想史野村兼太郎著東京慶

応出版社 19" 4,4,508P 22伽

19肌

発売;警醒社書店

331・Ke29

経済学の研究入門

認4.29‑Me25

山村と水利明治大学法史学研究室編京都
三和書房 1955 2,4,308P 図版2枚訟師

東京

日本評論新社 1953

4,341P 21伽
332.01‑157

経済史学入門井上幸治, 入交好脩編東京

326.02・Ta89

世界最古の刑法田能村梅士薯東京有斐閣

広文社 1966 25,648P

22Cm

書房 1904 253P 24如価1事論集第4

332.105‑N95

号)

近世社会経済史研究徳川時代 野村兼太郎著

東京青木書店 19娼 335P

322.14‑KU36

戦国時代の武家法制隈崎渡著 東京国民社
1944 4.399P 22Cm

332.トN37

日本経済史中村吉治薯

327.02・sh31

司法沿革誌司法省編纂
8釦P(図版共) 23肌

束京

川徳治 1933

東川徳治薯

東京

角川書店

1949 362,6P ]9Cm

法曹会 1939

332.1‑N37

日本経済史中村吉治著東京角川書店

1954 274,5P 18師(角川金書 5)

322.22・H55

支邪法制大辞典

21Cm

増補東京東

332.1‑N51

1182P 22肌

日本経済史奈良本辰也著東京Ξ笠書房

発田:松舌堂

1952 3,3,20OP 19Cm (経済学金冉 4)
32

和書之部
332.105・N95

361,63‑1017

日本経済史 4 野村兼太郎若東京東洋経

家と家族制度戸田貞Ξ著

済新報社]947 3,2,241P 18卯(現代経

]944 2,2,203P 210η

東京羽田書店

済学叢書 8)

362‑Ka92

4 徳川時代

家族制度研究河田嗣郎著
1926 2,4,316P 23Cm
発売:弘文堂東京店

332.1・H85

日本経済史第一文献
本評論新社 1955

本庄栄治郎編東京日

京都

10,703,195P 記Cm

弘文堂書房

362‑Ka92

家族制産ノ発達河田嗣郎著

京都京都法学
匡ヰ
1909 3,4,188P 23Cm (法律学経済学
研究叢書第4冊

3認.1‑H85

日本経済史第二文献本庄栄治郎編東京日

本哥論新社 1956 12,709P 22Cm

3能.31‑F99

332,1‑H85

古代都市ギリシア・ローマにおける宗教・法

日本経済史第三文献本庄栄治郎編東京日
332.1‑H85

律・制度の研究上フニステル・ド・クー
ランジュ著田辺貞之助訳東京白水社
1944 U3P ]9Cm (イム蘭西古典文庫 4)

日本経済史第四文献本庄栄治郎編東京日

361.76‑067

本評論新社 1956 12,釦OP 22Cm

本評論新社 1959 ]1,879P 22Cm

日本村落史概説小野武夫著東京岩波書店
1948 7,483P 図版4枚 19Cm

332.1・N37

育

日本経済史概説中村吉治著東京日本評論
社 1946 7,10,6鳴P 2]om

教

332.1‑U14

日本経済史の研究内田銀蔵著

東京同文館 1927 15訟P

372.104‑A92

原勝郎校訂

足利学校沿革誌

利町(栃木県)

23Cm

24P 図版9枚

331. 21・H85

日本経済思想、史 本庄栄治郎薯
1948 6.279P

足利学校遺蹟図書館編輯足
足利学校遺蹟図沓館]923
]9Cm

東京竜吟社

372.104‑A92

足利学絞造蹟考須永金三郎著 足利町(栃木

19Cm

県)須永金三郎]912 98P

331.5・W37

日本マックス.ヴェーノ{一書五志 Max wever
1864‑1920 天野敬太郎編第21坂東京

図版6枚

]9Cm
372.104・A92

新泉社 1972 162P 21卸

足利学校群蹟考川上広樹著小俣村(栃木県)
木村勇三 1880 27丁 23卯

330.6‑Ke29

日本における経済学史研究十年の歩み経済学
史学会十年史経済学史学会編集西宮経

和装
372.104・A92

済学史学会十年史刊行会 1961 2,131P

足利学校の研究川瀬一馬著

弁会誹談社 1948 11,367P

21Cm
335.04・A92

東京大日本雄
図版4枚

22Cm

人問を考える 経営随想 芦沢新二薯東京
三和新聞社 1970 92P 17Cm

37フ.1・sh27

大学事務管理研究集会第1回a96D 〔東京〕
私学研修福祉会,日本私立大学迎盟 1961

給2.105・H85

徳川幕府の米価調節本庄栄治郎著京都弘

20OP 25Cm

文堂書房 1924 480P 230n

37フ.]・sh27

会

大学事務管理研究集会第2回a962)〔東京〕

社

私学研修福祉会,日本私立大学連盟 19能
154P 25Cm

362.04‑N37

封建社会中村吉治著東京河出書房 19叫

37フ.1・M031

フ,3,398P 19卯(社会科学新大系 2の

大学関係法令染昭和36年度
露

文部省大学学術

和書之部

局大学課編東京 三報社印刷株式会社出版
部 1962 6,294P 21Cm

22卿
375.3‑Y53

社会科の新構想柳田国男先生談話成城教育
研究所編東京成城教育研究所 1947
86P 18Cm

37フ. 1・D16

大学基準協会十年史昭和ニニー三二東京

火学基準協会 1957 11,268P 22師
37フ. 2・P44

373.2・N71

大学の未来像 J. A.パーキンス〔ほか〕著東

新教育の法規と解説日本教職員組合編集東

京東京大学出版会 1968 ii,232P 19m
田P選書 6)

京教育出版 1947 139P 19CⅢ
370,フ‑Me25

新教育の研究手引明治図書編集部編東京

37フ.17‑K012

火学とその付属施設の建築小林秀弥著東京
日本学術振興会 19闘 22,64]P 図版3枚

明治図書出版 1950 519P 19Cm
375 . 9‑176

庭訓往来についての研究教科書の取扱い方か

22Cm

発売:丸善

ら見た学習力法の発達石川謙著東京東

京教育大学教育学会 N50 235P 図版3枚

372.105・D69

江戸時代の教育 ロナルド ・ P.ドーア著松居
弘道訳東京 岩波書店 1971 Xviii,321P

26Cm
373.1・M031

わが国の私立学校昭和42年版文部省編東
京大蔵省印刷局]968 4,274P 21伽

]9Cm
373.2・H27

学校行政法花井重次,五十嵐淳共著東京

大明堂 19胎 4,239,6P 22Cm

風俗習慣.民族学
372.]05‑176

384.9‑se36

学校の発達特に徳川幕府直轄の学校における
組織形態の発連石川謙著東京岩崎書店

杠戸花街沿革誌上,下巻関根金四郎編纂
東京六合館弦巻書店 1894 2冊図版
19Cm

]95] 4,278,13P 図版5枚 2]剛
372.103‑M025

389 . 1・A12

上代学制の研究桃裕行薯東京目黒書店

日本の文化的責任阿部次郎薯東京教学局

]947 3,6,476P 22叩(畝傍史学叢書)

19能 34P 21伽(教学叢書第4輯)

375.8・N86

386・Y53

国語教育辞典西尾実〔ほか〕編集東京朝倉

先祖の話柳田国男著東京筑摩書房 1946

書店 1957 748P 22Cm

2聡P 21肌
375‑sh52

教育技術入門

下地恵常薯

版社 1949

219P 19Cm

東京

自然科学

教育文化出
自然科学

373.2‑A47

教育法規安藤尭雄著東京

岩崎書店 1951

402.105・E15

174P 19Cm (教職叢書 16)
371‑K014

教育とはなにか弘文堂編集部編東京弘文
堂 1954 297,3,8P 19Cm (現代のシンポ
ジウム)
小尾逓雄著

東京

日本私立大学連盟 19陀

創文社 19腿肪3P 図版4
401・F96

自然科学を学ぶために伏見康治編

大阪創

元社 1952 221P 19伽

原書房]964
医

19Cm

日本私立大学連盟三十年史

有道著東京

学

V 11 , 234P

近代日本文化の系誥海老沢

枚 22CⅢ

373‑014

日本の学校

南蛮学統の研究

37フ.2・N71

493.4・H36

1951 1971 東京

胃腸病の食養法と献立長谷川なるみ著東京

648P 図版4枚

第一出版 1956 3,224P 19Cm
誕

和書之部
490.21‑F58

596.3‑1S41

日本医学史富士川游著 東京 日新書院
1941 100OP 図版5枚 23CⅢ

味暗汁三百六十五日辻嘉一著東京婦人画
報社 1960 157P(図版共) 26m
593.15‑184

技

術

帯の趣味石崎忠司著 ]1ミ」i{
199P(図版共) 19師

徳間書店 1964

築

建

596 , 21‑1S41

料理のお手本 辻嘉一著
1958 256P 図版5枚

527.4‑sh96

居問と書斎彰国社編束京彰国社 1955

j1τ」デ、 文芸春秋新社
19Cm

図版87P 19師(建築写真文庫 16)

596.3・H48

新撰豆腐百珍林春隆著

521・F66

日本美と建築藤島亥治郎著東京科学知識
普及会 1942 6,221,13P(図版共) 27Cm

舌秋山徳蔵著
256P 19Cm

527‑Ki57

1945 31P

岡倉書房
596.04・A38

発売:明治書院
すまひの伝統

東京

1935 17,251P 20cm

岸田日出刀著東京 生活社
20卯佃本叢書田

東京

東西文明社 1957
596.04‑Y86

舌鼓ところどころ吉田健一著 東京文芸赤

秋新社 1958 265P 20肌
和

紙

596・Ta]6
585.6‑se24

たべもの

江戸東京紙漉史考関巽城若東京冨山房
1943 認9P 図版43枚 26伽
古今和紙譜上,下

関義城若

味の百科

ヴイッ ド社 1957

多田鉄之助著

東京ダ

256P ]9伽
596‑056

585.6・se24

東京味覚地図

束京関義城

新社 1958

東京

奥野信太郎編

河出書房

236P ]9口η

1954 2冊 27伽

596.04‑N44

和装秩入

束京のたべものうまいもの中屋金一郎編著
東京北辰堂 19給 260P 19飢

585.6‑N32

高野紙中川善教茗京都 便利堂 19U

596 . 21・TS41

104P(図版共) 23m

辻留煮たきもの辻嘉一著東京日本放送出

版協会 1964 253P 図版4枚 18×19伽

585.6‑S055

和紙関係文献目録フランク ・ホーレー氏収集
解説付反町茂雄編東京 弘文荘 1961
40P 30on

596,04‑054

うまいもん巡礼大久保恒次著大阪六月社
1956 249P 19師
596.04‑054

着物.料理

うまいもん巡礼続

月社 1957 器3P

596‑Y幻

味のすべて
店 1958

読売新聞婦人部編 肢沢池田書
326P 19Cm

産

甘辛抄
1957

随筆 小島政二郎編
198P 19Cm

大阪六月社

業

業
612.1・N97

596.04‑K039

食いしん坊 小高政二郎著
社 1954 237P 19Cm

ノ、

19Cm

農

596.04‑K039

大久保恒次著大阪

大日本農史農商務告編纂東京

東京文芸春秋新

郷土食と調理法全国学農連盟編

中外商業新

報社 1926 4,1090P 23Cm
611.921・Ki39

596.21‑Z3

封建村落その成立から解体ヘ神奈川県津久

東京学習

井郡木村礎編東京文雅堂書店 1958
2,12,477P 2]cm

社 1944 105P 19Cm
35

和書之部
629.2・N98

園芸.造園

庭づくりと庭木の手入野崎信夫著東京加

627.038‑175

島書店 1956 3詑P(図版共) 19伽

原色園芸植物図譜第1巻石井勇義,穂坂八

627・se17

郎編東京誠文堂新光社.1954 161,]5P

生活を楽しくする四季の草花東京朝倉書店

図版39枚 19Cm

19訟 311P(図版共) 25Cm (新園芸別卸D

629 .フ‑121

629 .21・sa25

家と庭木花の咲く木と実のなる木東京婦
人画報社]9胎 152P 26CⅢ(モダン・リ

小庭園斎藤勝雄著東京河出書房]954

5,202P 図版3枚 19Cm

ヴィング 2D

629.フ・Ta56

629.2‑N釘

住宅の庭西田富三郎著

東京

彰国社 1957

]34P 図版8枚詑C皿

20cm

発売:林平書店

629.2‑Y91

住宅庭園吉村巌著東京

日本庭園協会

趣味の庭木高山始著東京
1937 2,6,120P 図版5枚

629.2・SU56

朝倉書店 1956

すまいを楽しくする四季の庭園東京朝倉書

228P(図版共) 27Cm

店 1951 訟8P(図版共) 26肌(新園芸別

629.6卜N89

桂雜宮の庭灯籠 丹羽鼎三著
1952 図版61P 26Cm

冊

東京彰国社

629 .9‑sa25

庭園手入法京藤勝雄著
1949 11,466P 19伽

能9.6]・N89

桂曄宮の飛石丹羽鼎三著
19郭図版需P 26卿

東京彰国社

河出書房

東京

629.213・N釘

東京の庭西田富三郎著東京紀伊国屋書店
1959 196P(おもに図版) 26Cm

627‑sa85

木蔭の花と実佐藤寛次, 海野隆之進共著東
京成美堂書店 1929 2,5,176P 23Cm

竹.切手
693.8‑Y24

629,2‑N81

切手の窓山口広次著東京朝日新聞社
1956 2詑,5P 図版4枚]9師

これからの庭の作り方西田富三郎著東京

鳳山社 1951110P(図版共) 26卯

653.8‑Ta67

627・KU別

草花球根と粛根東京朝倉書店 1951

202P(図版共) 26Cm (新園芸別冊)

竹随筆竹内叔雄著

東京

4.6,214P 図版16枚

19Cm

昭森社 1941
653.8‑Ta67

629.21‑N84

竹の本竹内叔雄著東京昭森社 1943

民家の庭西村貞著東京美術出版社]9脇

2,8,292P 図版24枚 19Cm

132P 図版33枚 26Cm

芸

能9.21・M045

J

日本の庭作者.耐爪・作風森薙,恒成一訓
著東京朝日新閏社]960 158P 図版64
芸術.美術

枚 31an

704・H36

629.9・U36

庭の科学十ニケ月

上原敬二著

京新展社 1946

206P 18Cm

新しい形の美長谷川三郎著
社 1951 45P 図版19枚

改訂版東

東京
19Cm

美術出版

(少年美術

文庫)

629.6・sh96

707 .903‑N94

庭とテラス彰国社編東京彰国社 1955
図版90P ]9伽(建築写真文庫 2の

美術鑑定事典 蛎間清六,谷信一編東京東
示堂]963 406P 19Cm

629,2・S且25

702.1‑U32

庭っくりその勘どころとこつ斎藤勝雄著
東京技報堂 19聞 11,240P 22伽

仏教美術論植田寿蔵著東京
36

弘文堂書房

和昔ヒ之剖1

1947 2,2.142P 180m (教養文庫)

704‑A12

良山堂茶話阿部良山著相見繁一編輯東京

702.14‑Ka62

中世から近世ヘ唐木順三著東京筑靡書房
1961 346P 20帥

風俗絵巻図画刊行会 1919 79P 19Cm
和装

702.15・H84

702.13‑W12

本阿弥行状記と光悦正木篤王著京都芸艸
堂出版部 1948 376P 図版20枚 21師

正倉院
69P

和田軍一著東京 創元社 1955
図版64枚 19飢

702 . 15・H]2

702.13‑1024

正倉院文化東方学術協会編京都大八洲出

近世文化の形成と伝統芳賀幸四郎著東京

版 19絽 374P 図版5枚]9如

河出書房 1948 2,285P 22伽
704・A92

702.13‑024

好古拾造芦沢新二著東京Ξ和新聞社
1972 149P 図版4枚 22Cm

正倉院の研究上昭和記年版小川晴陽編集

大阪明和書院 1947 舵P 図版認P 26伽
(明和美術叢書第3輯)

702.14‑H12

京の禅寺芳賀幸四凱虻ほか〕著葛西宗誠,小

702.15・A12

西哨美写真京都淡交社 1962 283P(図

徳川時代の芸術と社会阿部次郎薯東京改

版共) 22叩

造社 19蝿如7P 図版4枚 21卯
703.3・N94

702・M25

日本美術辞典野問請六,谷信一編訂正版
東京東京堂出版 1966 72如図版8枚

東西美術論 1 マルロオ著小松渚訳東京

新潮社]957 158P 図版33枚 22師
1 空想、の美術館

19伽
702.トY61

702.17・A82

日本美術の特質矢代幸雄著東京岩波書店

図説法隆寺

19蝿 512P 図版30枚 26卯

社 19四

朝日新開社編集

139P 図版開P

大阪朝日新聞
21師

702.13・U45

日本美術史上代篇上野直昭薯東京河出

彫刻.絵画.書.版画

書房 1949 3,14,171P 図版64P 22Cm

728.8‑A26

会津八一の書東京
図版158P 31Cm

702.1・Ta87

日本美術史概説谷信一著東京東京堂

中央公論社

1957 96P

19蝿 13,431P 図版16枚訟Cm

726 .5・,N31

絵本の研究艸田勝之助著

702.1・M012

日本美術史要説持丸一夫,久野健若東京

東京

1950 4,9,285P 図版訟P

美術出版社

31CⅢ

吉川弘文館 1954 8,254P 図版52P 22伽

721.2‑054

絵巻物奥平英雄編東京至文堂 1966
137P(図版共) 23伽佃本の美術第2号)

708‑A82

日本美術図録朝日新聞社編大阪朝日新聞

721.2‑F76

社 1949 17,3,133P 図版224P 37師

絵巻物概説上,下福井利吉郎著東京岩
波書店 19詑 19器 2冊合1冊 22伽
(岩波講座日本文学)

702.1‑N34

日本の美中井正一著東京宝文館 1962
88P 図版4枚 17伽(NHK教養大学田

721.2‑U45

絵巻物研究上野直昭著

702.1‑Ta71

日本の美術滝精一著東京わんや轡店
1950 6,6,126P 図版23丁器Crn

1950 4,186P 図版器P

東京

岩波書店

26Cm
728.3‑U42

筆・墨 ・硯・紙植村和堂著東京理工学社
197フ
1冊(項目別頁付) 22卯

和装
701.2、Y62

安田章生著東京創元社
1957 246P 図版3枚]90m (創元選書)

日本の芸術論

728.22‑N37

学書Ξ訣中村不折編東京 西東書房 1929
37

和書之部

48P 図版101枚

721.8・Ka81

24血
721.023・H34

大津絵について片桐修三編著大津片桐修

平安朝絵画史 春山武松著東京朝日新聞社
1950 361P 図版]04P 26則

付:別冊文献を基とした大津絵略年譜再

1967 56P 図版4枚 19伽
訂増補(29P 18卯)

721.8・H81

放屁合戦
〔19'・〕
巻子本

鳥羽絵〔大津〕

〔三井寺円満院〕

722.2‑H32

支那画学書解題原田誠次郎撰

1巻 16×292Cm

東京大塚巧

芸社]9謁 51如 27Cm

箱入

発売:文求堂書店

724.9‑Y99

表具のしるベ湯山勇編著東京『表具のし

728‑171

書道概論石橋啓十郎著東京岩崎琳店
19認 6,2詑,11P(図版共)訟卯

るべ」刊行会 1954 274P(図版共) 26伽
728.21‑131

728.3・G72

池大雅山中蘭径著東京アトリエ社 19諦

硯及筆紙墨研究 後藤朝太郎若 東京雄山閣
1930 2,94P 図版28P 30CⅢ

41P 図版蝿P 19伽(書道文庫第36巻)
発売:有信書房

和装

720.79・Y67

絵画の見かた画家と美学者との対話矢崎美
盛,中村研一著東京岩波書店 19聡

大雅堂小杉未醒著〔東京〕アルス 1925践

ii,189,如図版4枚 18卿(岩波新害青版

96P 図版65枚 19C爪(アルス美術叢書普及

]4鋤

版第9編)

721 .フ‑131

721.9・Ka58

721.フ‑Ta89

狩野芳崖古川北華著東京元々社 1955

田能村竹田全集

119P 図版]2枚 18Cm (民族教養新書 32)

東京

国書刊行会 1924

547P 23Cm
721.8・U59

726.5‑Mi97

古版小説挿画史水谷不倒薯東京大岡山書
店]935 29,435P 図版59枚 27如

浮世絵東京アルス 1952 ]26P(図版共)
26Cm (アルスグラフ 1952 NO.4 )

フ]8.5‑T且16

721.8・N34

金銅仏田枝幹宏撮影東京竹内書店 1964

浮世絵中井宗太郎著東京岩波書店 1957

Ⅵ,183P 図版7P 18Cm (岩波新書青版

42P 図版66枚 30肌

H田

721.2‑S055

奈良絵本私考
1979 27P

反町茂雄〔著〕

721.8‑Ta84

東京弘文荘

浮世絵概説田中喜作著東京岩波書店

30CⅢ

1929 3,5,168P 図版12枚 19卿(学芸叢

721,024‑H34

日本中世絵画史春山武松薯
社 19聡 258P 図版86P

書田

東京朝日新聞

72],8F^58

26Cm

浮世絵の研究上,中, 下藤懸静也著東京

732.1・sh44

日本版画変遷史島屋政一著

大阪大阪出版

雄山閣 19U 3冊

27Cm

和装

社]9諦能如図版77枚

図版 30cm

728.8‑Y94

721.8一巧7

日本古筆名葉集昭和新修吉沢義則編東京

浮世絵師伝井上和雄編渡辺庄三郎校東京
渡辺版画店 1931 10,266P 図版37枚

白水社 1952 〔636P〕(図版共) 22Cm
728 .21‑124

25伽

和装峡入

日本書道の変遷伊木寿一著東京岩波書店

1935 104P 23Cm (岩波講座日本歴史)

721.8‑067

浮世絵と版画大野静方著

728.21・Y94

1942 2,4,305P 図版15P

日本書道随攷吉沢義則著東京白水社

著選 24)

1951 295P 図版13版 22m
38

束京
19Cm

大東出版社
(大東名

利沓之部

31P 18肌佃本叢書 9D

721.8‑Y86

浮世絵銑本吉田暎二著東京高見沢木版社
1939 15,330P 図版15枚 27Cm

751.1‑N7]

日本陶磁器図説巻1, 巻2,巻3 〔出版地
不卿〔出版者不明〕 ]兜6(大正15)序 3

728.8‑127

わかたけ帖飯島春敬編集解説東京東京美
術青年会]952 106,6P 図版106P 27伽

冊 35伽
和装

和装箱入

751‑054

陶器の説み方奥田誠一薯

721.04‑N32

我思古人中川一政著

東京

9,331,5P 図版27枚

26Cm

1951 2,8,170P (図版共)

靖文社]947

東京創芸社
図版3枚]9伽

音楽.演劇

721.2‑sh53

大和絵史絵巻物史下店静市著東京冨山
房 1956 3、12,306P 図版4枚 22m

フ70.33・E61

芸能辞典演劇博物館編

東京

東京堂]9胎

794P 図版12枚]9Cm
印

刷

フ73‑N93

能の話野上豊一郎著東京 岩波書店 1940
9,2,178P 18Cm (岩波新轡 6幻

749 .21‑sh44

近世印刷文化史考島屋政一編輯大阪大阪

出版 1938 4,4,308P(図版共)図版14枚

フ73‑A82

能のたのしみ朝日新聞社編東京 朝日新聞
社 1965 254P(図版共) 22Cm

26Cm
749 . 21‑Ki34

日本古印刷文化史木宮泰彦著

東京冨山房

767.13・A64

1932 758P 図版24枚 23如

通俗琵琶史談
749 ,23‑OS8

西洋印刷文化史
ド著玉城難訳
(区版すり詑師

ヨン

荒牧守著東京 元真社 1918

252P 23卯

・クライ ド・オスワル

東京鮎書房

1943 496P

'、

道
79].フ‑N81

世界印刷文化史年表庄司浅水編

749.2・sh96

茶花西堀一三著

京都

河原書店 1946

束京ブッ

228P 図版3枚

19Cm

(茶道文庫 4)

クドム社 1936 241P 23Cm

791.8・TS41

茶懐石辻嘉一茗東京 婦人画報社]958

749.2‑N45

241P(図版共) 26卯

世界印刷通史第1巻中山久四郎,竜粛著

東京三秀舎 1930 629P 図版64枚 23Cm

79卜054

第1巻総説・日本篇

茶味奥田正造著 鎌倉鎌倉書房
161P 19伽

749.2‑N45

世界印刷通史第2巻中山久四郎著東京
三秀舎]930 P461‑968 図版27枚 23師
第2巻支郡篇・朝鮮篇

1947

791‑TS39

茶の湯の概念柘植曹更6述東京 帝国敦育会
第7回紲界教育会議日本事務局 1937 122P
19伽細本文化誹座第3輯)

749 ,41‑143

書物と活字今井直一著東京印刷学会出版

791.6‑se56

部 1949 3,4,220P(図版共)]9如
749.2‑T043

茶室千宗守著京都河原書店 1946
3,2,248P 図版20枚 19Cm (茶道文庫 17)

東洋印刷史序説禿氏祐祥著京都平楽寺書

791.6‑Y53

店 1951 3,120,9P 図版20枚 22Cm
芸

茶庭柳沢宗淵著東京雄山閣出版 1957
]95P(図版共) 18×19Cm (雄山閣芸術全書)

工

791・M07フ

茶とその文化諸岡存著東京大東出版社
1937 233P 23Cm

756.8‑Ta87

骨董道の話谷信一著東京

生活社 1946
諦

和書之部
791‑Ta84

茶禅一味
出版部

7田.フ・se56

茶道点前千宗室著

田中仙樵著東京大日本茶道学会

193] 4,207P 23CⅢ

東京

築地書店]9叫

東京

東呆堂 1956

5,225P 19Cm
791.2・H94

東京

細川幽斎桑田忠親著

791.033‑KU98

日本書院]9妃

茶道辞典桑田忠親編

257P 19Cm

714P 19Cm
79]・N釘

簡素のすがた
]944 312P

791.033‑SU15

青葉書房

西堀一三著東京

茶道辞典末宗広著 京都
698P 19伽

図版9枚 19即

片桐石州と茶道芸術
社 1950 7,206

7町.2‑Ka81

79]‑Ta55

東京創元
791.2‑KO]4

茶道経国講演録高谷宗範述松殿山荘茶道会
編輯宇治村(京都府)松殿山荘茶道会
1930 50P 22Cm

河原書店 1949

791‑Ta67

桑田忠親著
19Cm

小堀遠州重森Ξ玲著

京都

2,3,274P 図版4枚

19CⅢ

晃文社 19M

(茶人伝叢書

茶道の精神竹内慰著

2)

東京

国民社 1944

273P 22Cm

こ

791・N81

、ろの茶西堀一三著

京都

791‑sa75

茶道歳時記佐々木Ξ味著
1946 262P 19Cm

晃文社 1947

140P 19Cm

京都 晃文社

791,6・sa75

791.2‑se56

水屋佐々木三味著

京都

河原書店 1951

千利休

5,263P 図版4枚

]9Cm

(茶道文庫 23)

230P

唐木順三著

東京

筑摩当房 1958

東京

青磁社 19四

20CⅢ

内1‑N48

南坊録の研究西堀一三著

791.2‑se56

東昂宝雲舎

1946 6,282P 図版4枚

于利休桑田忠親薯

12,360P 図版6枚

訟師

21Cm

791.2‑KU98

日本茶道史桑田忠親著

東京

1954 訟如図版8枚

20on

791.08・sh69

角川書店

新修茶道全集巻7

791.2・・N81

日本茶道史序説西堀一三著

京都大八洲出

791 .フ‑124

裏千家流点前井口三郎薯京都一条書房

版 1946 8,280P 19口η

1944 2,2,]31P 19Cm (茶道文庫 3)

791.6・N84

庭と茶室西村貞著

日本雄弁会講談社

東京創元社 195]

]0,訟8P 図版43枚 ]9Cm
巻7 茶室茶庭編 堀口捨己編

高橋良雄写真東京大

791.2‑se56

1957 2]9P(図版共)

裏千家淡々斎遺芳集第1巻京都淡交新社

19備 325P(図版共) 30伽

32Cm

第1巻器物・茶室編

79].フ・Y86

表千家流点前吉田尭文著京都一条書房

791.2‑se56

1944 2,10,192P 19Cm (茶道文庫 D
791.6・H88

若き日の利休

西堀一三著京都

1948 250P

]9卯(茶道新青0

造園と茶室建築

前田巳之助著

利休の茶室堀口捨己著東京岩波書店

791.6‑Ma26

19四聞OP(図版共)訟師
791. 6‑Ki71

露地・茶庭北尾春道著

東京

19詑 6,156P

彰国社 1956

5,359P(図版共) 22Cm
7田.5‑se56

茶道道具とその扱い方

地書店 1944 6,298P

河原書店

千宗室著東京築
19Cm

40

図版26P 22師

東京旗書店

和杏之部

=口

言

1965

22Cm

4,218,3P

821. 2・F56

文字の文化史藤枝晃著
一口

日本

東京

岩波書店

1972 Xi,280P 19Cm

学

813‑Ka86

文

辞霄の話加藤康司著東京中央公論社

1976 188P 18Cm (中公新書 425)
文

釘0.12‑189

゛1舟

近世国語学史伊藤慎吾著大阪立川文明堂

904‑048

芸術と思想岡崎義恵著
1949 2認P 22Cm

1928 556P 23αn
8]3,4‑132

故事熟語大辞典池田四郎次郎著

901.]・A12

世界文化と日本文化

書店]9四 393P

813‑Ka97

東京

東京角川

22Cm
904‑K且62

詩と哲学の問
810.103・K047

]957 302P

国語学辞典国語学会編訂正再版東京東
京堂 1957 9,28,1249P 22Cm
束京

阿部次郎著

雄松堂害店

1977 246P 22a口

国語学史時枝誠記著

角川書店

東京宝文

館 1943 2183P 22Cm
古辞書概説川瀬一馬薯

東京

唐木順三著

j1ミ」il、 創文社

19CⅢ

日本文学

810.12‑1031

910.268‑A39

岩波書店 1947

芥川竜之介作品外国語訳書誌天野敬太郎〔編〕

〔東京〕早稲田大学出版部 1972 42P

277P 22叩
釘0.103・K047

東京

国語学書目解題

]8Cm

「芥川文学一海外の評価」の別刷

吉川半七 1902

9Ⅱ.32‑B26

806P 23Cm

芭蕉講座第1巻改訂版 東京三省堂出版
1947 2,]0,222P 21Cm
第1巻発句篇(上X前) 穎原退蔵,加藤楸

810.31‑K049

明治以降国語学鬨係刊行書目国立国語研究所

編東京秀英出版 19郭 30IP 22伽
(国立国語研究所資料集 4)

邨著

釘5・Y19

日本文法講義

山田孝雄著

文館 1936

554P 23Cm

訂正版

910.4・N37

東県玉

文学の回帰中村光夫著
]959 245P 20cm

]1てJi、、

816‑sa85

910.26・Ka97

日本文章史の研究佐藤喜代治著 東京明治

著者別書目集覧近代作家鋤人川島五三郎,
八木福次郎共編東京八木書店 1959

書院 1966 6,410P 22m
811.2‑038

日本漢字学史岡井慎吾著

東京

筑摩書房

6,537P 13× 19Cm

明治書院

910.24‑T046

中古文学史論野村八良著
19始 6,242P 21師

1934 2,4,465P 21Crn
816.フ‑A53

即席結婚スピーチ 100人にうける話のコツ
青木一雄著東京実業之日本社 1973

東京明治書院
910.24・H87

中世文学研究入門東京大学中世文学研究会編

222P、17伽(実日新書)

東京至文堂 1965 447P 19Cm
9]0.24‑A64

中世文学の形象と精神荒木良雄著束京昭

中国語.英語

森社 1942 2,2,308P 22伽

836.5・K076

玲0・UNESC0規準による技術レポートの書
き方河野徳吉著東京日刊工業新聞社

9]0.23‑N95

中世日本文学の書誌学的研究 堀部正二著京
4]

和害之部
和装峡入

都全国書房 19蝿 252P 22叩
910.24‑Ka62

913.6‑Y31

中世の文学唐木順三著東京筑摩書房

不惜身命改訂山本有三作

1962 311P 19伽

東京創元社

1942 245P 19Cm
9]0 .24‑172

911.168・sh19

中世草奄の文学石田吉貞著 東京河出書房

冬の林に柴生田稔著
1982 7、206P 20cm

1941 ]83P 19αn

東京

短歌新聞社

910.4・N86

伝統文化の課題

1949 5,236P

西尾実著

束京

910.4‑178

風俗と文学石村貞吉著束京愛知一中石村

刀江書院

先生還暦記念刊行会 1936 286,16P 23m

18Cm
910.25‑H63

913,36・G34

江戸文学概説平春真一R旺述〕二宮守編輯
京都興文研究社 1931 18,526,23P

源氏物あらそい〔東京〕〔明治大学〕〔19・・〕
影印 1巻 16×337卯
応永20年写明治大学蔵本による影印

23CⅢ

巻子本箱入

9]0.25・Te7フ

江戸文学辞典暉峻康隆著

東京冨山房

913.36‑143

源氏物語批評史の研究

1940 4,551,26P ]8Cm

沢害店 19帖卯7P

910.25‑Y24

江戸文学研究山口剛著東京

913.36・sh28

源氏物語研究史
910.25・E34

1958 585P

穎原退蔵薯

22CⅢ

東呆堂 1933

3,4,759P 図版6枚 23叩
江戸文芸研究

今井卓爾著東京鮎

1937 12,492P

重松信弘著

東京刀江書院

22Cm

東京角川書店

9]0.25‑S且85

東京新潮社

元禄文学辞典佐藤鶴吉編纂

22C1Π
910.25・H87

1944 H,6,704P 19伽

江戸時代戯曲小説通志双木園主人編述東京

910.23‑1035

弘文社 1927 4,10,50OP 23卿

原始国文学考徳田浄著

910.25‑Ka97

東京

目黒書店

]930 2,2,332P 19C皿

江戸時代仮名絵入文学害概論「江戸文学絵瞰1
解説並に収録書目川瀬一馬著東京大東

913.5・Ki39

戯作者考補造木村黙老著東京

国本出版社

]935 4鮨P(図版共)器剛

急、言己念文庫 1972 ]33P 図版56P 23Cm
913.502‑SU96

910.25・SU96

江戸時代小説史鈴木暢幸著東京教育研究

戯曲小説近世作家大観第1巻鈴木行三編著

ユ式

]932 10北P 図版25枚 23卯

東京中文館書店]9諦 22,66伽 23卯

912.4・Mi97

910.8‑H12

芳賀矢一遺著東京冨山房 1928 599P

絵入浄瑠璃史上,中,下水谷不倒著東京
水谷文庫 1916 3冊 27肌

23Cm

和装箱入

9Ⅱ.304‑Y53

俳諧評釈 柳田国男著

910.4‑T053

風物帖
1958

冨倉徳次郎著東京みすず書房

4,311P

東京 民友社 1947

21Cm
91].302‑A93

119P 図版8枚 19飢
俳趣味の発達麻生磯次著

913.フ‑M途1

風流江戸小瑞
げを 1953

宮尾しげを著

〔東京〕宮尾L

東京東京堂

玲44 4,411P 22伽
910 .2‑F76

208P 19伽

板本国文学撰葉福井久蔵編著 東京成美堂
書店 19訟 2、5,309P 22Cm

和装秩入
913.フ‑Mi81

風流江戸小叫続官尾しげを著〔東京〕

910.23‑132

〔宮尾しげ劫 1954序 204P 18伽

平安時代文学概説池田亀鑑著
42

東京八雲書

和書之部

店

1944

3,357P 22Cm

堂 1928 12,505,13P 図版3枚 23Cm
910.23‑Ka43

919.3‑Ka25

平安時代文学と白氏文集道真の文学研究篇
第1冊金子彦二郎著東京大日本雄弁会

上代日本漢文学史柿村重松著山岸徳平校訂

束京日本書院 1947 294P 19Cm

講談社]9蝿 365P 21CⅢ

910.31・J75
女流薯作解題〔東京〕女子学習院 1939
4.582P 23Cm

915.3‑143

平安時代日記文学の研究今井卓爾著東京

明治書院 1957 10,578P 22卯

9Ⅱ.101・N34

913.434・質51

上世歌学の研究中島光風著
1945 5.2,406P 21Cm

平家物語における死と運命大野順一著東京

東京筑摩書房

創文社 1966 5,3郭,16P 22卯

913.フ‑sa67

怪談牡丹灯範十二編Ξ遊亭円朝演述若林
甜蔵筆記東京東京稗史出版社玲鉛 6

914.6‑Ka62

唐木順三著

飛花落葉

6,346P

筑摩書房 1967

東京

20cm

冊]9如
和装

913.37‑E81

宝物集巻第四平康頼著

束京古典保存会

913.6‑T072

1939 1冊 26Cm

海援隊の人びと歳森薫信著

最明寺蔵古紗本の複製

東京光風社出

版 1982 279P 19伽

和装

910.24・N95
914.6‑Ka舵

朴の木
1960

随想集唐木順三著
25]P 20cm

束京筑摩書房

鎌倉時代文学新論

野村八良著

増補東京

明治書院]942

フ,1], 396P

図版6枚

22Cln
913.32‑169

9]0.24・N95

伊勢物語通具本欽心斎文庫蔵東京築地

鎌倉時代の仏教文学

書館 1968 2冊(解説共) 18伽

害院 1934 60P

野村八良著

複製

910.24・F65

鎌倉室町時代文学史藤岡作太郎薯東京国
本出版社 1935 569P 23師

910 .2‑195

岩波講座日本文学史

第1巻

東京岩波書店

1958 1冊 21肌

発売:帝国教育会出版部

第1巻古代

910.25‑099

管見江戸国文学者年表

910,2‑195

岩波講座日本文学史

第7巻

東京岩波書店

洲道映 1931 87P

19胎 1冊 2]cm

23Cm

語り物の系譜佐々木八郎著東京大日本雄
弁会講談社]947 3,4,289P ]9伽

910.2‑195

第8巻

東京岩波書店

913.57・Mi96

1958 1冊 21伽

黄表紙酒糟本集水野稔校注東京岩波書店
1958 470P 22師細本古典文学大系 59)

第8巻近世
910.2‑1飾

岩波講座日本文学史

大洲道映著広島大
912‑sa75

第7巻近世

岩波講座日本文学史

東京東方

23Cm

910 .26‑Ki42

第16巻東京岩波書店

近代文学研究必携近代文学懇談会編東京
学灯社]961 諦7P ]9伽

910.23‑Ta59

近代文学論文必携岩城之徳〔ほか〕編東京
学灯社 1975 310P 玲Cm

1959 1冊 21伽

第16巻一般項目
上代国文学の研究武田祐吉著
1921 470P 19肌

910 . 26‑193

東京博文館

910.26・Ⅱ76

近代日本文学辞典久松潜一,吉田精一編増
訂束京東京堂 1958 90OP 19卯

910,23‑H76

上代日本文学の研究久松潜一著東京至文
43

和書之部
1'冊 26Cm

910.25‑Ki46

近世文学近世文学会編輯第1巻第1号(昭

伝寂蓮筆清岡真彦氏蔵の複製
和装

和10.5) 第4巻第3号(昭和13.田東京
近世文学会 19冊合4冊 22叩

910. 1・N95

国文学研究史町中b＼良著改訂

910.25‑Te7フ

東京明治書院

近世文学の展望暉峻康隆著

星文館 1930 1205P 23Cm
910.31・A那

1953 37]P 19Cm

国文学研究書目解題麻生磯次編 東京至文

910.25‑K073

近世文学論近藤忠義著

東京荻原

東京

堂 1957 506P 22伽

日本評論社

9]1‑sa75

1948 4,3,266P 22Cm

国文学の文献学的研究佐佐木信鋼著東京

910.25‑Ki46

岩波書店 19U 462P 図版30枚 22m

近世の文学近藤忠、義〔ほか〕著東京河出書

910 .2‑N95

房 1952 237P 22Cm 細本文学講座 4)

国文学論考野村八良著東京八木書店
]942 2,3,395P 22Cm

9]0.25‑017

近世初期文壇の研究小高敏郎著東京明治

田0.2・F65

書院 1964 6,672P 2]伽
国文学史講話

913.5・A蛤

近世小説麻生磯次著東京至文堂]951

1922 476P

藤岡作太郎著

東京岩波書店

23Cm
9]0.2‑TS39

2,6,266P 21叩佃本文学講座第9巻)

国文学史新講上,下巻次田潤著東京明

913.5・F57

治書院 1942 2冊 22如

近世小説研究藤井乙男著大阪秋田屋

910.26‑Y23

1947 312,3P ]9m (藤井乙男著作集第

国文学史要覧山岸徳平,中田祝夫著東京
力書房 1952 274P 21CⅢ

1 巻)
913.502‑A25

910.2‑F76

近世小説史上方篇相磯貞三著東京世界
害院 1954 2,5,30IP 19伽

国文学と仏教福井久蔵著東京三省堂

19蛇 3,4,219P 19Cm (青年仏教叢書第

914. 5・Ki68

]6編)

嬉遊笑覧上巻 喜多村信節〔著〕旧本随筆大
成編輯部編纂 東京成光館出版部 1933
20,565P 19伽

910.23・F65

国文学全史平安朝篇藤岡作太郎薯東京
東京開成館 1905 5,726,16P 23Cm

9H.5・Ki68

発売:三木佐助林平次郎

嬉遊笑覧下巻 喜多村信筋〔著〕日本随筆大
成編輯部編纂 東京成光館出版部 19器
28,673P 19卸

910.4・K047

国文論纂国学院編纂

大日本図書

1903 1589P 23Cm

913.6・Ta71

小堀遠州滝川駿著 東京

束京

910.3]‑sa25

佃書房 1944

国語国文学論文総目録昭和20年8月 28年7

277P 22CⅢ
付:木曽物語

月斎藤清衛編東京系文堂 1954

5,3]5P 22Cm

910.4‑sa29

910,31‑MU訟

古文学の詩味 坂井衡平著東京文書堂
1931 394P 20CⅢ(国文学研究論叢第1
編)

国語国文書誌便覧

蔵野書院 1949

武蔵野文学会編東京武
257P 19Cm
913.37‑Ma59

912,3・N97

1939 216P ]9伽旧本文学大系第21巻)

国語教材説話文学の新研究丸山林平著東京
藤井書店 1937 505P 23伽

911,135‑K043

912 3‑132

古代劇文学能勢朝次著東京河出書房

古狂言台本の発逹に閨しての書誌的研窕 池田

古今和歌集序東京古典保存会 1939
44

利書之部

広司著東京風間書房 1967 889P 詑Cm

文進堂

1943

384P

22Cm

911.103・W]2

9]3 .02‑Mi58

物語文学史論 三谷栄一著

皇室御撰之研究和田英松著東京明治書院

1933 2冊(別冊共)器如

1952 491P

束京有精堂出版

19Cm

910 . 1・N25

910.01‑Ka62

古典文学の伝統永積安明著束京法政大学
出版局 1956 3,234P 19叩(教養新書)

東京

無常唐木順Ξ薯

筑座書房 1964

354P 20cm

910,33・sh認

913.304・MU31

古典読解辞典白石大二〔ほか〕共編東京東
昂堂 1953 14,850P 19伽

無名草子新註

1937 236P

富倉二郎茗

東京青英書院

23Cm

910.2‑F67

古典の歴史
社 1941

藤田徳太郎著

東京

910,4‑Ka62

無用者の系譜 唐木順三薯

モダン日本

412P 19劇n

1960 296P

東京筑摩書房

19Cm

910.23・Ta59

古典の精神 武田祐吉著
2,2,348P 19Cm

東京

910,4‑Ka62

無用者の系譜 唐木順三著東京新潮社
1959 47P 21卯細本文化研究第2巻)

創元社 1943
910 .1‑132

古典の読み方池田亀鑑著東京至文堂

910.29‑Ka97

19訟 202P ]9師(学生教養新書)

名古屋文学史川島丈内著

910.2・Y62

名古屋松本書店

]932 4,30OP 23Cm
発売:川瀬書店

古典論保田与重郎著東京大日本雄弁会講

談社 1942 諦6P 19卯

913.6・Y31

波山本有二著
331P 19Cm

913.57‑172

草双紙のいろいろ石田元季著東京南宋書

東京細川書店

1948

院 1928 諦9P 図版22枚 20師

913.6・Y31

波山本有三著東京岩波書店
諦9P 15Cm (岩波文庫)

911.19・SU21

狂歌書目集成菅竹浦編纂京都星野書店
1936 13,231P 23Cm

910.24・sa25

南北朝時代文学新史斎藤清衛薯東京春陽

911.121‑S且75

万葉二百種簡明目録佐佐木信綱撰〔出版地

堂 19器娼7P 図版6枚 23肌

不明〕佐佐木信綱 1925序 52P 19伽

913.5‑176

軟派珍書往来石川巌著東京文芸資料研究

910.26・T0舗

明治小説文章変遷史徳田秋声述.明治小説内
容発達史田山花袋述早稲田文学社編東

会 1928 2,2,110P 図版2枚 22Cm (変
態文献叢書追加第2巻)

京文学普及会 1914 認IP 19卯(文学

和装

普及会講話叢書第1編)

910.268・N58

夏目湫石唐木順三著東京 修道社 1956
叫7P 18伽(現代選書0

913.4‑114

未刊中世小説解題

院 1942 317P

市古貞次薯

東京楽浪書

19Cm

910.2‑H76
913‑132

日本文学

河出書房 1952
212P 19Cm 佃本文学大系 8)

フ,268P

物語文学池田亀鑑著東京

東京

久松潜一編東京
図版3枚訂卯

日本文学大辞典藤村作編纂

青磁社

縮約東京新

潮社 19聞 1311P 22C訊

1942 12,429P 22Cm

釘0.2‑189

日本文学概観伊藤康安〔ほか〕編著 東京木

9]3.3・Mi84

物語文学攷(平安時代)

有信堂 1960
910.33‑F63

913‑Ta52

物語文学序説高崎正秀著

1943

村書店 1937 8,422P 23伽

宮田和一郎著大阪
45

和書之部

至文堂 19弱 2,9,羽6P 図版5枚 22伽

910.2‑H76

日本文学評論史

形態論篇

910 .26・H76

久松潜一著東京

至文堂 1947 2,4,5ⅡP

日本文学史近代久松潜一責任編輯東京

22剖Ⅱ

至文堂 1957 2,18,749P 図版6枚 22伽

910.23・H76

910.25・H76

日本文学評論史古代中世篇久松潜一著東
昂至文堂]949 7,9,724P 22Cm

日本文学史近世久松潜一責任編輯東京

至文堂]957 2,16,768P 図版4枚 22伽

9]0. 2‑071

日本文学啓蒙折口信夫薯東京朝ヨ新聞社

910.2‑Ka99

日本文学史の周辺風巻景次郎著東京塙書

1950 10,5認P 22Cm
910.フ・A93

房]953 4,425P 22Cm

日本文学研究入門麻生磯次,守随憲治編東
京東京大学出版会 1956 438P 18卯

910 .2‑Ta59

日本文学史要説武田祐吉著

]949 216P 22Cm

田0.4‑sh46

910.31‑N71

旧本文学考論島津久基著東京河出書房
1947 4,222P 22Cm

日本文学書目解説.明治大正国語学書目解説
東京岩波書店 1931 1933 10冊合1冊

910.2‑071

日本文学の発生序説折口信夫著
書店 1947 8,343P 22Cm

器伽(岩波講座日本文学)

東京斎藤

910.2・N71

旧本文学全史巻6 佐佐木信綱〔ほか〕共著
東京東京堂 1936 19,500,19P 23Cm
巻6 室町文学史吉沢義則著

910.1‑sa18

日本文学の方法西郷信綱著

東京富士出版

東京未来社

1955 366P 21Cm
910.2‑KU45

910.2‑N71

日本文学の古典的構造国崎望久太郎著京都

日本文学金史巻7 佐々木信綱〔ほか〕共著
東京東京堂 1936 610P 図版16枚 23CⅢ

法律文化社]9認 421P 22Cm

巻7 江戸文学史上巻高野辰之著

910.2・N71

日本文学聯講第2期

東京

910.2‑N71

中興社 1931

日本文学全史巻8 佐々木信綱艇か〕共著

4,428P 23Cm

東京東京堂 1935 735P 図版Ⅱ枚 23Cm

第2期中世

巻8 江戸文学史中巻高野辰之著

910.2‑N71

日本文学聯講第3巻 東京

910.2‑N71

中興社 19噐

日本文学全史巻9 佐佐木信綱〔ほか〕共著

4,225P 23Cm
第3巻近世上

東京東京堂 19諦 709P 図版7枚 23Cm
巻9 江戸文学史下巻高野辰之著

910.2・N71

日本文学聯講第3期

東京

910.2‑N71

中興社 1930

日本文学金史巻12 佐佐木信綱〔ほか〕共著
東京束京堂 1941 36,2,認]P 23伽
巻12 日本文学総論吉沢義則著.日本文学
年表高野辰之,本凋久雄編

4,540P 23Cm
第3期近世下
910.2・A93

日本文学史麻生磯次著

東京

至文堂 1949

913.385‑N7]

358P 18Cm

日本文学全帯第4編東京博文館]890

910.23・H76

日本文学史中古久松潜一責任編輯東京

428P 19Cm
第4編とりかへぱや物語落合直文ほか校
訂.堤中納言物語萩野由之ほか校訂.四季

至文堂 1955 2,10,523P 図版3枚 220m
9]0.24・H76

物語萩野由之ほか校訂

日本文学史中世久松潜一責任編輯東京

至文堂]957 2,12,560P 図版2枚 220m

9]0 26・U63

日本文芸発禁史馬屋原成男著

910.23‑H76

旧本文学史上代久松潜一責任編輯東京

1952 6,フ,343P 22飢
46

東京

創元社

和書之部
910.24・N86

914.6・Ka62

日本文芸史における中世的なもの西尾実著

日本の心唐木順三著 東京 筑摩書房]965
375P 20cm

東京東京大学出版会 1954 281,22P
22Cm

田0.2・N71

日本の古典麻生磯次〔ほか著〕日本放送協会

914 . 6・Ki12

日本文化の根底に潜むもの

きだみのる著東

京大日本雄弁会講談社

1鮖8 214P 18Cm

913.032・A85

910.2‑Ka62

日本小説年表朝倉無声著東京金尾文淵堂
1906 305P 23Cm

編東京宝文館 19郭 239P 19伽

(ミリオン・ブ・,クス)
日本人の心の歴史季節美感の変遷を中心に
上,下唐木順三著東京筑摩書房 1970
2冊 190Ⅲ(筑摩総合大学)

9]5‑Ta7フ

日記文学概説玉井幸助著
]945 6,803P 22Cm

目黒書店

東京

910.2‑Ka能

日本人の心の歴史

祈1遺

唐木順三著東京

筑摩書房 1972

255P

20cm

日本歌学史
館 1942

佐佐木信綱著

912.3‑H76

911.]01‑sa75

能楽論と文学精神久松潜一著 東京国民精
袖文化研究所]935 2,106P 19卯(国民
精初文化類戦第4輯)

改訂東京博文

9]1.56‑Ta84

608P 22CⅢ

オブリービ"ン田中岩太郎詩集東京修光

社 1971 116P 訟師

919 .02‑038

日本漢文学史岡田正之著増訂版山岸徳平,
長沢規矩也補東京吉川弘文館 1954
477P 22Cm
日本漢学史牧野謙次郎述

919,3‑0認

近江奈良朝の漢文学岡田正之著丹波市町

(奈良県)養徳社 19妬 5,278P 2]CⅢ

919.02‑Ma35

913.6^Ka62

東京世界堂書店

応仁四話唐木順三著東京筑座害房 1966
302P 20伽

]943 3,8,336P 21伽
9Ⅱ.6・F67

9]1.2・N町

日本歌謡の展開藤田徳太郎著柬京岩波沓

聯句と連歌能勢朝次著

店 193] 122P 23肌(岩波講座日本文学)

束京 要書房 1950

6,214P 22Cm

915 .02・N53

911.152・R97

日本紀行文芸史鳴杣克己著東京佃書房
1943 10,324P 22Cm

良竃唐木順三薯東京筑摩沓房 1971

271P 19Cm 細本詩人選 2の

910,26・Mi91

910.268・N54

日本近代文学研究必携三好行雄編東京学

柳北成島先醒板本霄目稿 黄罰葵編〔出版地
不明〕黄罰葵 1959 28P 18Cm

灯社 1977 317P 18Cm
910.25‑sh29

釘3.聡・125

日本近世文学史重友毅著東京岩波沓店

西鶴輪講好色一代女巻の1

]950 8,2艶,15P 18Cm (岩波全書 119)

東京春陽堂]928 87P

Ξ田村鳶魚編
19Cm

9]0,23‑sa18

913.52‑125

日本古代文学史西郷信綱著東京岩波書店

西鶴輪講好色一代男巻の8 三田村鳶魚編
東京春陽堂]928 72P ]9Cm

1951 10,304,11P ]7伽(岩波全書 149)
910.23‑097

9Ⅱ,56‑sa25

日本古典学の伝統日本思想史研究小沢栄一

散文詩・箴言・世界観西束徳之介遺稿架西

著東京ふたら書房 1942 345P 19CⅢ

東徳之介著市川斎藤千代子 1970 312P

910.2‑H68

20cm

日本古典の成立の研究平田俊春著東京日

913.37‑sa66

本書院]959 諦,1]48,33P 図版6枚

三宝絵罰三巻源為憲著

22CⅢ

1941 3冊 25Cm
47

東京古典保存会

和書之部

東寺観智院蔵の複製

910.8・F65

東圃遺稿巻1 藤岡作太郎著芳賀矢一,藤

和装

井乙男編東京大倉書店 19Ⅱ 396P

911.368・Y86

杉亭句録 吉田甲子太郎(作〕吉田健彦編
〔束京〕 吉田周子 1957 陀P 20cm

23Cm
910 ,8‑F65

東圃遺稿巻2 藤岡作太郎著 東京大倉書

913.53‑sa67

店]912 ]2,19,765P 23Cm

宮武外骨編纂束京風俗絵画図画
1921 闘,6P 図版4枚 26卯

山東京伝
刊行会

913.56・U訟

雨月物語上田秋成〔著〕岡康雄編輯・校訂

和装

東京春陽堂 1928 H7P 21伽

9H.45・N82

川柳風俗志

上巻

西原柳雨編纂 東京春陽

堂 1929

6兜P

20師

9Ⅱ.18‑Mi42

歌合の研究峯岸義秋著東京二省堂出版
911.403・K023

川柳辞典興風書院出版部編輯

1954 5,737,22P 22Cm

東京興風書

911.52‑Y11

矢部正子

院 1935 4,225,15P 19C皿
911.4‑A93

川柳雑俳の研究

森銑Ξ〔著〕

9]3.5‑Y24

東京

河出書房 1944

2,8,298P 22如

三省堂]932

9U.158・H48

前哲六無斎遺草林子平皓〕伊勢斎助編纂
増補7版仙台仙台叢書出版協会 19四
134P 19Cm

432P 20cm
9]4 .6‑A28

紙梨、の跡赤堀又次郎著

束京

民友社 1930

248P 20cm

914.4‑sa28

随筆文学古典鑑賞阪口玄章著

913.6・Y31

新篇路傍の石

1942 60OP

山本有三著

東京

新潮社

房 1943 3,2,273P 19伽
中国文学

913.032・A85

東京春陽堂
920.8‑K且48

1926 523P 23Cm
漢文学講座第1巻

910.2・Ma85

資料国文学史学習活用松尾聡編東京清
水書院 1953 432P 210Ⅲ
唐木順三著

東京

東京

共立社 19諦

東京

共立社 1933

漢文学講座第3巻 東京

共立社]933

4冊 23Cm
920.8‑Ka48

漢文学講座第2巻

9H.6・Ka62

471P

3冊 23Cm

文芸春秋 1969

920.8‑K且48

20cm
914.6‑117

春城閑話市島春城著

東京

5冊 23Cm

健文社 1936

920.8・Ka48

4,6,5兜P 19Cm
漢文学講座第4巻

911. 168‑Ki39

誕辰八十回虚心記念帖

地不明〕木村尚一

木村尚一〔著〕〔出版
1969序 1冊図版

東京

共立社 19鈴

漢文学講座第5巻 東京

共立社 19器

4冊 23Cm
920.8‑Ka48

21C皿

和装

4冊 23Cm
9玲.6・N83

手児奈
1973

東京鶴書

18Cm

新修日本小説年表朝倉無声著

詩と死

森銑三 193]
910.24‑N97

幽玄論能勢朝次著

19Cm

紙魚文学山口剛著 東京

〔東京〕

]6Cm

東京東京堂

麻生磯次著

1948 5,292P

序 14P

920.8・Ka48

東京近代新書出版社
205P ]8Cm 価代新書)

漢文学講座第6巻 東京

西川日恵著

5冊 23Cm

48

共立社 1933

利書之部
920.8‑Ka48

漢文学講座第7巻東京共立社 1933
4冊 23Cm
920.2・N22

支那学術文芸史長沢規矩也著

東京三省堂

1939 326P 19Cm
921.43・K089

唐詩及唐詩人小杉放庵著東京

書物展望社

1940 5,508P 19Cm
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漢書之割1

漢籍之部

020.22・Y72

中國目録學史姚名達著長沙商務印書館

民國27(]938) 4,13,429P 19助精装
仲國文化史叢書第2輯)
叢書の主編:王雲五傅縛平
020.22・C46

中國典籍史陳登原著台北樂天出版社民

國60a町D 2,6,543P 21Cm 精装(樂天
人文叢書之2の
叢書の主編:洪北江
史・XⅡ

稲惠全書Ξ十二巻(清)黄六鴻撰佃本)小畑
行簡訓譯嘉永三年江戸小畑行簡詩山堂刊明
治中東京大橋操吉重印 8冊1峻 25伽
子・1X

飴晉齋法書二巻・續刻二巻 q剖成親王輯永
理書日本刊拓本 4冊1峻 29卿
子・1X

飴晉齋法書二集四巻儲)成親王輯
日本刊拓本 4冊1峻 29師

永理書
子・1X

人帖殘一巻存巻四

(消)周鍔録

田本刊拓本

]冊 29an
史・XⅡ

官制備攷二巻棚)李日華撰魯重民補訂錢

蔚起較定文化五年邨岡修平捺寶暦二年藤原
明遠紗本重紗 1冊 24帥
黒川家旧蔵
経・VI

春秋經傅集解殘四巻存巻第五慎上第六僖中第
十五襄二第二十七定上(晉)杜預撰日本刊
拓本 4冊 31Cm
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洋書之部

書

洋

之部

340,53・M22
Ancie址 law
ムιaine.
XV111

237

making / by DOU宮las c. MCMurtlie.
London : O×{ord univ. press, 1957, C]943.
XXX, 676 P': i11.; 25 Cm、

/ by sir Henry James sumner
London ; J, M. Dent,〔n. d,〕
P.; 18 Cm
(EveTyman'S Hbr田y

016‑se4

: no. 734)

Ideas / by siT Henry sumneT Maine,

Blitish m耻Seum : rules for the comPⅡation o{
the catalogue of pTinted bookS 1841 / ed.
by shinkichi sekiⅡ0.‑ Tokyo : Toshokan
GijⅡtsu Kenkyukai, 1974
132, XⅥ P.; 26 Cm,

London : John MurTay, 1915、
XI, 371 P.; 23 Cm

Directory of Japanese leamed periodicals

340.53‑M22

Ancientlaw : its connection with the early
histoTy of society and its relation to modeτΠ

01小N27

1957 / comp. by N飢ional Diet Library.

895.6・K26

Anth010gy o{ Japanese litetatuTe : fTom the
e且rliest era to the mid ‑ nineteenth centⅡTy
/ comp. and ed. by Donald Keene.‑ Lon・
don : George A11en & unwin, 1956.

Tokyo : Tokyo Liblaly BⅡteau, 1958
1 ν.; 26 Cm.
田5.52・si5

Japan and Kolea : a clitical bibliography / by

442 P.; 22 Cm.ー(UNESCO C011ection o{

BeTn且rd s. silberman,‑ TⅡCson : univ. of

representative works : Japanese series)

Ar120na press, 1962.

025.5・sh5

XIV, 120 P.; 28 Cm.

Basic reference books :且n in[rodⅡC[ion to the

709.52・J35

eν且1Ⅱation, stⅡdy and 11Se of re{erence mate・
rials with 5Pecial emphasis on some 30o ti・

Japane託 i11Ustrated 、ooks : from the c011ec、
tion {olmed by 血e late w. H. de ROOS
(1895‑197]).‑ Loodon . B町nard Q0訂itoh、
〔n. d.〕

tles / by Louis shores. 2nd ed.‑ chiC且宮0
American Library Association, 1951, C1939.
X111, 472 P.; 25 Cm

心 P.: plates ; 23 Cm.

012・G24

340.1・H87

Les Bibliographies japonaises / paT Emile

LectⅡles on the ne訊, Japanese civil code :且S
materialfor the study of comP且rative juris.

Gasp.,done.ー〔". P.〕〔". d.〕

Prudence / by NO、ushige HOZⅡmi.‑ 2nd

206 P.; 29 Cm̲
田6・R54

and rev. ed.‑ Tokyo : Maruzen, 1912.
XVI, 166 P.; 21 Cm

BibHography in an age of science / Louis N.
Ridenour, Ralph R. shaw and A玲ert G.
Hi11.‑ urbana : univ. of 11Hnois pless,

9]4.2卜C56

London in c010ur / by RichaTd chⅡrch、

1952, C1951.

London : B、 T. Bats{OTd, 1974, C1971.

90 P.: photos.; 24 Cm

158 P.; C01. photos.; 29 Cm
090‑D24

7仭.52・sh5

N且ra picture books / by Yutaka shimizu.

The Book : its histoTy and development / by
Cyril Davenp01[.‑ London : ATchibald

tr. by Richard zumwinkle.‑ LOS Angeles
Dawson'S Book shop, 1960.
46 P.: plates (part. C01.); 26 0m

Constable, 1907'

Vi, 258 P.: i11, P!ates ; 23 Cm.
090‑M]6
Ihe Book

025.5・C7フ

the story of printing and book・

The New library key /、y M且T且aTet G. cook,
53
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New York : H. W. wilson, 1956

ν, 136 P.; 26 Cm.
025.5‑C18

A stⅡdent's gⅡide on how to dse a library /
PTepared by Leila campbeⅡ, Louise Kni宕ht
and Gale smith.‑ Fowler : Benton Review,
1948.

45 P.; 23 Cm
016‑T7フ

The Transactions of 仙e Asi日tic society of

Japan / comp. by l. 1. Motlis and paul c.
Blum.‑ 10kyo . Asia6C sooioty of J"P"n,
1958

Vii, 96 P.; 22 Cm.ー(ThiTd $eTies : V. 6)
950・T88

What is the oliental CⅡltⅡte ?/ by sokichi
TS11da、‑ 10kyo ; Hokuseido press, 19郭
父,]03 P.; 22 Cm.
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書名索引

書

名索引

・・・・,,,・・・・2 1
仏教経典史論(赤沼智善薯)
仏教の日本的展開(佐藤得二著) ・・・・・・・・・・・・・・・2 1
・・・・・・・・21
仏教聖典の解説(吉田竜英著)
・・・・22
仏教渡来史餓原猶雪勅
・・・・4 1
文学の回帰仲村光夫著)
・・・・30
文化と国家(南原繁著)
7
文献探索学入門(佃田実夫著)
23
文明開化(木村毅著)
文書館(ジャン・ファヴィエ著永尾
・7
信之調
武士道(山岡鉄太郎述勝安房評論
安部正人編纂)
仏道修行の用心(唐木順三著)

A
!^::1雪:i甚邑1!i矢・・・・・・・・・・・・

・・・・・,・,,・・・,・,・・・・・・・・] 3

会i聿ノ＼ーの聿・・・・・・・

‑37

2

十七・・・・

C
39
茶花(西堀一三茗)
‑39
茶懐石(辻嘉一著)ー
‑39
茶味(奥田正造著)・・
・‑39
茶の湯の概念(柘雄曹美僅)
・・・・・・・・・・・・39
茶窒仟宗守著)
‑39
茶庭(柳沢宗淵薯)
・39
茶とその文化(諸岡存著)
40
茶禅一味(田中仙樵著)
・25
地理上の日本史話(下村三四舎著)
知識の組織化と図書館(もり・きょし
・7
先生喜寿記念会編)
・‑30
地誌目録(内田元夫編)
千代田城大奥二巻(永島今四郎,太
・・23
田贇雄合著)
・・30
酢国の精神と法律・・
・・・・・28
朝鮮歴史 1947年版(金聖七著)
著者別書目架覧(川島五三郎,八木福
・41
次郎共凋
,・・51
中國月録學史(姚名達著)
中国思想史(束京大学中国哲学研究室
編)
・,・・・・・・18
ーー51
中國典籍史(陳登原著)
・・・・・・・・4 1
中古文学史論(野村八良著)
,・・,,・・・22
中世仏教思想史研究(家永三郎著)
中世文学研究入門(束京大学中世文学
,,・・・・・・4 1
研究会編)

11

吾委鏡残四巻存巻第二十四 巻第二

1

・・・・・・・・35
味のすべて(読売新開婦人部編)
芥川竜之介作品外国語訳書誌(天野敬
・・・・・・・・・・・4 1
太郎〔編〕)
・・・・・・・・35
甘辛抄(小島政二郎編)
天野敬太郎教授著イ乍目録(深井人詩〔編〕),ー・フ
アメリカの愆法と政治(斎藤敏著)ーー・・・・・・30
アメリカ図書館忠、想の研究(小倉親雄著)・ー・フ
或る老女教師の歩んだ道(飯田フミ著),,・‑28
足利学校沿革誌(足利学校遺蹟図轡館
‑33
編輯)
足利学校遺蹟考(須永金三郎著)・ー・・・・・・・・33
・・・・33
足利学校事鎖考(川上広樹著)
・‑33
足利学校の研究(川瀬一馬薯)
21
足利庄鑁阿寺佐畏1可寺)
・・・・・・2 1
足利庄鑁阿寺(山越忍空編纂)
・・・・・・・・・・・・30
飛鳥の古都(北島葭江淘
頭の回転をよくする読誓術 U川藤周一著)・ー・フ
・・・・・・・36
新しい形の美(長谷川三郎薯)
新L く学ぷために(都留重人(ほか〕著)・・・・・・30

尾手包香金尭・
B

馬耳東風(土屋栄亮揃
芭蕉講座第1巻・・・・・

,・・フ

・‑41
1

米国研究(教育学術研究会編)・・・・・・・・・・・・・・・・28
弁道(物茂卿著)
弁名二巻勧茂卿著)
・36
美術鑑定事典(野問清六,谷信一編)
‑30
びわ湖風土(北尾鐐之劭淘
‑23
武家政治の研究(新見吉治若)
武家諸法度・ー
・・・・・36
仏教美術論(植田寿蔵著)
・・・・・・・・・・・2]
仏教文学概論ω、野玄妙著)
・・21
仏教研究法(境野黄洋淘

1
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書名索引

電子計算機と図害館(N,S.M コックス
〔ほか〕著青木利行訳)
伝統文化の課題(西尾実茗)
ドイツ国民性展閉の理論(西本穎著ヲ
童子問三巻(伊藤維禎薯)
堂上家系譜大成(太田亮著)
読書法炉坂潤制
読害の伴呂(久山康編)
読書の整理学(紀田順一郎薯)
読書のすすめ(瀬沼茂樹編)
読書論(青野季吉著)
読書指導(阪本一郎著)
読書指導の実際(成疑小学校毓書研究

・・・・・・・・41
23
37

,,・・・41
・・・,・42
・・・・23
,,・・・・42

7

中世文学の形象と精神慌木良雄糊
中世文化研究(藤直幹著)
中世から近世ヘ(唐木順三著)
中借日本文学の書誌学的研究幌部正
二著)
中世の文学(唐木順三著)・
中世政治外交史唯藤Ξ郎糊
中世草奄の文学(石田吉貞淘
中小図書館の経営(佐藤真著)
忠禅(飯田桜隠薯)

・・・・22

D

大学事務管理研究集会第1回a96D
・33
(私学研修福祉会,日本私立大学連盟)
大学事務管理研究集会第2回a962)
(私学研修福祉会,日本私立大学連盟)・・・・33
大学関係法令集昭和36年度(文部省
大学学術局大学課編)
大学基準協会十年史(大学基準協会)
大学の未来像σ. A、パーキンス〔ほか〕
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・34
著)
大学生の読書(麻生磯次Uまか〕共編)・・,・ー・フ
:メニξ;全偲1巷干会官,支と 0)竜民言炎釜;1既^・・・・・・・ーー・・・・・・・・・・・フ
大学図書館の諸問題第1集細本ド
一7
クメンテーション協会)
大学とその付属施設の建築(小林秀弥
・・・・・・34
著)
火学或問二巻(熊沢了介劃
第1回日米大学図書館会議議事録
,・・・・・,フ
佃米大学図書館会議)
第1回日米大学図書館会議報告論文
・・・・フ
集佃米大学図書館会議)
第一回図書館研究集会参加者レポート
(私学研修福祉会,日本私立大学連盟
,7
主催)
太杣宮参詣記と敬神尊皇仂1藤玄智著)ー・ー・21
23
大名生活の内税、(三田村鳶魚著)
大日本年表(辻善之助編)・,・・・・・・,・・・・・・・・・・・,,23
・・35
大日本農史(農商務省編纂)
大日本帝国憲法の根本義(筧克彦述)ー,ーーー30
・1
大東世語五巻(服部南郭著)
・・22
大蔵経伏蔵会編)
22
大蔵経概説(常盤大定著)

・・・・・・30
・・,・,,・ 1

・・・,・,,29
・8

8

・・・ 8

会編)

・・・8

34

読書相談(阪本一郎,滑川道夫著)
読書と人生(赤神良譲著)
読書と人生信木清著)
読書と人生(寺田寅彦薯)
読書随筆(大草実編輯)

・・・8
‑30

8
・8

ドキュメンテーションハンドブック

住献情報便覧)伐部省大学学術局編)
どうすれば速く上手に読めるか(草島
時介〔ほか〕共著)

7

,8

E
江戸・・・・・・・・・・・・

江戸ばなし其一(三田村鳶魚著)
江戸文学概説坪春真一郎〔述〕ブ宮守
編輯)
江戸文学辞典(暉峻康隆剰
江戸文学研究(山口剛著)・・
江戸文芸研究(頴原退蔵著)

23
・・・・,,,23

・・・・42

・・・・,,42
・・42
・・42

江戸文化・

‑23

江戸時代文化・・

・・23

江戸時代戯曲小説通志(双木園主人編

述)
江戸時代仮名絵入文学書概論(川瀬一
馬著)
江戸時代の人々(森銑三著)
江戸時代の教育(ロナルド・P.ドーア
著松居弘道訳)
江戸時代のさまざま(二田村鳶魚著)・・
江戸時代制度の研究上巻(松平太郎
著)
江戸時代史住上参次薯)
江戸時代小説史(鈴木暢幸著)

電気通信研究所図書館業務取扱要領

佃本電信電話公社電気通信研究所
図書課〔編〕)

・・・・・,・42

・7

56

・・42

‑42
・・29

・‑34
・・・24

‑30
‑24
42

書名索引

t工戸1成プく』廻秘・!だ(Ξミ田ラ乞^)・・・・・・・・・・・・・ーー24
34
江戸花街沿革誌咽根金四郎編纂)
江戸会誌一

24

江戸ツ子住田村鳶魚、著)
江戸旧事考(江戸会編纂)
江戸むらさき(笹川臨風著)
江戸の本屋上(鈴木敏夫著)
江戸の本屋下(鈴木敏夫著)
江戸の本屋さん(今田洋三著)
江戸の実話(三田村鳶魚著)
江戸の女(Ξ田村鳶魚著)
江戸の生活(三田村鳶魚著)
杠戸の白浪(三田村鳶魚著)

24

G

概観日本経済思想史(野村兼太郎著)・ーーー・32
学校行政法 qE井重次,五十嵐淳共著)ー・‑34
'診1交左>,キ図老于真官(1力'内」善1乍^)ーー・・・・・・・・・・・・8
34
学校の発達(石川謙著)
・・・8
学校図書館(松本賢治著)
学校図書館ハンドブッケ(メアリー・
ピーコック・ダグラス若渡辺正亥訳)・・8
学校図書館法の解説(金国学校図書館
・,,8
協議会編)
学校図書館経営の工夫(全国学校図霄
・・・8
館協議会編)
学校図書館基準(全国学校図冉館協議
・・・8
会編)
,・・・・ 8
学校図書館の建股細本放送協会編)
・・・・8
学校図書館の設営(石田佐久馬編)
・・・・8
学校図書館の手引(文部省)
・・・,,,
8
学校図書館の運営法(植村長Ξ郎著)
学校図書館資科の整理咽齊館教育研
8
究会薯)
29
学芸史上の人々(森銑三著)
・・・・1 8
学問論佃中美知太郎著)

24
24
13
13
13
24

24
・24
24

江戸生活のうらおもて(三田村鳶魚若)・・ーー24

江戸誓籍商史(上里春生著)ー・

13

江戸趣味一

24

江戸読本

討

江戸東京紙漉史考姻義城著)
江戸雑話(三田村鳶魚、淘
絵本の研究(仲田勝之助薯)・・・
会本雑考(封水小史著)
絵入浄瑶璃史(水谷不倒著)
絵巻物(奥平英雄編)
絵巻物概説(福井利吉郎茗)
絵巻物研究(上野直昭著)
閲覧と貸出し(全国学校図書館協議会
編)
開覧机と椅子(金国学校図轡館協議会
編)

35
24
37

・13
・・・42
37
・・・・37

‑1全目三と、コτ旦干・・・・・・・ー

・37

学生と読腎(大河内一男,清水幾太郎
・・・・・ 9
共編)
・・・・・・24
学生と歴史(河合栄治郎編)
・・・・37
学沓三訣仲村不折編)
学習に直結せる学校図書館経営の実際
9
(小淵沢中学校編)
18
学徒の使命けイヒテ著山本饒訳)
・・・・・]
外題鑑綱田琴秀編)
,・・4]
芸術と思想、(岡崎巽恵著)
39
芸能辞典(演劇博物館編)
・・・31
現代日本法の理解(米谷隆三薯)
現代の問題としての復古思想(竹岡勝
・・・・,,,,・・・21
也著興亜教学研究会編)
・・・・・・・・・・23
現代歴史学入門師米庸Ξ編)
24
現代史ヘの試み(唐木順三著)
13
現代出版学贈水英夫淘

・・・・8

F

フェデラリスト(ハミルトン〔ほか茗〕
斎藤敏訳)
風物帖(冨倉徳次郎著)
筆・墨・硯・紙(植村和堂著)
風土(和辻哲郎著)
幅惠全書三十二巻(黄六鴻撰小畑行
簡訓譯)
譜録追加.御害並御判物写

・・・・,,,,,・・・・,・・・・・・・ 9

・・・・・・30
,,・・・・42
・・・・・・37
18

5]
一1

風流江戸小n出(宮尾しげを著)ーーーーーー・・‑42
風流江戸小n出続(宮尾しげを著)・・・・・・・・ー・・42
・・・・・・・・・・,42
不惜身命(山本有三作)
・・・・42
冬の林に(柴生田稔著)
・・・・・・・・・・・42
風俗と文学(石村貞吉著)

1原氏物あらそレ、・ー・ーーー

・42

源氏物語批評史の研究(今井卓爾著)

42

源氏物語研究史(重松信弘著)ーーーー・・・・・・・・・42
元寛日盲己ノ＼巻・・・

元禄文学辞典(佐藤鶴吉編纂)
元禄時勢粧織川臨風勃
57

・・・・42
24

霄名索引

32

一橋大学附属図書館史(一橋大学)
宝物集(平康穎著)
法学問答(末広厳太郎著)
法学入門(穂積埀速著)

62

言論及び出版の自由(河原陵一郎著)
原始国文学考継、田浄著)
原色園芸植物図譜第1巻(石井勇義,
穂坂八郎編)
戯作者考補遺(木村黙老著)・・・
戯曲小説近世作家大観第1巻(鈴木
・・・・42
行三編著)
・・・・・・29
義烈両公行実並義公略伝・・・・・・・・・・
御評定御裁許書
後漢より宋斉に至る訳経総録(常盤大
,‑22
定著)
御命名並に御浴湯の儀(市村瑁次郎著) ・・・・・24
・‑31
五人組から隣組ヘ(石川謙著)
・・,・,,,,・・・・
1
五人組前書・

放屁合戦・・・

1

封建文化優谷川如是閑著)
封建社会艸村古治著)
封建村落(木村礎編)

御成敗式目(北条泰時凋
御成敗式目詳解(商井荊山撰)
御論珊年珊読例(松浦詮淘
御殿女中の研究(Ξ田村鳶魚著)
群書類従巻第四百(塙保己一編)

‑43
‑31
訂
38
・・24
諦
35
・・・・・・14

・・・・・37
本阿弥行状記と光悦(正木篤Ξ著)
・・・・14
本朝書籍目録考証(和田英松著)
・・・・14
本の美術(恩地孝四郎薯)
本のできるまで(全国学校図書館協議
9
会凋
・・・・14
本の話(鳥生芳夫著)
9
本の利用法(仙田正雄制
・‑14
ほんのすがた(問宮不二雄著)
・・・・・・・・・・43
朴の木(唐木順二著)
本は如何に読むべきか(金森徳次郎〔ほ
・・・・・・・・・ 9
か〕著)・・・
・・・・・31
法律講話(牧野英一著)
法律及経済の文化史的観察(フりツッ・
ベロルツハイマー著中村万吉訳) ・・・・・・31
ー・・3]
法律思想史倩合田享二著)・
ーー3]
怯律思想史概説(小野清一郎著)
・・・31
法律哲学(鵜沢総明著)
法制を中心とせる江戸時代史論(呉文
‑24
炳著)
・31
法制論纂(国学院編纂)
31
法制論纂続編(国学院編纂)
‑31
法制史の研究(三浦周行薯)
31
法制史の研究続住浦周行淘
・・・・40
細川幽斎(桑田忠親著)
・・・・・・・・・・3 1
法典論(穂積陳重著)
百科事典の整理学(弥吉光長著)・,ー・・,・・・‑18
・・・・・・・・・・・・・・ 1
百寮訓要抄(二条良基著)

・・・・・・・・・・・・ 1

御成敗式目・

・・・9

,・・・・・・,・ 1

‑24
,・・・・・・24
・・・・・・・ 1

H
・・42
芳賀矢一遺著・ー
・‑42
俳譜評駅(柳田国男著)
・・42
俳趣味の発達(麻生磯次著)
白描仏教図像集・春日本万葉集・春日
懐紙・夏目楸石自筆書画冊展観図録
13
何厶文荘)
板本国文学撰葉幅井久蔵編糊 ・・・・・・・,,・・・・42
・・・・24
旗本と町奴(栢原昌三著)
ホーレー文庫蔵書展観入札目録(東京
・・・・・・13
古典会)
・・・・・・・・・・・・38
平安朝絵画史(春山武松著)
平安朝摺経の研究 U11瀬一、馬著)ーー・・・・ーー14
平安時代文学概説(池田亀鑑著)・・・・・・・・・・ー・・42
平安時代文学と白氏文集(金子彦二郎
・・・・43
著)
平安時代日記文学の研究(今井卓爾著) ・・・・・・43
平家物語における死と運命(大野順一
43
著)
24
批判日本現代史(ねづ・まさし著)
9
比較分類法概論(加藤宗厚著)
43
飛花落葉傭木順三著)
29
日野資朝卿(佐々木八郎著)ー・
・・・・・・・・・・・1 8
平田篤胤(村岡典嗣淘
非参議四位(伊勢貞丈著大塚嘉枝"主)・ーー・1

百寮訓要抄別註残五巻存巻五 九付

録(大塚嘉樹著)
表具のしるべ(湯山勇編淘
御評定所御定書

58

・・・・ 1
‑38
・2

胃腸病の食養法と献立(長谷川なるみ
著)
家と家族制度炉田貞三淘

・・・・・33

永と庭木・・・・,,・・・・

,・・・・・36

34

.tをリh.1
池大雅(山中蘭径茗)

38

位記口宣老(松岡辰力濳りー

K

2

居間ど書斎倖3国社編)
印刷局沿革録(印刷局)

・‑35

荷田東磨翁(大凱真浦茗)
怪談牡丹灯籠十二編(Ξ遊亭円朝演
i1三)
海援隊の人びと缶覧森燕信薯)
絵画の兄かた(欠崎美盛,中村研一茗)
皆空冉屋明治百誌解説(武田正裟編述

・30

伊勢物語・

43

伊勢貞丈(石村貞吉著ヲ
詰晉齋法冉二巻・續刻二巻(成親王輯
永起冉)
胎晉齋法書二集四巻{成親王悩永
理書)
綿書(安居香山著)
位署式私老(壺井義知著大塚嘉樹考)
玲0・UNESC0規幸による技術レポー
トの書き方(河野徳吉著り
伊藤仁斎の学問と教育仂胴捌二平著)

29

5

武田照子編)

1

・・・・・・43
・・43
43
・・・・・18

・・・・・・・・・・・・43

・43
鎌倉時代のU、教文学(野村八良軸り
・・・・43
鎌倉宗町時代文学兜(藤岡作太郎著)
鎌倉室町1埒代之侃;教(足利衍述著)・,,・,・・ーー19
上方の出版と文化 q易111松次郎牝ヲーーー・・・‑14
金沢文庫考(近藤守靈新りー・・
金沢文庫の研究『那立著)ー・
漢文学講座第1巻・ー
48
漢文学講座第2"令・ー
・・・・・・・48
漢文学講座第3巻
娼
漢文学誘座第4巻
・‑48
漢文学誹座第5巻
‑48
漢文学講座第6巻
・・・,48
49
i英文学;苛座第7巻
寛文十年冉籍目録・・
‑14
官位棚当表
・9
舗易図冉帯出制度(Ⅲ1宮商店編纂)
・・・・・・43
管見江戸国文学者年衷(大洲道映著)
勧農固本録残一巻存巻上(万尾時赤

・・・・2

神代紀伝三巻(竹内厳稲著)
51
人帖殘一巻存巻四(周鍔'驗
辞沓事典の利用(全国学校図脊館協議
9
会編)
,41
辞書の話仂n膝康司薯)
・‑14
実用本の辞典(植原路郎著)
‑34
上代学制の研究鯏ι裕行著)
‑43
上代国文学の研究住t田祐吉薯)
・・・43
上代日本文学の研究(久松潜一碧り
上代日本漢文学史(柿村重松著山岸
徳平校訂)
43
・・・・・・・14
浄士教版の研究嫌堂祐範著)
・・・ 9
剰語(柿沼介碧)
・・・・・,,,,,・・・・フ
情報学の論理(北川敏男薯)
情搬科学と五次元世界(関英男巷ヲ ・・・・・・・・・・・・フ

99

・・・・・・・・・・・・・ 2

・・)・・

,,・・フ

狩野芳崖(古川北菰粘ヲ
官制備攷二巻(李日華撰魯重民補訂)
閖聖滋録(会沢安軸ヲー
官職秘'少二巻一・・・

‑19

官職刷・'少二巻一ー

・・36

官職要解(和田英松薯)
飾楽のすがた(西堀一三茗)ー・

・・・・・・36

59

・・・・・・・・ 2
・・・・・・・38
・・・・,・51

2 2 2

3
394
4 4 2 1

女流著作解題(女子学習院)・・
上世歌学の研究仲島光風著)
ジョセフ=ヒコ(近盛晴嘉老:)
従吾所好(林若吉編集)
儒教の研究第2 (津田左右吉著)
住宅の庭(西田富三郎老り・
住宅庭園(吉村巌著)

29

改定兜籍染覧第3冊(近藤瓶城編輯)ー・ー・25
改定史籍染覧第4冊(近藤瓶城編輯)ー・ー・25
・・25
改定史籍集覧第5冊(近藤瓶城編蛾)
改定史籍集覧第6冊(近藤瓶城痢許鋤・ーー・25
改定史籍集覧第7 冊(近1獅慣城編輯)ー・ー・25
改定史籍集覧第8冊(近藤瓶城編斬)ー,ー・25
,31
鎌倉幕府訴訟制度の研究(佐膝進一若)

・・18

鎌倉時代文学新論(明,村八良碧り

情報管理便覧

38

改定史籍集覧第2冊(近藤肱城縮輯)ー・・・・24
‑41

J
陣中壁書・・

・・・・・・43

改定史篇禦莞第1冊(近藤瓶城編軸)・ーー・24

・‑43
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45

物語文学攷(宮田和一郎著)

45

物語文学兜論(三谷栄一著)

45

物具装束抄(花山院忠定碧ヲ

5

本居宣長(蓮田善明著)

,・・・・・,,,,・・・1 9

本居宣長(河野省Ξ著)

・・・・・・・・・・・・・1 9

無常(唐木噸Ξ著)
無名草子新註(寓倉二郎著)
室生寺(土門挙撮影北川桃雄文)
‑29

45

・‑45
・22

無用者の系譜(唐木順三著)

・・・・,・,45

無用者の系譜(唐木順Ξ著)
名目抄嗣院実煕著)

,,・ 5

・45

N

45

9
5

29

名古屋文学史(川島丈内著)・・

45

中島広足(弥富破座雄薯)
中臣祓と民族精神(河野省三〔著D
滑川談(家田多門羔ヲ・・
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・・・・・・,,47
日本近世文学史(重友毅著)
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・・・・・26
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岡田温先生祥瓣記念図冉鋪の歴史と創
‑10
造(岡田温先生喜寿記念会編染)
近江奈良朝の漢文学(岡田正之著)・・ーー・・・・‑47
表千家流点前(吉田尭文著)・,・ーーー・・・ー・‑40
応、仁四話(唐木順王著)
・・・・47
小野則秋図冉航学論文集(古稀記念小
里丁'UⅡ干火牙」旦三i倫1之:1兵十1」イ丁'、訶')ーーーー・・ーーー10
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大阪図冉出版業組合二十年史(大阪図
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1卸仕遣例十一赤・・・・・・・・・・・・・・,,,,・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3
イ釦イ士住tキ目!!1中1そ^・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ー・,・・・・・,,・ 3

....雫...,.,..弔........................

65

書名索引

太田先生記念書範研幾編一・
火津絵について(片桐修三編著)
大津宮天皇御事蹟考(大津宮崇敬会編

10

S

・・・,,,38

,,・・・・29

纂係私ヲ
R

ライプラリアンシ"プ史(ジョン・L
ソーントン著Ξ輪昌伸訳)

40

40
40
・,・・・・16
・‑16

最後の一人の生存権(牧野英一粘ヲ
西鶴輪講好色一代女巻の1(Ξ田村
鳶魚編)

・・・・・・・32

‑47

西鶴輪講好色一代男巻の8 (三田村
,,・・,,47

鳶魚編)

3

三火考(服部中店編)

・‑30
・・・,・・47

3

鎖国時代日本人の海外知識(開国百年
記念文化事業会編)・
散文詩・箴言・世界観(西東徳之介著)

3

一庫阜目イ」ι言亨1吸・・・
Ξ経小伝三巻(太田晴軒著)

参考図霄の解題(弥吉光長著)
Ξ宝絵詞二巻(源為憲著)

・・・・・・20

・・・・・・16
・,,・・・,47

32

山村と水利(明治大学法史学研究室編)

訟

杉亭句録(吉田甲子太郎〔イ句吉田健彦
編)

・‑48

山束京伝(宮武外骨編纂)

・‑48

政談後編三巻(物茂卿著)

,・・・3
・・・4

聖道弁物二巻(家田虎著)
聖学問符二巻(太宰純軸ヲ・・

製本之輯(上田徳三郎述)
西域文化史(羽田亨茗)
西域文明史概論ほ旧亨著)

4

・・,,,・・・,,・・・ 1 6
・・・・・・・・28
・・・・,・・・28

政治学の課脛と社会科学佃本大学法

20

学会編染)

生活を楽しくする四季の草花,ー
成簣堂善本霽影七十粒慢和条先生古稀

良書の選ぴかた(出口一雄著)
良山堂茶話(阿部良山著相見繁一編

柳北成島先醒板本書月稿(黄如葵編)

,,40

嵯峨本図考(川瀬一馬著)

・・・・・・47
良寛(唐木順三著)
・・・・3
令義解十巻(清原夏野等批)
令義觧十巻(清煉夏野等撰塙保己
一校)
令義解講議(小中村清矩著)
標注令義解校本Ξ巻開題一巻(近藤
3
芳樹著)
・・・・・22
了翁禅師小伝(今沢慈海著)
・・・・・・・・・・・・・35
料理のお手本(辻喜一著)
遼律之研究(滝川政次郎,島田正郎共

柳営秘鑑十巻

・‑40

荘茶道会編輯)

他編)
・・・・23
歴史学研究法(今井登志喜著)
歴史研究の方法(シャーマン・ケント
・‑23
著宮崎信彦訳)
器
歴史の学びかた(藤間生大著)
歴史の理論及方法伍.マイヤー著植
,・・・・・23
村清之助,安藤俊雄共訳)
歴史を創造する国民と伝統に圧倒され
・・・21
た国民(村松正俊著)
・27
歴史的現実佃辺元述)
歴史とは何ぞや(E.ベルンハイム著
23
坂口昂,小野鉄二訳)
レコードの整理(全国学校図書館協議
・・・・・・・・・・・1 0
会編)
,,・・・・・・47
聯句と連歌倩t勢朝次著)
40
利休の茶案晦口捨己著)
・・・・・・・40
露地・茶庭(北尾春道著)

輯)

・‑40

茶道の精神(竹内慰著)
茶道歳時記(佐々木Ξ味茗)
嵯峨本考(和田維四郎著)

10

著)

‑40

茶道(于宗室著)
茶道辞典(桑田忠親編)
茶造辞典(*宗広著)
茶迫経国講演録(高谷宗範述松殿山
10

ライプラリーハンドブック何尓吉光長

老荘思想、(安岡正篤著り

苓道(千示声著)・・ー・・

祝賀記念刊行会編纂)

西岡集仲井枯善著)
西欧名家文豪自筆冉飾原稿目'示(反町

・・・・・・37
3

茂証諸耐

・・・・・・47
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・・30
,・・・,,,36

,‑16
4

・・16

西欧の馴轡鮪史恒.D.ジョンソン茗ヲ

10

姓氏と家系(太田亮薯)
青少年の読冉指導(治川道夫著)

29
10

書名*dl

一制至互¥)
紙魚の跡(赤堀又次郎著)
姦魚之自伝(内田魯庵著)

90

西洋印膜文化史(ジョン・クライド・

オスワルド著玉城酢訳)
西洋のなかの東洋(吉川幸次郎著)

16
・・・・48
・・・・1 6

西洋の霄物(アランデル・エズデイル

支那文献論觧説(山田謙吉著)

・・・,,,20

・16
著 R.ストークス改訂高野彰訳)
・・・,・,,・,,・30
西洋政治制度史(板智雄述)
30
西洋政治史(今井登志喜薯)
23
西洋史学大綱(林健太郎茗)
16
西洋書誌学要略(橘井清五郎著)
‑41
世界文化と日本文化(阿部次郎著)
,‑39
世界印刷文化史年表(庄司浅水編)
世界印刷通史第1巻(中山久四郎,
竜粛著)
・・39
世界印刷通史第2巻(中山久四郎著) ・・・・・・39
世界人名辞典西洋篇,
・・・・29
世界の密誌展示会(国立国会図書館編
集)
世界最古の刑法(田能村鞭士碧り

支那画学霄解題(原田謹次郎"功
支那学文献の解題と共研究法(武田煕
著)
支邪学術文芸史仕電尺規知也茗)ー・,・ー

・・・・・・38

支那学入門冉略解(長沢規知也編)
支那法制大辞典(東川徳治茗)
支郡人の古典とその生活(吉川幸次鄭
著)

戦後女性訓儒断貞重遠装)
戦国時代の武家法制(隈崎渡著)
]930年代 U.サイモンズ著志水速雄
碧り

薯)

28

ー・27
4

新教育の法規と解説旧本教職員組合

・・・・21

編染)・

,,,,・32

新教育の研究手引(明治図齊編染弁肺引
思想、問題研究会編纂)

新篇路傍の石(山本有三著)
真福寺善本目録(黒板勝美編輯)

・・・・・・・40
・・40

・・・・・1 6
16

・・・・・・34
・,・・・・34

・・・・48

川柳雑俳の研究(麻生磯次茗)
先哲の学問(内藤虎次郎著)
先祖の話御1田国男著)
社会科学火辞典(社会思想社編)
社会科の新構想(成城教育研究所編)
写経より見たる奈良朝仏教の研究(石
田茂作碧り
司馬遷(品"奇文夫港り
司馬遷住モ田泰淳若)
視聴覚教育と学校図腎館(全国学校図
書館協議会編)
司法沿革誌(司法省編纂)

・・・・48

新撰豆蠣百珍(林春隆著)
新修日本小説年表剛任"煕声著)
新修茶道金架巻7
新修有職故尖(江馬務著)ー
新野問答一巻後編二巻{新井勘解由
問野宮定基答)

・・・,・・,20
・・・・・・・34
・‑30
・・・・・・34

・21
棉
16
・22
・・35
・・・・48
・・・・・40
28

44

川柳辞典剛山、^1"1皖出版部編輸)

新野問答(新井君美問野宮定基答)
28

私立大学図冉鯰改善要頂(私立火学図
獣館協会(箱〕)

・・・28

私立火学図冉館協会会報【私立大学図

・・・・・・10

霄館協会)
私立火学図冉館恊会加肌校図冉館関係

22

規約集(私立大学図霄館協会)

・・・・・・32
・・・]6

私立大学図冉館協会史(私立火学図霄
館恊会史編纂委員会編"0
私立大学図冉鮠協会史(私立大学図冉
館恊会史編纂委員会編"リ
私立大学図霄館運営要頂佃本私立火
学棚会編纂)

,・・・・29
・・・・・・・・48

紙魚繁昌記(内田魯庵著斎藤昌三,
柳田泉編纂)
無魚繁昌記続(内田魯庵若斎膝昌

16

新日本主巽と歴史哲学(庇子木員信著

親鸞(屯非峅一郎著)

鴫田見山(森銑三〔著〕)
紙魚文学(山口剛著)

・・・20
20

・,,48

椎園・・・・・・・・・・・

・・・・,,20

支那兜学史(内藤虎次郎茗)
支那典籍兜談(大内白月巷ヲ
新着外国学術刊行物一覧(学術文献総
合目鉄委呉会編)
新刻沓噛一覧(松田正助編)

・・・,・・・・・,,・・28

千利休(唐木順三薯)
千利休(桑田忠親茗)
川柳風俗志上巻(西原柳爾編纂)

・‑32

支那経学史論(本田成之著)

62

枯翠閑話四巻仲村経年編)

49
,,20

支都人の古典とその生活(吉川幸次郎

世界史的立場と日本儁坂正顕(ほか
座談会〕藤田親昌編)

・20

,・16
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屯物の世界(野牛父音著)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17
・・・・17
霄物往来(八木佐吉著)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・1 7
書物二見(井上和雄茗)
早宇1勿豆七hモ1誓(泳fi驫凸一碧:)・ーー・ー・ーーー,・・・・,17
・・・]フ
書物と江戸文化(森銑三薯)
二1聖斗勿と,、."J (弔果金t‑?号)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17
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霄物と活字(今井直一碧ヲ
・・・・・・・・・・・・1 ]
害物との出会い(紀田噸一郎薯)
」Ⅱ考1,字(",,田成友著)・・・・・・・・・・・・・,ー・・・,,・,・・,,17
・・・・・・17
霄誌学ω、兄山寿海著)
・・・・・・・・・
17
書誌学辞典(稙村長三郎著)

史料研究の実例と共方法(雄山開編輸
部1卿

........晶........尋,......゛゛......

・・・・・・・・・・・・28

資料国文学史(松尾聡編)・・・・・・・・・・・・・ーーーー48
史米Hこよる日本史研究(芳賀幸四郎老ヲー・・・・28
資料図書仮目録 1(東京都総務局文
・ー]6
書課四谷分室〔編〕)
死生観の誕生(大野N頁一薯)・・ーーーーー・・・・・・・・・]8
史籍の選択法(渡辺世祐薯)・・・ー・・ーー,・ー・・25
・28
史籍集覧続第1冊(近簾瓶城編輯)
史籍集覧続第2冊(近藤瓶城編輯)・・・ー・28
史籍集覧続第3側1(近藤瓶城編輯)・,,・・28
・・・・・・・・1]
司書教諭災務(滑川道夫編)
..............雫.甲甲.,....

〒今1占'1女のぢ己」萎(1¥ι田フじ;欠名二)ーーー・,,・・・・ー・・・17

思想史の方法と対象けL山真男〔ほか著〕

書誌索引論考(天野敬太郎薯)

武田1圭丁・痴集)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・,・・・・,,,・・・・18
・‑35
舌(秋Ⅱ1徳蔵若)
舌鼓ところどころ(吉田健一料)・・ーーーー,・・,35
48
詩と死(唐木順Ξ著)
詩と哲学の問(唐木j1慎王著)・・・ーーーーー・・・・・・・41
白然科学を学ぶために(伏見康治編)ーー・,・・34
・・・・・・・・38
書道概論陌橋啓十郎著)
庄園制度之大要(吉田東伍茗)ー・・・・・・・・ーーー28
小学校の図雪館教育(東京学芸大学・
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諸家人物誌二巻(南1」」道人編)・・・・・・ーーーー4

正倉院呼U田軍一著)

正倉1鞄文化(束方学術協会編)・ーーーー・ー・,,37
・・37
正倉院の研究上ω、川晴陽編集)
小庭園(斎藤1券雄著)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・,,・,36
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聖徳太子(佑井勝一郎軸り
小図書館管理法(ミニー・クラーク・
バドロング著今沢慈海,杣絢一共司0 ・・・11
拾芥抄三巻(洞院公賢編洞院実煕
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..........冒........尋...,

・・・・・・・11

職官志残一巻存巻一(蒲生秀実著)・・・・‑4

瓢撰)

職岬 1少一巷・・・・・・・,・・・,,,・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4
職原抄注

4

........................甲甲......

標註職原抄校本二巻別記二巻(近藤
芳樹粘り

4

・・・・・・・・・・・・・・・・5 1

4
春屋五雑記五巻伝嘱原三肺鯆励
・・・・・・・・・・・ 29
朱舜水(朱舜水記念会編響ヨ
綜合日本イ』、教山(橋J11正茗)ー・・・・・・・・・・ー・ーー,・22
・・・・・22
宋版一切経考(橋本凝胤〔著〕)
R11席結婚スピーチ(青木一雄著)ーー・・・・・・・・・・41
徂徠先生学則(荻生1Ⅱ徠勃ヲ・・・・・・・ー・ー・・ー・・4
徂徠先生答問書Ξ巻(根本遜志編)
反町弘文荘主宰古害逸品艇示大即売会

1謡原金少標1主二巻・・・・・・・・・・・・・・,,・,・,・・・・・・・・・・・・・・・・・4
職原紗二巻(速水房常校)

.......................,弔.........゛.....

趣味の古書通ミ舌(河原万吉茗)ーー・・・・ー・・・・ー・・17
飽嬰1朱の侵亘オく(舌告山女台普:)・ー・・ー・ー,・,,・・・・・・‑36
・・・・・・・48
春城閑話(市島春城著)
春耿經慱集解殘四巻存巻第五僖上第
六僖中第十五襄二第二十七定上(杜

書架と受付台(金国学校図書館協議会
編)
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・・・4
職原図解ω、塚直持著)
書目集上(正宗敦夫編纂校訂)・ーーー・・・・・16
,北目集中(正宗敦夫編纂校訂)ー・・・ー・ー・・16
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反町弘文荘蒐集西欧稀親辨旧録(反町
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・,,1 7
茂雄編)
反町弘文鞭蒐染西欧名家文豪自筆書簡
..・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1 7
原稿目鍬例、文荘)
僧侶官位志(火塚嘉樹編)・・・・・・・・・ーーー・・・ー・5
すぐ役に立つ図冉の整理法(ι部泉三

書目集下(正宗敦夫編纂校訂)・,・ーーーー・・・16
小.......................,,...,,,・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・] 6

書物,吾辞典(古典社編)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17
主11.'4勿イ且1撃・,1)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・,・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・]フ
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 7
霄物の道(野岳・文章著)
書物の歴史(エリ、,ク・ド・グロリエ
・・・・・・・・・・・・・・・・・・]フ
著大塚幸男哥0

郎著)

・・・・・・・・・・・・・・・] 1

推古天県十七憲法繋解(中島忠利著)
すまひの伝統(岸田B出刀薯)
68

32
・・・・・・・・35

書新*引

陶器の読み方(奥田誠一著)
徳川幕1イ'"1寺代霄籍考(牧野善兵衛編述)
徳川幕府の米価調節(本庄栄治郎著)
徳川家光(芳賀八弥粘ヲ
徳川家康(山路愛山著)
徳川時代稀捌本索引(金子居水編)
徳川時代ノ文学二見エタル私法{中田

・36
・・29

55 98

すまいを楽しくする四季の庭國・・・・・・
角倉了以とその子(林屋辰三郎薯)
駿台秘書五巻(室新助著)
駿岳随筆職原抄之部Ξ巻,
鈴木為蝶軒(森銑Ξ〔著〕)
硯及筆紙墨研究(後藤朝太郎襲)ー・・
T

・32
・・・37
・・28
・・・・20
・‑32
・・・・,・35
36

・‑35

5

28

十九(〔佐久問高常著〕)
唐詩及唐詩人(小杉放雌港り・・・
図辨分類法資料提要ω"州11耿著)
図霄分類法饗説 U」岨竃宗厚著)
図霄分類と図霄記号(仙田正雄著)
図脊学概論(田中敬著)
懲111;所〔"1 (jli)艾ソ(芋:フランス:立:'デ:{Ⅱf子t
=り

・・・・・・20

図冉館勉強会編染)

図霄館学概論(武田虎之助著)
図冉館学原論(草野正名著)
図脊紬学序説仂"藤一英茗)
図轡館学の展閉(大佐三四五粘ヲ
図書館学及冉誌学開係文献合同目録

・‑32

・・・・・,,・・・,・ 5

69

・ 11
Ⅱ

・‑11
・・・18

・・・・・・・・・・・・・・・・1 1

東照宮御泌度冉・
図辨以外の資料の収染と整郡(全国学
校図冉館協議会細)
図脊委負(金国学校図轡鮪協議会編)
図脊館(アンドレ・マソン,ポール・
サルヴァン共著小林宏司0
図霄館(岡田温著)
図沓館勉強会資利・NO.2 (明治火学
図冉館勉強会編染)
図齊館勉強会資料NO.3 (明治大学
図辨館勉強会編染)
図霄館勉強会資料NO.4 (明治大学
図書館勉強会編集)
図書館勉強会資判・NO.5 印剛台大学

]7

5
・49

5

唐官抄Ξ巻(伊藤長胤編)
唐官紗三巻(伊藤長胤編)
唐官紗三巻(伊藤長胤編)
桃華藁菜(一条兼良著)
桃華葉葉末巻(一条兼良著)

17

東遷基業残二十九巻存巻第一 第二

Ⅱ

・,・・・・,28
天平の文化(朝日新聞社編輯)
天理図譜齢の善本稀書(反町茂雄著)・・・・・・・]フ
・17
典籍説稿(山田孝雄茗)
・‑17
典籍叢談(新村出著)
・・・・・・・・・・・・1 7
典籍雜攷(山田孝雄薯)
当代要秘'示十巻・・・・・ー
5
東圃遺稿巻](藤岡作太郎著芳賀
48
矢一,藤井乙男編)
48
東圃遺稿巻2 (藤岡作太郎勲り,・・
,17
東方の書(弥吉光長著)
一5
当時勤仕諸官人職掌仲原職資老り
東条琴台(西尾豊作薯)
・29

藤樹先生

・‑29
・・・・29

董鶚ヲ

36
竹の本(竹内叔雄著)
・・・・・・・・38
田能村竹田全藥・
誕辰八十回虚心記念帖(木村尚一〔著〕)・・・・・・48
36
庭園手入法(斎藤勝雄茗)
庭訓往来についての研究(石川謙粘りーーーー・34
・・・・・・・・・・・・48
手児奈(西川日恵茗)
・・・・・・・30
天皇(石非良助著)
28
天保改革鬼譚(石井研堂著)

点本婁目(遠藤嘉基,広浜文雄編)

・17
・・・・・33

徳川時代の芸術と社会(阿部次郎著)
徳川時代通史(井原儀著)
徳川思想ノ」、史(源了円軸り・
徳川将軍御直裁判実記(佐久冏長敬著)
東京味覚地図(奥野信太H断卿
東京の雄(西田富Ξ郎茗)
束京のたべものうまい、の(中屋金一
郎編著)
とりかへぱや四巻
訓1物の話(三田村鳶魚薯)

・・35
たべもの(多田鉄之助著)ー
・・・・・・38
大雅堂(小杉未醒著)
二ι二ΞF一仙一老魯(女・フてi並.A、著二)・・・・・・・ーーーーー 5
・・・・・・29
泰山木(菅藤高徳〔著〕)
大正新修大蔵纏総目録(高楠順次郎編
・・・・・・・・・・・23
纂)
対訳書籍用語舌辛典(天野敬太郎編集)・・・・ー,]フ
・36
竹(竹内叔雄著)
武田虎之助先生古稀記念論文染住t田
虎之助先生古稀記念論文架編集委員

会編集)

・39

・・・・・・・]1
,・・・・・,・]1

・・・・・・11
Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

・・・・・・・・11
‑11

・・・・12
,・・12

,,・・・・] 2

霄名索引

辻留煮たきもの(辻嘉一軸り

(青年図書館員連盟図書館学関係文
献合同目録編纂委員会編纂)
図書館学綜説(毛利宮彦著)

U

22

編)
図書館法(西崎忠著)
図書館法の解説(全国学校図書館協議

上野図書縮開館八十年記念出版文化朕
示会目録(国立国会図霄鮪編集)

雨月物語・(上田秋成〔装〕岡康雄編輯・
校訂)

・・・・・・・・・・・・1 2

図書館科の研究(天理学園学校図書館
研究会編)
図書館経営概論(草野正名著)
図書館経営実務入門(木寺清一著)ー
図書館記細本大学)
図書館教育(図害館教育研究会普ヲ
図書館物語(竹林熊彦著)
図書館の発見(石井敦,前川恒雄著)・・
図書館の話(森耕一薯り
図霄館の評価(WS.エナワイン編渡
辺正亥哥0
図告喧官の管理(F.M.ガードナー薯渡
辺正亥訳)

図書館の経営管理.(章野正名著)

35
・・・39

・‑12

図書館ハンドブック旧本図書館協会

会編)

通俗琵琶史談(荒牧守茗)

・・・・12

・18

・48

ウィン学派の法律学と共の諸問題(黒

・ー]2

田覚著)

・]2

32

38

浮世絵

12

,‑12

浮世絵(中井宗太郎茗)
浮世絵概説(田中喜作碧り

,・38

・ー]2

i孚世絵の研窕 W鼎験静也薯)

・‑38

・・・・・12

‑38

i孚世絵師伝(井上利雄編渡辺庄三郎

12

38

校)

12

浮世絵と版画(大野静方茗)
浮世絵読本(吉田映二著)
うまいもん巡礼(大久保恒次茗)
うまいもん巡礼続(大久保恒次老ヲ
雲蔀雑誌残三巻存巻二 四御,沢里
恭著)
雲泉荘山誌巻の1(杉浦三郎兵衛編
転)
雲泉荘山誌巻之2 (杉浦三郭兵衛編

,12

12
,・・12

‑35
,,・・・35

・・・5

18

・‑18

輯)

雲泉荘山誌別冊第4 (杉浦Ξ郎兵衛
編輯)

裏千家流点前(井口王郎著)
裏于家淡々斎遺芳集第1巻
羽陵余蝉佃中慶太郎若)
脚紫宇治の曙残五編十巻存初編上下
二編上下三編上下四編上下六編上下
御F下亭様員作歌川豊国,歌川国
貞画)
歌合の研究(峯岸義耿著)

8008

ー・・12
図書館史(和田万吉著)
,‑12
図害館資料概説(木寺清一著)
図書館と出版文化(弥吉光長先生喜寿
12
記念会〔編〕)
・ー・12
図書館と共に半世紀(村上清造著)
・‑12
図霄館通論(渡辺正亥著)
・,]2
図書館運動五十年(浪江虔著)
,,・・,・・13
図書目録の作り方ω、野則秋著)
図書の解悲(全国学校図書館協議会編) ・・・・・・13
図書の歴史と中国(劉国鈞薯松見弘
・]8
道訳)
・13
図書の選択(竹林熊彦著)
13
図書の選択(弥吉光長著)
13
図書整理法(木寺清一著)
ー・・13
図書・図書館事典(植村長Ξ郎薯ヲー・・
・‑13
図書運用法(南諭造著)・・・・・
東洋ヘの視角と西洋ヘの視角(飯塚浩
・,・・・・23
二著)
39
東洋印刷史序説(禿氏祐祥薯)
・・・・・・21
東洋人の、思・准方法(中村元碧り
,‑32
東洋の法の歴史嶋田正郎著)
東西美術論 1(マルロオ薯小松清
訳)
東西年表(井上頼圍,大槻如電合撰)
通議三巻(〔頼山陽著〕)

38
,,,・,,,,39

・・・ 5
・・・・,,48

VV

省編)・

・・13

40

我が読冉論住t者小路尖簸茗)
わが国の私立学校昭利松年版(文部

32

若き日の利休 q川堀一三茗)・・・
和漢冉の印刷とその駆史(長祝規矩也
')・・・・・・・

和漢古霄分類法(長沢規知也羔ヲ・・・
70

・・・・・・・・・1 8
,,・・,]3

杏名*引

和漢古書目録法(長沢規矩也著)

・・・・・・]3

わかたけ帖(飯島春敬編集解説)

,,,・・・39

我.思古人(中川一政著)
早稲田大学図書館紀要(早稲田大学図
書館)
和紙関係文献目録(反町茂雄編)
私の読書遍歴佃本読書新聞編)
私の読害遍歴続細本読冉新聞編)
私の読書と人生(清水幾太郎著)
私の辞腎論(福本和夫茗)

私の図書館生活(加藤宗厚著)
私たちはこうして学校図霄館を作りま
した(鳥生芳夫著)

渡辺皐山(森銑三著)

(ミニエーチャー)目録(反町茂嵐鮎精)

・]8

予算のたてかた(金国学校図冉鉱協議

・39

会痢動

13

吉田松陰の精杣(陶山務著)
幽玄論(能勢朝次著)
有職故実(訂:馬務著)・・・
有職故実概説(伊藤祐忠著)
有職故実辞典(関根正砲補加藤貞次
郎築)
有職故笑辞典(関根正直,加藤貞次郎

‑13
・・35
‑13

・]3
・・13
・・・・・18
29

共編)

‑13

‑30
・・48
‑28
・・28

・,・・・・28

・・・・・・・28

Z

・・・・・・30

雑誌企業の歴史と現状 Uk島寛一著)
雑誌論入円 ON島寛一著)
雑介(壷井義知著)

Y

矢部正子(森銑三〔著〕)
破レ家ノツ、クリ話三巻(鬼国山人
著)
訳経史研究(宇井伯寿著)
野荒問答(荒井勘解由問野宮定基割
大手Π大学'少四巻・・・
大和絵史(下店瀞市著)
夜船閑話伯隠.愨鶴薯)

,18
18
・・ 6

前哲六無斎遺草(杯子平軸ヨ伊勢斎助

48

編纂)
造園と茶室建築(前田巳之助著)
続群書一覧印畔寸兼文編輯入田整三

・・,5

・‑23
・・・・5

校訂)

‑48
,40

18

続史籍集覧番外雑霄解題(戸田氏徳編
・・・・・・・39

輯)

・・23

続史籍染覧番外雑轡解題付録雑鄭撰名
小伝(戸田氏徳編輯)ー
続諦家人物誌三巻【肖柳文蔵著)
紬筆文学(阪口玄章著)
随意録八巻(家田虎著)
図説法隆寺(朝日新剛社編染)

1昜互Ξ41、;ヨ1,ーーーー
・・・・・・・・・ 6
揚名介事・
嫁入談合柱後編二巻伺τ鳳山人著) ・・・・,,, 6
欧羅巴中世の法律思、潮(パウル・ヴィ
32
ノグラドフ著戸倉広司0

ヨーロッパ・ペルシャ・インド絲1密画

71

‑28

‑28
・・・・ 6
・・・48
6
37

著者名索引

著者名索引

朝倉亀Ξ(新修日本小説年表)
足利衍述(鎌倉室町時代之儒教)

A

ーー48
19

足利学校遺蹟図書館(足利学校沿革誌)
阿部次郎佃本の文化的責任)
阿部次郎(世界文化と日本文化)
阿部次郎(徳川時代の芸術と社会)
安部正人(武士道)
阿部良山(良山堂茶話)
相見繁一(良山堂茶話)
相磯貞三艇世小説史)
会沢正志斎倆聖漫録)
会津八ー(会津八一の書)
赤堀又次郎俳氏魚の跡)・・・
赤神良譲(読書と人生)・
赤沼智善(仏教経典史論)
秋里鰭島崎6名所図会残五巻存巻之
ー 巻之四巻之六)
秋山徳蔵(舌)
天野敬太郎(芥川竜之介作品外国語訳
雫干言志)
天野敬太郎(河上酪の人問像)
天野敬太郎佃本マックス・ヴェー
ノゞー'司1:言宅)
天野敬太郎(書誌索引論考)
天野敬太郎けt訳書籍用語辞典)
安藤尭雄(教育法規)
安藤俊雄(歴史の理論及方法)

青木一雄(即席結婚スゼーチ)

・37
幻

37
37
・・,44
・・・・2
・‑37
・・・・・48

・37
‑33
・・・フ
・・・・・・,・・・42
・・・44
,・・・・44

46
・・・・・・46
・・,・・,・・・47

・・・・・・・・・・・48

・・・・・・30
21

B

バドロング,
・クラーク(小図
書館管理法)
万羽正朋佃本儒教i制
鑁阿寺促利庄鞭阿寺)
ベルンハイム, E.(歴史とは何ぞや)
ベロルツハイマー,フりツツ(法律及
経済の文化史的観察)

・・・・3

^

・‑35

・41

・29

諦

・ー]1
・・20
・・21
・・・・23

・・,,・31

・・・・11
・ー]フ

C

・・34
・・・・23

キエラ, E.(粘土に書かれた歴史)

,・・4]

・・,,,・・・29
近盛晴嘉(ジョセフ.ヒコ)
・・・・・・・・・・5 1
陳登原(中國典籍史)
コ"クス, N.S.M (電子言1算機と図書
館)
8

青木昆陽咽官略記)
青木利行(電子計算機と図書館)
青野季吉(読書Z制
青柳文蔵(続諸家人物誌Ξ巻)
新井白石(新野問答一巻後編二巻)
新井白石噺野問答)
新井白石(野荒問割
荒木良雄仲世文学の形象と精神)
荒牧守(通俗琵琶史談)
朝日新聞社旧本美術図録)

・・・・・・37

朝日新聞社(能のたのしみ)・

・・・・・・39

朝目新開社(天平の文化)
朝日新聞社(図説法隆寺)
朝倉亀三佃本小説年表)

芦沢新二(好古拾遺)ー
芦沢新二(人問を考える)
麻生磯次(大学生の読書)
麻生磯次(俳趣味の発達)
麻生磯次(近世小説)
麻生磯次(国文学研究書目解題)
麻生磯次旧本文学研究入珂)
麻生磯次佃本文学史)
麻生磯次(日本の古典)・・・
麻生磯次(川柳雑俳の研究)

‑34
ーー41

綿

8
・・・・・ 8

・・・・・・・28

,,・・・・ 6
一4

D

4

大学基準協会(大学基準協会十年史)
大蔵会(大蔵経)
太宰春台(聖学間答二巻)
ド・グロリエ,エリック(書物の歴史)
出口一雄(良書の選び力寸0
士門挙(室生寺)・,・
ドーア,ロナルド・ P.(江戸時代の教

5

‑41
・‑39

・28
37

・・・,34
・・・22
・・・・・・・ 4

17
‑10
・・・・,,,22

^^

,,・・・・・・47

・・・・・,・,34
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著者名索引

ダグラス,メアリー・ピーコ,ク(学
校図書館ハンドブック)

・7
深井人詩(天野敬太郎教授著作目録)
42
福井久蔵(板本国文学撰葉)・・
44
福井久蔵個文学と仏教)
・・・・・・・・,,・・・・37
福井利吉郎(絵巻物概説)
・・・・・・・・・・・・・・26
福井利吉郎佃本文化史上)
,・・・・・・26
福井利吉郎佃本文化史下)
福本和夫佃本近世の文化革命)・ ,・・・・・・,,・26
・18
福本和夫(私の辞書論)
31
船田享二(法律思想史)
・22
船越丹堂(活人剣D
・・・38
古川北華(狩野芳崖)
,,・・・・] 9
古川哲史(近世日本思想、の研究)
・‑20
古川哲史旧本思想史)
,‑26
古屋芳雄細本民族涌成誌)
・・34
伏見康治(自然科学を学ぶために)

一8

E

海老沢有道(南蛮学統の研究)
海老沢右道佃本史学入門)
江戸会(江戸旧事考)
江戸研究会(大江戸)
頴原退蔵(芭蕉講座第1巻)

・・・・・・・・・・・34
27
・・・24
・・・・・・・・・・27
・・・・・,,・41

頴原退蔵(江戸文芸研究)
永理儒台晉齋法書二巻・續刻二巻)ー

・・・・・・・・42
・・・・・5]

,,・・,,51
永理(胎晉齋法書二集四樹
・・・・・28
江馬務(新修有職故実)
・‑28
江馬務(有職故実)
‑25
遠藤元男個史文献解説)
17
遠藤嘉基(点本書圏
39
演劇博物館(芸能辞剣
エズデイル,アランデル (西洋の書物)・・・・・、16

フニステル・ド・クーランジュ, N

估代都市上)
G

外務省情報部田本代表図書文献)
蒲生君平(今書二巻)
蒲生君平(職官志残一巻存巻一)
ガードナー, F.M.(図書館の管理)
後藤朝太郎(硯及筆紙墨研究)

F

ファビエ,ジャン(文書館)

33

・・・・・,,・・・・・フ

フィヒテ, J.G.(学1走の使命)・・・・・・・・・・・・・・・・18
文車の会皈町弘文荘主宰古書逸品展
・・・・・・1 7
示大即売会出品賊剥
・・・・・・・・・・・・・・・・・・23
藤直幹(中世文化研究)
・,・・・・・,41
藤枝晃(文字の文化史)
44
除井乙男(近世小説研究)
・48
藤井乙男(東圍遺稿巻D
38
藤懸静也(浮世絵の研究)
・・・・・・・・・・・・35
富士川游佃本医学史)
22
藤本隣道(活人剣)
,・・・45
藤村作田本文学大辞典)
藤岡作太郎(鎌倉室町時代文学史)ーー・・・・・・・・43
藤岡作太郎咽文学史講話)
・‑44
藤岡作太郎(国文学全史平安朝篇)
48
藤岡作太郎(東圃遺稿巻1)
藤岡作太郎(東圃遺稿巻2)ー・・ーー・・・・48
・・・・・・・・・35
藤島亥治郎旧本美と建築)
ー・・27
藤田親昌(世界史的立場と日凋
・・・・45
藤田徳太郎(古典の歴史)
・・・・47
藤田徳太郎佃本歌謡の展制
・・・・・
4
藤原為絢(春屋五雑記五巻)
藤原為兼女(后宮名目三巻)ー・・・・・・・・・・・・・・・・・3
,・・・・ 2
藤原貞幹個朝書目Ξ巻)
‑22
藤原猶雪(仏教渡来史)

・・・・・・・・・・・1 5
・・・,,・・・・ 2
・・・・・・・・・ 4
・・・・・]2
・・・・・・38

H
29
芳賀八弥侮川家光)
37
芳賀幸四郎(近世文化の形成と伝統)
・・・・・・・・・・・・・・37
芳賀幸四郎(京の禅寺)
芳賀幸四郎(史料による臼本史研究)・・・ー・28
‑42
芳賀矢一(芳賀矢一遺著)
‑48
芳賀矢一(東圃造稿巻D
・・・・・・,・・・・・,32
萩野由之佃本制度通王巻)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・32
萩野由之細本制度通)
,,・・23
白隠.慧鶴(夜船閑話)
・・・・31
ハミルトン, A.(フェデラリスト)
・・34
花井重次(学校行政法)
・・, 1
塙保己一(群書類従巻第四百)
・・ 3
塙保己一(令義解十巻)
31
花1̲U信勝(憲法十七条の精神)
28
羽田亨価域文化史)
28
羽田亨価域文明史概論)
・26
羽仁五郎(明治維新史研究)ー
羽仁五郎田本における近代思想の前
・,・・,,・・・・20
提)
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著者名索引
‑33
原勝郎幅本経済史の研究)
・・・・・,・・38
原田謹次郎(支邪画学書解題)
・・・・・・・・38
春山武松(平安朝絵画史)
諦
春山武松佃本中世絵画史)
長谷川なるみ(胃腸病の食養怯と献立) ・・・・34
24
長谷川如是閑(封建文化)
36
長谷川三郎(新しい形の美)
‑22
橋川正佃本仏教史)
・・22
橋川正(綜合日本仏教史)
・・22
橋本凝胤(宋版一切経考)
・‑27
橋本弘毅旧本歴史入門)
・・19
延田善明(本居宣長)
・・・・・,,,30
秦政治郎細本政体史)

波多野賢一(研究調査参考文献総覧)

久松潜一田本文学史中古)

・・・・・・・・46

久松潜一細本文学史中世)

・・・46

久松潜一佃本文学史上代)
久松潜一佃本文学史近代)
久松潜一佃本文学史近世)
久松潜一(能楽論と文学精神)
一橋大学(一橋大学附属図書館史)
北条泰時(御成敗式助
本田成之(支那経学史論)

・・・・46
,・・・・・46
46
・・47
,・・・・ 9
・・・・・・ 1
20

本庄栄治郎旧本経済史第一文献)
本庄栄治郎細本経済史第二文献)

・・・・・・・14

4

・・・・・・・・・・・・ 3
服部中庸信大考)
・・・・ 1
服部南郭(火東世語五巻)
速水房常幟原紗二巻)
林鷲峯佃本書籍考)
林驚崇佃本書籍考)
35
林寿隆(新撰豆腐百珍)
‑23
林健太郎(西洋史学大綱)
・・・・3
林羅山(蒙求官職考三巻)
,,・・・48
林子平(前哲六無斎遺草)
・・・・・・・・・・・ 2
林東浜(明官古名考)
,,・・・・・・・・, 14
林若吉(従吾所朔
‑27
林屋辰三郎旧本史研究の課題)
・・・・・・・・・・
29
林屋辰Ξ郎(角倉了以とその子)・・
硲慈弘細本仏教の開展とその基調
・・,・・,・・22
上)
硲慈弘佃本仏教の開展とその基調
・・・・・・・・・・・・22
下)
,32
東川徳、治(支那法制大辞典)
‑25
肥後和男(近世文化の胎動)
26
肥後和男佃本文化の展開)
・・,・・26
肥後和男佃本文化史概説)
・・・・・42
平春真一郎(江戸文学概説)
・・・19
平岡武夫(経書の成立)
・・・・・・・47
平田俊春佃本古典の成立の研究)
・17
広浜文雄(点本書目)
・・,・・,・・15
広瀬敏佃本叢書索引)
・・・・・・・・・・・43
久松潜一(上代日本文学の研究)
・・・・・・,,,・・・・43
久松潜一(近代日本文学辞典)
19
久松潜一(国学)
45
久松潜一佃本文学)
‑46
久松潜一旧本文学評論史形態論篇)
久松潜一田本文学評論史古代中世
篇)
・・・,・・46

33
・・・・・・33

3

本庄栄治郎佃本経済史第三文献)

・・・・・・・・33

本庄栄治郎佃本経済史第四文献)

・・・・・・・・・・33

本庄栄治郎細本経済思想史)
本庄栄治郎岫川幕府の米価調節)
本冏久雄細本文学全史巻12)
堀捨二郎(江戸時代戯曲小説通志)

33
33
・・・・・・・・46
・,・・・42

3

堀部正二(中世日本文学の書誌学的研
^

・・・41

・・・・,,,23
堀米庸Ξ(現代歴史学入円)
・・・・・40
堀口捨己(利休の茶室)
堀口捨己(新修茶道全染巻7)・・ーーー・ー・・40

穂坂八郎(原色園芸植物図譜第1巻)・‑36
細川亀市細本法制史大綱)
封水小史(会本雑考)
穂積陳重け錨蛎制
穂桜靈遠(法学入門)
穂積重遠(戦後女性訓)
穂積八束(国民教育愛国心)

・・・・・31
ーー31
ーー21
‑21

・,,・5

・・・・・・・・・・・・・・・・ 5

5

一条兼良朔曹抄)
一条莱良(桃華藁菜)・
一条兼良(桃華渠菜末巻)
市古貞次(未刊中世小説解題)

・・・・32
・・・・,・・・13

,・・・45

市村磯次郎(御命名並に御浴湯の儀)・
市島謙吉(春城閑詞
家永三郎(中世仏教思想史研究)

・・・・・・・・22

家永三郎佃本人の思想の歩み)

・・・・・・・・・・20

家永Ξ郎細本近代思想史研究)

20

家永三郎佃本の近代史学)

27

・・48

家永三郎佃本思、想史に於ける宗教的
自然観の展開)

家永三郎佃本思想史の諸問題)
五十嵐淳(学校行政法)
伊木寿一旧本書道の変遷)

闇.闇..............................,,..,.....
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・・・・・・・24

20
・‑20
・‑34
・・・・,,,38

著者名索引

井口三郎(裏千家流点前)

40

井原儀(徳川時代通史)・

・・・・・・・・・・・・・・・・・28

・・・・・・・・・・・・・1 2
石井敦(図書館の発見)
‑28
石井研堂(天保改革鬼罰
32
石井良助細本法制史要)
・・・30
石井良助(天皇)
石井勇義陬色園芸植物図譜第1巻) ・・,,・・36
・45
石川巌(軟派珍書往来)
釧
石川謙(学校の発達)
31
石川謙(五人組から隣組ヘ)ー
・・・・・・・・・・・・34
石川謙(庭訓往来についての研究)
,,,・・・・,・・42
石村貞吉(風俗と文学)
29
石村貞吉(伊勢貞丈)
,・・35
石崎忠、司(帯の趣味)
・‑22
板橋倫行細本霊異記)
28
板倉勝正(粘土に書かれた歴史)
26
板沢武雄細蘭文化交渉史の研究)
1
伊藤仁斎億子問三巻)
・・・,・,・・・・・・・45
伊藤康安佃本文学概観)
・・・・・・・4 1
伊藤慎吾(近世国語学史)
・・・・・・28
伊藤祐忠(有職故実概説)
,,・・・・21
伊東多Ξ郎(国体観念の史的研究)
・・・・26
伊東多三郎田本近世史 2)
・5
伊藤東涯(唐官抄三巻)・・・
5
伊藤東涯傭官紗三巻)
・・・・・・・・・・・32
伊藤東涯(唐官紗三巻)
25
岩垣松苗個史略五巻)
・・・・43
岩城之徳(近代文学論文必携)
怜
岩波書店皓波哲学辞典)
・25
岩生成一(教師のための体系日本史)
9
岩猿敏生佃本文庫めぐり)

飯田フミ(或る老女教師の歩んだ道)ー,・ーー28
飯田柿隠(恕才勒
飯島春敬(わ力寸"ナ帖)
飯塚浩二(東洋ヘの視角と西洋ヘの視
角)

・22
‑39

、・23

伊地知鉄男細本古文書学提要上巻)

26

池辺義象佃本法制史書目解題)
池田広司(古狂言台本の発達に関して

32

,・・・,,・・44

の書誌的研究)

池田亀鑑(平安時代文学概説)
池田亀鑑(古典の読み方)・・
池田亀鑑(物語文制
池田四郎次郎(故事熟語大辞典)

・・・・・・・42
・・・・・・,,・・・,45
・・・45
41

池永豹(諸家人物誌二巻)

・・・4
39

今井直一(書物と活字)

今井卓爾(源氏物語批評史の研究)

・・・・,・・・42
・‑43

今井卓爾(平安時代日記文学の研究)
今井登志喜(歴史学研究法)
今井登志喜(西洋政治史)
今沢慈海(了翁禅師小伝)
今沢慈海(小図書館管理法)
稲菜円城(聖徳太子)・・
井上和雄(慶長以来書買集覧)

‑23

,,・・30
・・・22

・・・・・・・,]1
29
14

井上和雄(慶長以来書賣集覧)・・・ー

・・,・・・,,・・14
17

井上和雄幡物三見)
井上和雄(浮世絵n薪幻
井上幸治(経済史学入門)

・・・・38
・,・・・・・・32

井上哲次郎佃本陽明学派之哲制
井上頼文(己亥叢説)
井上頼圍(己亥叢説)
井上頼圀(己亥叢説続)
井上頼閏(東西年表)ー
印刷局(印刷局沿革録)
入交好脩(経済史学入門)

20

・・・・・23
・・・・・・,,・・,,30
・・・・32

入交好修咽治維新史研究の発展)
入田整三(続群書一覧)
伊勢貞丈(非参議叫鋤
伊勢斎助(前哲六無斎遺草)
石橋啓十郎(書道概ミ制
石田文四郎細本国民思想史講話)ー
石田茂作(写経より見たる奈良朝仏教
の研究)
石田元季(草双紙のいろいろ)

‑18

・・11
・・]0
・・43
17
17

K

1

48

角家文雄佃本近代図書館史)
華鳳(嫁入談合柱後編二巻)
開国百年記念文化事業会(鐶国時代日
本人の海外知識)
筧克彦(大日本帝国憲法の根本義)
柿村重松(上代日本漢文学史)
柿沼介(剰惰劫

・・・・・・,38
‑20

,,・・,,22
・・・・45
,8
・‑42

76

9
・・・6

・・30
・30
・・・・・43

9

石田吉貞(中世草奄の文学)・・

杣絢一ω、図霄館管理法)・
ジョンソン, E.D.(西欧の図書館史)
女子学習院(女流著作解題)
寿岳文章階物の週
寿岳文章(書物の世界)ーー

・・・]9

・26

石田佐久馬(学校図書館の設営)

J

19
,,・・・・・19

著者名索引
・22
亀井勝一郎(親鸞)
29
亀井勝一郎(聖徳太子)
・・・9
金森徳次郎(本は如何に読むべきか)
金子彦二郎(平安時代文学と白氏文集)・・・ー・43
‑17
金子居水(徳川時代稀槻本索引)
27
鹿野正直佃本の歴史家)
,・2]
鹿子木員信(新日本主義と歴史哲学)
・・・・・・・・・・・・・・・29
菅藤高徳(泰山木)
神崎彰利(南関東近世初期文書集 1)・ーー,26
22
唐木順三(仏道修行の用心)
・・37
唐木順三仲世から近世ヘ)
,・・・,,42
唐木順三(中世の文学)・・・
・・・・・・・24
唐木順Ξ(現代史ヘの試み)
・,,・・・・・・,・・・・・・・43
唐木順三(飛花落葉)
・・・・・・・・43
唐木順Ξ(木卜の木)
・・・・・・・45
唐木順三(無常)
・・・・・,・・45
唐木順三(無用者の系譜)
・・・・・・・・・45
唐木順Ξ(無用者の系譜)
・・・45
唐木順三(夏目湫石)
・‑47
唐木順Ξ佃本人の心の歴史)
唐木順三(日本人の,Dの歴史補遺)・・・・・・・47
・47
唐木順三田本の心)
・・・・・・,,,・・・・47
唐木順Ξ(応仁四話)
・・・・・・・・・・・・47
唐木順三(良寛)
如
唐木順三(千利1村
‑48
唐木順三(詩と死)
・41
唐木順三(詩と哲学の問)
認
片桐修三(大津絵について)
・21
加藤玄智(太袖宮参詣記と敬神尊皇)
12
加藤一英(図書館学序説)
18
加簾仁平(伊藤仁斎の学問と教育)
・・・フ
加藤周一(頭の回転をよくする読書術)
・・・9
加藤宗厚(比較分類法概論)
,,・・・・・,・・・ 9
加藤宗厚(件名齡示)
・・・・・11
加藤宗厚(図書分類法要説)
・‑29
加藤宗厚(私の図書館生活)
・‑41
加藤楸邨(芭蕉講座第]巻)

加藤貞次郎佑職故実辞判

・33
川上広樹(足利学校亊蹟考)
・・26
川崎庸之細本文化史辞典)
‑33
川瀬一馬(足利学校の研究)ー
川瀬一馬(江戸時代仮名絵入文学書概
‑42
塾)
・・,,14
川瀬一馬(平安朝摺経の研究)
・・・・・4]
川瀬一馬(古辞書概説)
・]5
川瀬一馬(古活字版の研究)
16
川瀬一馬(嵯峨本図老)
・41
川島五三郎(著者別書目集覧)
・・・・,・・45
川島丈内(名古屋文学史)
・・・・・・24
栢原昌三(旗本と町奴)
・,,・・・・・46
風巻景次郎佃本文学史の周辺)
・・・・・・・・・ 5
花山院忠定(物具装束抄)
22
景戒佃本霊異記)
経済学史学会佃本における経済学史
・・33
研究十年の歩み)
ケント,シャーマン(歴史研究の方法) ・・・・・・23
・・・8
紀田順一郎信売書の整理学)
・・15
紀田順一郎(古書店地図帖)
・10
紀田順一郎細本の書物)
‑11
紀田順一郎(書物との出会い)
きだみのる佃本文化の根底に潜むも
の)
・47
紀平正美佃本精神及日本の行き方に
‑21
つ、、て)
,,・・・・・・・39
木宮泰彦佃本古印刷文化史)
・・・23
木村毅(文明開化)
‑42
木村黙老(戯作者考補遺)・・
・・・・35
木村礎(封建村落)・ー
・・26
木村礎佃本封建社会研究史)
木村尚一(誕辰八十回虚'D記念帖)ー・ーー・・48
・‑28
金聖七(朝鮮歴史 1947年版)
近代文学懇談会(近代文学研究必携)ーー・・・43
木下広居(皇国租有法の精神と遵法)・・・・・3]
・・・・・44
近世文学会(近世文学)
,・・・・・・35
岸田日出刀けまひの伝統)
・21
岸本芳雄旧本倫理学史概説)
・・・・・・・22
北川桃雄(室生寺)
・・・,,・・・フ
北川敏男(情報学の論理)
・・・・・・・30
北島葭江(飛鳥の古都)
・・・・・・・,・44
喜多村信節(嬉遊笑覧上巻)
,・・44
喜多村信節(嬉遊笑覧下巻)
・40
北尾春道(露地・茶庭)
30
北尾錬之助著(びわ湖風土)

・28

・・・・・・,,28
加藤貞次郎佑職故実辞典)
・・・・・・・4]
加藤康司儒辛書の話)
・・・・・・・21
勝海舟(武士遡
i可田局可典K (毎ヒカ矣市Ⅱ1望而牙扮1)ーーー・・・・・・・・・・・・・‑33
・‑33
河田嗣郎嫁族制度ノ発達)
ーー15
河原万吉(古書通)
・・・・・・17
河原万吉(趣味の古害通話)
・13
河原咳一郎(言論及び出版の自由)
・24
河合栄治郎(学生と歴史)

、
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木寺靖一個書館経営実務入門)

12

木寺清一(図書館資料概説)

12

薯者名索引

小松清(東西美術論 D
小見山寿海(書誌学)
今東光(古都の尼寺)ーー・・・

三

刊行書助

)
巻

・・・・25
小中村清矩(国史学の栞)
・・32
小中村清知(令義解講議)
・・32
小中村裟象細本制度通
ノ」、"コキ寸言島劣ミ(日二本市1」1支i臣)・・・ー・・・・・・・・・・・・・・・・・32
鈎
近藤瓶城(改定史籍集覧第1冊)
24
近藤瓶城(改定史籍集覧第2冊)
25
近藤瓶城(改定史籍集覧第3冊)
25
近藤瓶城(改定史籍集覧第4冊)
25
近藤瓶城(改定史籍集覧第5冊)
近藤瓶城(改定史籍集覧第6冊)・・・・・ーー25
・・・・25
近藤瓶城(改定史籍集覧第7冊)
近藤瓶城(改定史籍染覧第8冊)ーー・・・・25
‑28
近藤瓶城(史籍集覧続第1冊)
28
近藤瓶城(史籍集覧続第2冊)
近藤瓶城(史籍集覧続第3冊)ーー,・・・・28
・・・・・・・・・・ 9
近藤守重(金沢文庫考)
・・・・・・・・・・・,・・・44
近藤忠義(近世文学論)
・・・・44
近藤忠、義(近世の文学)
近藤芳樹(標注令義解校本三巻開題
・3
一巻)
近藤芳樹(標註職原抄校本二巻別記
4
二巻)
,,・・,・・・,・・・,・・37
小西晴美(京の禅寺)
・・・・・・・・・・・・・・・1 9
河野省三(本居宣長)
i可里fイ台・・(d、[E『唆と上足^1青1申)・ーーー,・,・・・・・・21
河野徳吉(1SO・UNESC0規準によ
・・・・・・・・41
る技術レポートの書き方)
・,,・・・・・,1 3
今田洋三(江戸の本屋さん)
・・・27
高坂正顕(世界史的立場と日本)
・47
黄罰葵(柳北成島先醒板本腎目稿)
‑49
小杉放庵(唐詩及唐詩人)

ー・13
木寺清一(図書整理法)
16
橘井清五郎(西洋書誌学要陶
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3
清原夏野(令義解十巻)
・・・・・・ 3
清原夏野伶義解十巻)
・・・・・1 9
清原貞雄個学発達史)
,27
清原貞雄佃本政体史論)
‑27
清原貞雄佃本史学刻
19
清宮秀堅(古学小伝)
‑50
黄六鴻(福惠全書三十二巻)
興亜教学研究会(現代の問題としての
幻
復古思恕、)
・・・・・・31
小早川欣吾朔治法制叢考御
小林秀弥(大学とその付属施設の建築)・・・‑34
・・・・,,,,・・・1 1
小林宏幅書飼
・・・15
小林善八佃本出版文化史)
小淵沢中学校(学習に直結せる学校図
・・・・9
書館経営の実際)
‑19
弘文堂(経解入門)
,・・・34
弘文堂(教育とはなにか)
弘文荘伯描仏教図像集・春旧本万葉
集,春日懐紙・夏目激石自筆書画冊
・,・・・・・,,・・・・・・・・・・・,・・・1 3
展観図録)
・‑14
弘文荘(弘文荘古文書目録)
15
弘文荘旧本の自筆本)
弘文荘(反町弘文荘蒐集西欧名家文豪
・・・・・・・・・・・・・・ 1 7
自筆書簡原稿月録)
17
幸田成友(書誌学)
・‑48
興風書院(川柳辞典)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・31
小泉鉄(古代法律)
,・・・・・,35
小島政二郎(甘辛抄)
35
小島政二郎(食いし人坊)
古稀記念小野則秋先生論文集刊行会
10
(小野則秋図書館学論文拘
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3 1
国学院(法制論纂)
・・‑31
国学院(法制論纂続編)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・44
国学院(国文論纂)
・・・・・・・・・,・・・4 1
国語学会個語学辞典)
国立国会図書館掴立国会図書館の30
,9
年)
国立国会図書館(世界の書誌展示会)ー ・・・・16
国立国会図書館(上野図書館開館八十
・18
年記念出版文化展示会目録)
国立国語研究所側治以降国語学関係

小杉未醒(大雅堂)

38

17
古典社(青物語辞典)
13
上里春生(江戸書籍商史)
4
小塚直持幟原図解)
・・・・・・31
隈崎渡佃本法制史)
32
隈崎渡(戦国時代の武家法制)
,織尺蒋山(大学或問二巻)ー
・46
国崎望久太郎細本文学の古典的構造)
,・・・・・・・・,・・・37
久野健(日本美術史要説)
・・・・・・・・・・・・・・1 9
倉野憲司(古典の精神)
呉文炳(法制を中心とせる江戸時代史
拳△

栗田元次(書誌学の発達)
栗田勤(水戸学本義)
黒田覚(ウイン学派の法律学と其の諸
揣題)

U
37
17

・・・・・,・・・・・・22
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‑24
・]フ

19

・・・32

薯者名雛引
・・・・・・・・・25
黒板勝美個史の研究)
黒板勝美(真福寺善本目'示)・・ー・・・ー・・・・ー]6
・・・・・・・25
黒川真頼(皇位継承篇)
草島時介化巧すれば速く上手に読め
・・・・8
るか)
12
草野正名咽書館学原詞
12
草野正名(図書館経営概論)
井王町,^名(図毛干会官の寺蚤4曽弓亨雲旦)・・・・・・・・・・・・・・・‑12
40
桑田忠親(細川幽斎)
40
桑田忠親(片桐石州と茶道芸術)
・・・・・・・・・・・・・40
桑田忠親田本茶道史)
40
桑田忠親(茶道辞典)
・・・40
桑田忠親(千利休)
・8
久山康織書の伴呂)
,・22
葛西宗誠(古都の尼寺)
・・・37
葛西宗誠(京の禅割
ー・・28
教育学術研究会株国研究)
京都大学文学部国史研究室 佃本史辞
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・27
典)

丸山林平(国語教材説話文学の新研究)・・・ー・44

丸善(明治百年記念洋書100年屡目,脚

M

前田巳之助(造園と茶室建築)
前田哲人(問宮不二雄の印象)
前川恒雄(図書館の発見)

15

ーー37
正木篤三(本阿弥行状記と光悦)
16
正宗敦夫(書目集上)
16
正宗敦夫倍目集制
・・・・・・1 6
正宗敦夫墻目集下)
‑11
マソン,アンドレ(図書館)
・‑16
松田正助(新刻書目一覧)
松平太郎(江戸時代制度の研究上巻)ーー・・30
・‑40
松殿山荘茶道会(茶道経国講演'剥
・・・・・・・・・・・・・・・34
松居弘道(江戸時代の教育)
,‑18
松見弘道(図書の歴史と中国)
・8
松本賢治畔校図書a旬
・・・・48
松尾聡(資料国文学史)
,・・・,・・ 2
松岡辰方(位記口宣考)
‑20
松島栄一佃本の学問)
,・・・・24
松浦詮(御詮新年新読伊D
ーー32
明治大学法史学研究室仙村と水利)
明治大学図書館勉強会(図書館勉強会
・・1]
資料 NO.2)
明治大学図書館勉強会(図書館勉強会
資料 NO.3)
・・‑11
明治大学図害館勉強会(図書館勉強会

40

資料 NO.4)

,29

・・・・・]1

明治大学図書鮪勉強会咽書館勉強会
資料NO.5)
ーー11
34
明治図書(新教育の研究手引)
23
マイヤー, E.(歴史の理論及方法)
・・・・24
Ξ上参次(江戸時代史)
8
三木清(読霄と人生)
・・・・・,・・・・13
南諭造(図書運用法)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20
源了円(徳川思恕、小史)
47
源為憲(三宝絵詞Ξ巻)
48
峯岸幾秋(歌合の研究)
器
Ξ田村鳶魚(大名生活の内秘)
お
Ξ田村鳶魚(江戸ぱなし其一)
三田村鳶魚(江戸時代のさまざま)・・・・・・・・・・24
‑24
三田村鳶魚(江戸"子)
・‑24
Ξ田村鳶魚、(江戸の実話)
・・・・・・・・・・・・・・24
三田村鳶魚、(江戸の女)
・・・・・,,・・・・,・・・24
Ξ田村鳶魚(江戸の生活)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・24
Ξ田村鳶魚、(江戸の白浪)
三田村鳶魚、(江戸生活のうらおもて),ーー・・‑24
・・24
Ξ田村鳶魚(江戸雑話)・・・
・・・・24
Ξ田村鳶魚(御殿女中の研究)
・・・・27
三田村鳶魚(お大名の話)
・・27
三田村鳶魚(御家騒動)

・・12

メーン,ヘンリー・サムナー (古代法
・・・・・・・・・・3 1
律)・・
・・・・・・・31
米谷隆三(現代日本法の理解)
・・・・・・・・,,31
牧健二細本法制史)
・‑31
牧健二細本法制史概詞
,・・・・・・・・・,30
横智雄価洋政治制度史)
・・‑31
牧野英一(法律講話)
牧野英一(最後の一人の生存権) ・・・・・・・・・・・・・・・32
・・・・・,,,・・・・47
牧野謙次郎細本漢学史)
牧野善兵衛(徳川幕府時代書籍考) ・・・・・・・・・・・・1 7
14
蒔田稲城(京阪書籍商刻
15
蒔田稲城佃本出版大観上巻)
37
マルロオ, A.(東西美術論 1)
・・14
問宮不二雄(ほんのす力吋0
間宮不二雄(欧・中・和対訳図書館大
10
辞典)
間宮不二雄先生喜寿記念図書館学論文
集刊行会姻宮不二雄先生喜寿記念
・・・・・・,・・,,・・・・・・・・・・・・ 9
図書館学論文集)
・・・・・・ 9
間宮商店(簡易図書帯出制度)
,・・・ 2
万尾時春働農固本録残一巻存巻上)
・・・・,,,26
丸山二郎佃本古代史研究)
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著者名索引

水原尭栄(高野板英萃)

・・・・・・]フ
森銑三暗物と人物)
29
森銑三(鈴木為蝶軒)
30
森銑Ξ(渡辺峯山)
・・・・48
森銑Ξ(矢部正子)
・‑39
諸岡存(茶とその文化)
・・・・2
本居春庭(古事記伝目録Ξ巻)
・‑ 2
本居宣長(古事記伝四十四巻)
‑19
本居宣長(直毘霊)
・・・2
本居大平(古学要)
‑12
村上清造(図書館と共に半世紀)
村松正俊唾史を創造する国民と伝統
に圧倒された国民)
村岡典嗣(平田篤胤)
村岡典嗣佃本思恕、史研究)
村岡典嗣佃本思想、史研究続) ,・・,,・・・・・,・・・・20
ー・15
村田勝麿佃本出版大観上巻)
5
室鳩巣(駿台秘書五巻)
・・・・,,・・44
武蔵野文学会(国語国文書結便覧)
・・・・・・・・・・]3
武者小路実篤(我力靴書論)

] 8 0
2 1 2

三田村鳶魚(西鶴輪講好色一代女巻
47
の 1)
三田村鳶魚(西鶴輪講好色一代男巻
・,・・47
の 8)
ーー28
三田村鳶魚(捕物の話)
‑45
三谷栄一(物語文学史論)
・‑31
三浦周行(法制史の研究)
‑ i甫}111丁(1去告Ⅱ!生ι0)1サfぢZ 1琉)・・・・・・・・・・・・・・・・31
・・27
Ξ浦周行佃本史の研究)
・‑27
三浦周行佃本史の研究第2輯)
三輪昌伸(ライブラリアンシ"プ史)ーーー・・,]0
・42
宮尾しげを(風流江戸小"出)
・42
宮尾しげを(風流江戸小叫続)
45
宮田和一郎(物語文学攷)
48
宮武外骨(山東京伝)
・23
宮崎信彦唖史研究の方法)
47
三好行雄細本近代文学研究必携)
・‑15

・・・・・・・・・・15
水原尭栄(高野板之研究)
・・・・・・・・43
水野稔償表紙酒落本剣
・・・・・・・・・42
水谷不倒(絵入浄瑠璃史)
・‑38
水谷不倒(古版小説挿画史)
・‑37
持丸一夫佃本美術史要訓
・・・・・・34
桃裕行(上代学制の研究)
,・・・・,,, 8
文部省(学校図書館の手引)
文部省(高等学校における学校図書
・・・・9
館運営の手び討
・,16
文部省(新着外国学術刊行物一覧)
文部省(わが国の私立学校昭和此年
34
版)
文部省大学学術局(ドキュメンテーシ
ヨンノ、ンドブッウ(二史南大1青剰王イ更号乞))・ー・・・フ
文部省大学学術局大学課(大学関係法
鈴
令集昭和36年度)
9
森潤三郎(紅葉山文庫と書物奉行)
25
森克己(国書逸文)
・・・・,,,,・・・・27
森克己佃宋文化交流の諸問題)
・・・・・・・・・・・・・・ 9
森清佃本十進分類法)
もり・きょし先生喜寿記念会(知識の
7
組織化と図書館)
・・・・12
森耕一(図書館の話)
・・・・・,,,・・・・1 2
毛利宮彦咽害館学綜訓
・36
森蓮佃本の庭)
29
森銑三(江戸時代の人々)
29
森銑三(学芸史上の人々)
29
森銑三(嶋田見山
17
森銑三(書物と江戸文化)

N
・・27
永原慶二佃本の歴史家)
・・・・・フ
永尾信之(文書1旬
14
長沢規矩也咽東現存宋元版書勵
‑15
長沢規矩也(古書のはなし)
47
長沢規矩也旧本漠文学史)
・・・・49
長沢規知也(支那学術文芸史)
・・・・・・・・20
長沢規矩也伎那学入門書略解)・
長沢規矩也(和漢書の印刷とその歴刻 ・,・・・18
ー]3
長沢規矩也(和漢古書分類法)
・・・・・・]3
長沢規矩也俳Π漢古書目録法)・ー
26
永島福太郎(奈良文化の伝流)
・・・・・・・23
永島今四郎(千代田城大奥二巻)
永島寛一(雑誌企業の歴史と現1幻一 ・・・・・・18
・・・・・18
永島寛一傑誌論入門)
,・・・・・・・45
永積安明估典文学の伝統)
市立名古屋図書館(郷土出版文化展覧
・・・・]5
会陳列書目録)
・・・,・21
内務省神社局(国体論史)
・・・・・・19
内藤虎次郎駈世文学史論)
・・・・・]5
内藤虎次郎姻踏書譚)
26
内藤虎次郎佃本文化史研究)
・・・・・20
内藤虎次郎(先哲の学問)
・,,・・・・・,28
内藤虎次郎伎那史学史)
中田薫(徳川時代ノ文学二見エタル私
・32
1幻
...........

80

薯者名索引
・・・37
仲田勝之助保会本の研究)
・・・・44
中田祝夫(国文学史要覧)
・‑39
中川一政(我思古人)
・・・,・35
中川善教(高野脚
・・・・・・・ 5
中原職資倍時勤仕諸官人職掌)
中原職、や、(女目志Ξ巻)・・・・・・,・・・・・・・・・・・・・・, 3
・・・・4
中井竹山(西岡集)
・・・・・・・37
中井正一田本の美)
・,・・・・・・・・38
中井宗太郎(浮世絵)
・・・・・43
中島光風(上世歌学の研究)
5
中島株隠.(太平三曲三巻)
中島忠、利(推古天皇十七憲法巽解)・・・・・‑32
・・・・37
中村不折(学書Ξ訣)
21
中村元(東洋人の思惟方法)
38
中村研一係会画の見かた)
中キ寸士tム(封建社△)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・33
32
中村吉治田本経済史)
・・・,・,,・・・・・・32
中村吉治佃本経済史)
‑33
中村吉治細本経済史概説)
N
中村喜代Ξ(近世出版法の研究)
26
中村孝也細本近世史第1巻)
・26
中村孝也佃本近世史第2巻)
26
中村孝也細本近糧史第3巻)
・31
中村万吉(法律及経済の文化史的観察)
41
中村光夫(文学の回帰)
中村経年(積翠閑話四巻)
中根粛治(慶長以来諸家著述目録小
]4
説家之部)
中根粛治(慶長以来諸家著述目録和
・・14
学家之剖D
中根粛治(慶元以来漢学家著述書助・・・ ーー19
・・・・・21
中野好夫(教養と文化)
中屋金一郎(東京のたべものうまいも
・・・,・35
の)
中山久四郎(世界印刷通史第1巻)・・・・・・・‑39
・‑39
中山久四郎(世界印刷通史第2樹
・・・・8
滑川道夫 G売書相談)
・・・・・・・・・・・ 9
滑川道夫にどもの読沓指導)
ーー10
滑川道夫惰少年の読書指導)
・・・・・,,・・・・・1
1
滑川道夫伺書教諭実務)
・・・・・・・・・・・・10
浪江虔(農村図書館)
12
浪江虔咽書館運動五十年)
30
南原繁(文化と国家)
32
奈良本辰也旧本経済史)
‑47
鳴神克己佃本紀行文芸史)
・・・・5
根本遜志(徂徠先生答問書三巻)
ねづ・まさし(批半リ日本現代史)・・・・・・・・・・・・・・24

ねづ・まさし佃本全史])
日米大学図書館会議(第]回日米大学
図書館会議議事録)
日米大学図書館会議(第1回目米大学
図霄館会議報告論文如
日独文化協会(国民社会主義の基本問
題)
仁戸田六三郎佃本人)
日本大学悃書館記)
日本大学法学会(政治学の課題と社会
科学)
"本電信電話公社電気通信研究所図書
課(電気通信研究所図書館業務取扱
要領)
日本ドクメンテーション協会(大学図
書館の諸問題第1集)
日本読書新聞(私の読書遍歴)

日本読書新開(私の読霄遍歴続)
日本放送協会(学校図書館の建設)
日本放送協会佃本の古典)
日本考古学協会佃本農耕文化の生成
第1冊)
日本考古学協会佃本農耕文化の生成
第 2 冊)・・

27

・・・フ

7

30
・・・・20
12

30

・・・・フ

,・・・・・フ

13
・・・13

・・・・・・・・47

・‑27

,・・・・・・・27

02

‑34
日本教職員紐合噺教育の法規と解脚
日本私立大学協会岼厶立大学図書館運
営要項)
・・・,,,・・11
日本私立大学連盟(第一回図書館研究
・・・・・・・フ
集会参加者レポート)
日本私立大学連盟(大学亊務管理研究
・・・・・33
集会第 1 回(]961))
日本私立大学連盟伏学事務管理研究
・・・・・・・・33
集会第2 回(19舵))
日本私立大学連盟田本私立大学迎盟
・・・・・・・・,34
二十年史)
日本思想史研究会旧本における歴史
27
思想、の展開)
日本図書館協会細本図書館協会70年
史)

日本図書館協会(図書館ハンドブック)
日本図書館協会大学図齊館部会事務局

佃本図書館協会大学図書館部会年
度報告)
日本図書館協会八十年記念委員会佃
本図書館協会80年史年表)
日本図書館協会目録委員会旧本目録
規則 19聡年版)
釘

・・・10

・・・・・1 0

・・・・・ 9

著者名索引

野崎信夫(庭づくりと庭木の手入)

・・・・ 1
二条良基佰寮訓要抄)
・,42
二宮守(江戸文学概説)
・21
西晋一郎田本国体)
39
西堀一三(茶花)
,40
西堀一三(簡素のすがた)
40
西堀一三(こ、ろの茶)
40
西堀一三(南坊録の研究)
40
西堀一三細本茶道史序説)
・・・・・・・・・・・40
西堀一Ξ(若き日の利休)
,・・・・,・・36
西田富三郎(住宅の庭)・
36
西田富三郎にれからの庭の作り方)
・・・・・・・・・・36
西田富Ξ郎(東京の庭)
,・・・・・・・48
西原柳雨(川柳風俗志上巻)
・‑21
西川平吉咽体の話)
・・・・・・・・・・48
西川日恵呼児刻
西本穎(ドイッ国民性展開の理論) ,・・・・・・・・・・・30
・・・・・・18
西村兼文幟群書一覧)
・36
西村貞(民家の庭)ー・・・
,・・・・,,40
西村貞艇と茶室)
・・・・42
西尾実(伝統文化の課題)
ー・34
西尾実偶語教育辞典)
西尾実佃本文芸史における中世的な
・・・・・・・・47
もの)
‑29
西尾豊作(東条琴台)
・12
西崎恵(図書館法)
36
丹羽鼎三(桂離宮の庭灯胸
・・・・36
丹羽鼎三(桂離宮の飛石)
・・・・・・・・39
野上豊一郎(能の話)
‑29
野口務(河上第の人間像)
・・・・・・・36
野問清六(美術鑑定事典)
・・・・・37
野間清六佃本美術辞典)
・4
野宮定基(新野問答一巻後編二巻)
野宮定基(新野問答)
・・・・・・・・・・,,・・・・,, 5
野宮定基(野荒問答)
4]
野村八良沖古文学史論)
・・43
野村八良嫌倉時代文学新剥
・・43
野村八良嫌倉時代の仏教文学)
・・・・44
野村八良個文学研究史)
・‑44
野村八良個文学論考)
ー・19
野村八良個学全史)
・・・・・32
野村兼太郎岻観日本経済思想史)
・・32
野村兼太郎艇世社会経済史研究)
・‑33
野村兼太郎佃本経済史 4)
・・44
能勢朝次估代劇文判
・・・47
能勢朝次僻句と連歌)
・・・・・・・・・・・・・・・・48
能勢朝次(幽玄1制
・・・・・,・・・・・・35
農商務省伏日本農史)

・36

0
・・・・51
小畑行簡価Ξ惠全書Ξ十二巻)
・・・・34
小尾逓雄細本の学校)
落合重信(近世国学者による図書館設
9
立運動)
・・・・・・・・44
小高敏郎(近世初期文壇の研究)
,・・37
小川晴暘(正倉院の研究上)
小倉親雄(フメリカ図書館思想、の研究) ・・・・・・・フ
ー]9
大串兎代夫個民文化の建設)
・,・ 1
荻生徂徠(弁週
・・・・・・・・ 1
荻生徂徠(弁名二巻)
・3
荻生徂徠(政談後編三巻)
4
荻生徂徠(徂徠先生学則)
荻生徂徠(徂徠先生答問書三巻)
ー・・31
於保不二雄(家族制度論)
48
岡康雄(雨月物ミ剖
‑30
岡義武(近代日本の特異性)

岡田琴秀(外題鑑)

・・・ 1

47
岡田正之佃本漢文学史)
47
岡田正之艇江奈良朝の漢文学)
・
11
岡田温(図書館)
岡田温先生喜寿記念会(岡田温先生喜
美子言己^図き手食官のⅡ昏旦ιと倉11」告)・・・・・・・・・・・・・・・10
4]
岡井慎吾細本漢字学卿
15
岡野他家夫細本出版文化史)
・・28
岡崎文夫伺馬囲
‑41
岡崎義恵(芸術と思想、)
・・・9
大河内一男(学生と読書)
・・・・・・・26
大久保利謙細本近代史学史)
‑27
大久保利謙旧本史学入門)
35
大久保恒次(うまいもん巡キD
35
大久保恒次(うまいもん巡礼続)
39
奥田誠一(陶器の読み方)
39
奥田正造傑味)
・37
奥平英雄幟巻物)
35
奥野信太郎(東京味覚地図)
8
大草実(読書菰筆)
25
大森志郎艇世文化の胎動)
26
大森志郎佃本文化の展開)・・
小長谷恵吉細本国見在書目録解説稿)・ーー15
・・・・14
恩地孝四郎(本の美術)
・・・・21
小野玄妙(仏教文学概論)
大野順一(平家物語における死と運命),,・ー・43
・‑18
大野順一(死生観の誕生)

82

著者名索引

小野則秋佃本図書館史)

]0

小野則秋(図書分類法資料捉要)
小野則秋(図書目録の作り方)
小野清一郎(法律思想史概説)
大野静方(浮世絵と版画)
小野武夫佃本村落史概説)
小野鉄二(歴史とは何ぞや)
大貫真浦(荷田東麿翁)
折口信夫佃本文学啓蒙)
折口信夫細本文学の発生序説)
大類伸(国史研究法)

・・・・・・・・・・,25

大佐三四五(図書館学の展剛

・・・・・・・・・・・1 2

・・・・・・・・11

ー・・13

歴史学研究会細本社会の史的究明)

27

李日華(官制備攷二巻)
劉国鈞(図霄の歴史と中国)

51

38

柳下亭種員(薄紫宇治の曙残五編十

巻存初編上下二編上下Ξ編上下四編

・・・・23

上下六編上下)
柳亭種彦 H彦紫田舎源氏Ξ十八編七

,,・・・1 9
・46

十六巻)

大洲道映(管見江戸国文学者年表)・・・

・・・・・・43

,,..尋....................゛....,,.

・3

S

佐伯有義(古語拾遺講義)
西郷信綱個学の批判)
西郷信嗣佃本文学のブ"劫
西郷信綱佃本古代文学史)

巧

オスワルド,ジ"ン・クライド(西洋
印刷文化史)
・・・・・,・,,・・39
・・・・・・・・・・・29
太田亮(堂上家系譜大成)
29
太田亮(姓氏と家系)
太田晴軒(三経小伝三巻)
・3

太田贇雄(千代田城大奥二巻)

25
・・19
,・・・・46
・・47

三枝博音(日本の思想文化)・・・

・・・20

斎藤勝雄能つくり)
斎藤勝雄(小庭園)
斎藤勝雄(庭園手入法)

・‑36
36

...................

36

斎藤清衛(国語国文学論文総目録)
斎藤清衛(南北朝時代文学新史)
斎藤敏(アメリカの憲法と政治)

・23

乙部泉Ξ郎(すぐ役に立つ図書の整理
法)
大塚嘉樹(非参議四位)ー
大塚嘉樹(百寮訓要抄別註残五巻存
巻五 九付録)
大塚嘉樹(位署式私制

・・・・・・・1 1

‑44
・45
,・30

斎藤敏(フェデラリスト)

・・・31

斎藤昌三(紐魚繁昌記)・

,・・・・1 6

斎藤昌三(紙魚繁昌記続)
斎藤昌三(書物誌展望)

・・・・・ 1

16
・・17

西束徳之介(散文詩・箴言・世界観)

・・・・・・・・ 1

大塚嘉樹(僧侶官位割

・・・・・ 5

阪口玄章(随華文学)
坂口昂(歴史とは何ぞや)

大塚幸男(齊物の歴史)
大槻如電(東西年表)

・・・・・・・・・1 7

坂井衡平(古文学の詩味)

・・・・2

部

・・・・,,・・47
・・・・・・・48

境野黄洋(仏教研究法)

大津宮崇敬会編纂係(大津宮天皇御事
・・・・29

大屋徳城陣楽仏教史制

・・,22

・・・・8
8

坂本宗子(慶長以来書買集覧)

,,・・・・・・・・22

ー・14

坂本武雄(公卿き判川
作田荘一(国家論)

22

・・29
30

佐久尚長敬(徳川将軍御直裁判実記)
佐久問高常(東遷基業残二十九巻存

47

P

巻第一一第二十九)

桜井良策佃本図書文化源流考)
・・・34

桜井義之咽治と朝a村
サルヴァン,ポール(図書館)

R
・・・・5

83

ーー44

・22

阪本一郎(読書指導)
阪本一鄭(読青寺靡劾

・16

・・・・・・・,・23

21

境野黄洋田本U、教史誠話第1巻)

蹟考)
大内白月(支那典籍史談)

頼山陽(通議三巻)

・・・・5

・・46

,‑16

パーキンス, J. A.(大学の未来像)

,・・・・39

・‑33

大阪図書出版業組合(享保以後大阪出
版害籍目3剥
大阪図書出版業組合(大阪図沓出版業
組合二十年史)

大屋徳城陣楽刊経史)
大屋徳城佃本仏教史の研究)
小沢栄一佃本古典学の伝統)

・・・18

竜粛(世界印刷通史第1巻)

・・・・・・3 1

・32

・・・・5
・,,・・1 5
・・・,,26
・・・・・・]1

佐野大和佃本の古代文化)
サンソム, G.B.佃本文化史上)

・・・・,,,・・,27

サンソム, G.B.細本文化史下)

26

・・・・・・・・・26

著者名梁引

三遊亭円朝(怪談牡丹灯胸

・‑33
第 2 回(1962))
私学研修福祉会(第一回図書館研究集
7
会参加者レポート)
42
重松信弘(源氏物語研究史)
・・・・40
重森三玲ω、堀遠州)
,,,・・・,,・・29
重田定一(小島蕉園伝)
・47
重友毅細本近世文学史)
・・・・32
司法省伺法沿革i村
32
島田正郎(遼律之研究)・ー
・・・32
島田正郎(東洋の法の歴史)
・22
島地大等幅本弘教教学史)
・39
島屋政一(近世印刷文化史考)
・・・・・・・・38
島屋政一佃本版画変避史)
・・・・46
島津久基田本文学考モ制
・・・・・・・・・・・・・・28
志水速雄(1930年代)
・・・・・13
清水英夫(現代出版学)
・・・・・・・・ 9
清水幾太郎(学生と読書)
ー・13
清水幾太郎(私の読書と人生)
・・,,29
清水信夫咽治文雅姓名録)
・34
下地恵常(教育技術入門)ー
39
下店静市(大和絵史)
・25
下村富士男(国史文献解説)
下村三四吉(地理上の日本史諭 ・・・・・・・・・・・・・・25
・5
新宮凉庭(破レ家ノツ、クリ話三巻)
・・・・23
新見吉治(武家政治の研究)
・・・・1 7
新村出(典籍叢談)
篠崎東海(故実拾要残二巻存巻十四
,ι、

・‑43
・・・・・・24

笹川臨風(江戸むらさ討
笹川臨風(元禄時勢粧)
佐々木八郎旧野資朝卯の・・
佐々木八郎儒吾り物の系譜)

・・・・24

・・29
・・・43

佐佐木信綱(国文学の文献学的研究)・・・ーー・44
佐佐木信綱(万葉二百種簡明目録)・ー・・ーー45
佐佐木信綱佃本歌学史)
佐々木三味(水屋)
佐々木三味(茶道歳時記)
佐藤寛次(木蔭の花と実)

・・・・・・・・・・・47
・・・・・・・・40
‑40
36

佐藤喜代治旧本文章史の研究)
佐藤真沖小図書館の経制
佐藤三郎仲母政治外交史)

・41
・・・・・・・フ
・・・・・・・,,・23

佐藤進一(鎌倉幕府訴訟制度の研究),ーー・‑31
27
佐藤進一佃本史研究入門)
佐藤得二(イム教の日本的展聞)・ーーーー・・・・‑21
・・・・・・・・・42
佐藤鶴吉(元禄文学辞典)
誕
成城教育研究所井士会科の新構想、)・
成践小学校読書研究会(読害指導の実
8
際)

青年図書館員連盟目録法制定委員会

関英男(情報科学と五次元世界)
閨靖(金沢文庫の研剣
関養城(江戸東京紙漉史考)
関義城(古今和紙譜)
関根金四郎(江戸花街沿革1却
関根正直(有職故実辞劇
関根正直(有職故実辞典)
千宗室(茶道)・・・
千宗室傑道)
千宗守(茶室)
仙田正雄休の利用法)
仙田正雄咽書分類と図書記号)
瀬沼茂樹(説書のすすめ)
社会思想社(社会科学大辞典)・
柴生田稔(冬の林に)

ー]0

]2

,・,・・51

巻十五)

・・・51

白石大三(古典読解辞典)
私立大学図書館協会(私立大学図書館

25

79

佃本目録規則昭和17制
青年図書館員連盟図書館学関係文献合
伺目録編纂委員会姻書館学及書誌
学関係文献合同目録)ー
成親王信台晉齋法書二巻・續刻二巻)
成親王信台晉齋法書二集四巻)・
関晃(帰化人)

改善要項)

私立大学図書館協会(私立大学図書館
協会会報)
私立大学図書館協会(私立大学図書館
協会加盟校図書館関係規約集)
私立大学図書館協会史編纂委員会(私
立大学図書館協会史)
私立大学図書館協会史編纂委員会(私
立大学図書館協会史)
思想問題研究会(新B本主義と歴史哲
学)
蔀遊燕(民問年中故事要言七巻)
庄司浅水細本の書物)・
庄司浅水(世界印刷文化史年表)
彰国社(居間と書斎)
彰国社(庭とテラス)
松亭金水(狂歌問樹

35

・・・・・・,・・・35
‑34
‑28
28
・・・・・・40
・・40
・‑39
,9
Ⅱ
8
30
・・・・・42

私学研修福祉会(大学事務管理研究集
第 1 回(19田))
私学研修福祉会(大学事務管理研究集
'、

・‑33

鋼

2
・‑45

,,,・・・]0

‑10

‑10

10

10

‑21

,・・・,・,・ 2
]5
・・・39
35
‑36

・・・2

著名名梁引

周鍔(人帖殘一巻存巻四)
取調類纂目録)
朱舜水記念会(朱舜水)
守舶憲治編本文学研究入刊)
蘇峰先生古稀祝賀記念刊行会(成簣堂
善本霄影七十種)
反町茂雄(紀念善本図録)
反町茂雄(弘文荘善本目'剥
反町茂雄何厶文荘善本目録訂正版)
反町茂雄(古文智勺
反町茂雄(奈良絵本私老)
反町茂雄(西欧名家文豪自筆書柳原稿
目録)

,・・・・23
高楠順次郎(火正新修火蔵経総目録)
・・・・・・・・・・1 6
高野彰(西洋の沓物)
46
高野辰之細本文学全史巻力
46
高野辰之佃本文学全史巻8)
・・・・・・・・・46
高野辰之細本文学全史巻9)
46
高野辰之田本文学全史巻12)
‑45
高崎正秀劭語文学序説)
・・・40
高谷宗範(茶道経国講演'狗・,
・‑36
高山始(趣味の庭木)
・・31
高柳真三佃本法制史])
・・12
竹林熊彦(図書館物語)
・‑13
竹林熊彦(図書の選択)
・・・20
武田煕(支邪学文献の解題と其研究法)
・・,,,24
武田完二(江戸城大奥秘史)
]8
武田清子(思想史の方法と対象)
ー・14
武田正義(皆空書屋明治百誌解説)
‑28
武田泰淳(司馬遷)
・・・・]1
武田虎之助(図譜館学概論)
武田虎之助先生古稀記念論文架編架委
員会住t田虎之助先生古稀記念論文
・・]1
集)
43
武田祐吉(上代国文学の研究)
・・・・・4 5
武田祐吉(古典の精ネ叫
・・・・・46
武田祐吉佃本文学史要説)
竹岡勝也(現代の問題としての復古想
幻
想)
竹岡勝也(近世史の発展と国学者の運
19
動)
,・・・・・・・・・・・・・・・20
竹岡勝也旧本思恕史)
竹内厳稲(判1代紀伝三巻)
・・,,,,40
竹内慰傑道の粘神)
・・・・・・・36
竹内叔雄(竹)ー
・36
竹内叔雄 W「の本)
8
竹内善作(学校公共図齊館)
・・・・・・・37
滝精一田本の美術)
31
沌川政次郎(日本法律史話)ー,
・・・・3 1
沌川政次郎佃本法制史)
31
沌川政次郎佃本法制史の特色)
32
沌川政次郎(逹律之研究)
44
滝川駿ω、堀遠州)
47
玉井幸助田記文学概説)
39
玉城雅(西洋印刷文化兜)
20
田村円澄細本思想史の諸問題)
27
田辺元唾史的現実)
・・33
田辺貞之助(古代都市上)
47
田中岩太郎(オプリービョン)
田中敬(図書学概E制
‑18

] 9 6

宗教史研究会(国立国会図書館蔵社寺

51

・・16
‑14
・,14

・・・・14
・・・・1 5
・・38

・,・16

反町茂雄(反町弘文荘蒐架西欧稀觀告
・・・17
目,剥
,ー・・17
反町茂雄(天理図書館の善本澗浄.
・・・・・・35
反町茂雄(和紙関係文献目録)
反田1茂雄(ヨーロッパ・ペルシャ・イ
ンド細密画(ミニエーチャー)目録)ー・ー・・18
・・・・・16
ストークス, R.(西洋の書物)
,・・・・・・・40
末宗広(茶道辞典)
・・・・・・・31
来広厳太郎(法学問答)
・・・・・45
菅竹浦(狂歌誓月集成)
・・・・・14
杉村武(近代日本大出版事業史)
杉浦Ξ郎兵衛(雲泉荘山誌巻の 1)・・・・・・・18
杉浦三郎兵衛(雲泉荘山誌巻之2)ー・・・・・・]8
杉浦三郎兵衛(雲泉荘山誌別冊第4)・ー・・18
・33
須永金Ξ郎(足利学校遺蹟考)
30
陶山務(吉田松1会の精神)ー・
鈴木行三紙戈曲小説近世作家大観第
42
1 巻)
・・・・・・・・・・・42
鈴木暢幸(江戸時代小説史)
・・・・・,,,・・・ 27
鈴木重遠佃本史略五巻)
・・・・・・・・・・・・・・1 3
鈴木敏夫(江戸の本屋上)
玲
鈴木敏夫(江戸の本屋下)
・・・・・・28
サイモンズ, J. 0930年代)

T

橘千蔭(万葉集略解二十巻)
多田鉄之助(たべもの)
田枝幹宏(金銅仏)
平康頼(宝物集)
高木文住子書雑載)
高橋良雄(庭と茶室)
高井薊山(御成敗式目詳解)

2

35
・38
43
ー・・15
40
・・・・・・ 1
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著者名索引

'・、、.エ.,',

東京古典会(ホーレー文庫蔵書展観入
札畿呈)

玲
田中慶太郎(羽陵余'動
・・・・38
田中喜作(浮世絵概説)
・・・・・・・・]8
田中美知太郎(学問i制
・・・・・,・,40
田中仙樵(茶禅一味)
・・・・・・・・36
谷信一(美術鑑定事典)
,,・・・・39
谷信一幡董道の話)
・・・・・・37
谷信一(日本美術辞典)・ー
・・・・37
谷信一佃本美術史概説)
谷森饒男(検非違使ヲ中心トシタル平
・・・31
安時代ノ警察状期
,・32
田能村栫士(世界最古の刑淘
・‑38
田能村竹田佃能村竹田全剣
45
田山花袋(明治小説内容発達史)
天理学園学校図帯館研究会咽書館科
・12
の研究)
8
寺田寅彦(読書と人生)
・・・・42
暉峻康隆(江戸文学辞劇
・・・・44
師崚康隆(近世文学の展望)
ソーントン,ジョン・ L.(ライブラリ
・・・・・・・・10
アンシップ史)
・・・5]
壮預(春秋經傳集解)
・・・・33
戸田貞三嫁と家族制度)
・・・・・・28
戸田氏徳織史籍集覧番外雑書解題)・
戸田氏徳(続史籍集覧番外雑書解題付
・‑28
録雑書撰者小伝)
14
藤堂祐範(浄士教版の研究)
・37
東方学術協会(正倉院文化)
・・・・・ 4
洞院公賢(拾芥抄三樹
5
洞院実煕(名目抄)
洞院実煕(拾芥抄三巻)
・・41
時枝誠記個語学史)
22
常盤大定(大蔵経概説)
常盤大定(後漢より朱斉に至る訳経総
・・・・・・・22
録)
,,,・・・42
徳田浄(原始国文学考)
・・・・・・45
徳田秋声咽治小説文章変遷史)
徳川公継宗七十年祝賀記念会(近世日
・・・・1 9
本の儒学)
・・32
戸倉広(欧羅巴中世の法律思潮)
・‑39
禿氏祐祥(東洋印刷史序説)
・・18
東京大学中国哲学研究室仲国思想、史)
東京大学中世文学研究会仲世文学研
‑4]
究入剛
東京大学フランス文学研究室(図書原
・11
抑)・
東京学芸大学・第一師範付属小学校
,,・・・・・・・・・ 1 1
(小学校の図書館教育)

・・13

東京古典会(古典籍下見展観大入札会
目録)

ー]5

東京古典会(小汀文庫稀書珍本展観入
札目ε剥

‑15

東京都総務局文書課四谷分室(資料図
16
書仮目録 1)ー
・・・・26
藤間生大細本古代家力知
,,,,,,・・・・・,,・27
藤間生大佃本歴史概説上)
ーー23
藤間生大(雁史の学び力寸0
ー・45
富倉二郎(無名草子新註)
・・・・・,・・42
冨倉徳次郎(風物帖)
・・・・・・・14
鳥生芳夫(本の話)・・・
鳥生芳夫(私たちはこうして学校図書
13
館を作りました)
8
戸坂潤(読書脚
・・・,43
歳森薫信(海援隊の人びと)
図書館教育研究会(学校図書館資料の
8
整理)
12
図書館教育研究会(図書館教育)
・・・・27
遠山茂樹田本歴史概説下)
i呈山j戈枯1 (日オ丈5巳石jf多毛ノ、Fe)・・ーーー・ー・・・・‑27
・・・・・・・・・ 2
壺井義知(位署式私考)
,,・・・・ 6
壺井義知織弁)
・・・・30
坪谷善四郎佃本政体史)
・・・・フ
士屋栄亮(馬耳東長U
‑19
津田左右吉(儒教の研究第2)

柘植曹美谷(茶の湯の概念)

‑39

44
次田潤(国文学史新講)
,39
辻嘉一(茶懐石)
35
辻嘉一(味噛汁三百六十五日)
35
辻嘉一(料理のお手本)
35
辻嘉一(辻留煮たきもの)
・・・・・・・・・・・・・・・23
辻善之助(大日本年表)
22
辻善之助佃本仏教史中世篇之1)
22
辻善之助佃本仏教史中世篇之2)
・‑22
辻善之助佃本仏教史上世篇)
・‑22
辻善之助佃本U、教史概説)
・・・・ 3
家田大峯絹川談)
家田大峯(聖道弁物二巻)
6
家田大峯(随意録八巻)
,・・・,,・・フ
佃田実夫(文献探索学入門)
・・・・・・36
恒成一訓佃本の庭)
,・30
都留重人(新しく学ぶために)
2
堤朝風(近代著述目録五巻)

86

著者名楽引
・‑27
和歌森太郎帽本歴史談上)
千Ⅱ1,;梨呈1:R11 (日オ丈Ⅱ舌艮ι二炎π「)・ー・・ー・・・・・・・・‑27
,,・・・・27
和歌森太郎細本歴史弓刻川

U

プ;」田'艮晴藍{日えに1条1斉史の而}fヲt>ーーーーーー・・・・33
内田元夫(地Ξ・{月録)・・,,,,,・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30
内田魯府(紙イ',繁昌,d)・・・ー・・・・・・・・・・,・・・,・・・・・・16
・・・・・・・16
内田仙庵俳兵魚繁昌記続)
内田141]'正(盲'魚、;と自f舌)・・・・ーー・ー・・・・・・・‑16
・,・・・・・,,,48
上田耿成作何月物語)
・・・・・・・・36
植田考蔵(仏教美術論)
」ニ[ヨf琶一良"(婁1司又ノ゛昔)・・・・・・・・・・・・・・・・,,,・・・・,・・16
・・・・・・・・・・・36
上原敬二(庭の科学)
1廼属(E告貞'(,宅用ユ志の舌辛'廷)・・・・・・・・ーーーー・・・・]4
植村長Ξ郎(学校図誓゛官の運悩'法)・・・ー・・・・8
]7
植村長三郎(〒甥砧学辞典)
t直村長三郎(図書・図〒!1館1」i典)・・ー,・,・・・・・・]3
・‑23
植村清之助(歴史の理論及方法)
枯村和堂(筆・墨・硯・紙)ーーー・・ー・・・・・・・‑37
・・・・・・・・・・・・,・・・,,・・,・・37
上野直昭絲会巻物研究)
上野適昭(日本美術史上代翁)・・・・・・・ーーー37
宇JI、イ白y手(日本イ1、教"托史)・・・ー・・・・・・・・ーーーー22
・・・・,,,,23
宇井伯寿(訳経史研究)
馬屋原成男(日本文芸発禁史)ーー・・・・・・・ーーー46
i毎Ξ!丁・1峯1ど証旦(オく1委d)1E と 11ι)・ーー・ー・・ー・ーー36
歌川国貞(修紫田舎源氏三十八編七
・3
十六巻)
歌川国貞(二世) G専紫宇治の1曙六編)ー・・・5
歌川貞房(狂歌問答)
・2
歌川豊国(二世)(薄紫宇治の嶋初編
四編)
・・・・・・・・,・・・・,・・・・・・・・・ 5
ず身tjてキ念、旦月(t,ξイ1t1雪一^)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・,・・・・・・31

早稲田大学図書鮪岬・稲田大学図冉館
紀要)

..甲雫甲...........晶.........

・・・・・・・・,,・,・・・・・・・・1 3

渡辺正亥(学校臣1晝館ハンドブック)ー・・ーー,8
0禽」!1iモ亥'([珂〒會、食官'0)剥ι11五)・ーー・・,・・・ー・・・,,12
,女」NiE1三ミ、(臣1,1:、jテ盲0)1亨却!)・・・・ーーー・ー,,,,,,12
12
渡辺正亥(図冉館通論)
渡辺庄Ξ郎(i乎・世絵師伝)ー・・ー・,・・ー・・ー・・・・・38
渡辺秀(国学;制
・・・・・・・・,・・] 9
i1艾辺世祐(史籍の選択法)・ー・,ーー・ー・ー・・・・・‑25
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