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人文総合情報室

請求記号 タイトル 著者名 出版者 出版年

VG1-H2534 1/2ビデオ 楠かつのり 弘隆社 昭和62
VG1-H1325 1　マス･コミュニケーション総論 － 河出書房新社 昭和36

VG1-H2419
一､ユネスコ万國著作権会議の議事報告と正文　ニ､
芸能家､レコード､放送機関の保護条約予備草案と解
説

－ 日本著作権協議会 昭和27

VG1-H11101 ｢1%問題｣と軍縮を考える　岩波ブックレット　54 － 岩波書店 1986
VG1-H11121 ｢1％枠撤廃｣をどう考えるか　岩波ブックレット　83 － 岩波書店 1987
VG1-H8329 100冊の絵本 みなと幼稚園　編 みなと幼稚園 1985
VG1-H8948 百万人の出版術　1988 MBC21　編 エム･ビー･シー21 昭和63
VG1-H8949 百万人の出版術　1989 MBC21　編 エム･ビー･シー21 平成元年
VG1-H6814 百万人の本　あなたの読書の友 中部日本新聞社 日研出版 昭和36
VG1-H7234 十日十話 小泉信三 毎日新聞社 昭和37
VG1-H7243 千二百圓で出来る書籍雑誌店開業案内 河村清一 誠光堂 昭和11
VG1-H10592 百三十九冊の不思議な本 斎藤正一 文化出版局 1984
VG1-H6820 百三十九冊の不思議な本 斎藤正一 文化出版局 昭和59
VG1-H7197 百三十九冊の不思議な本 斎藤正一 文化出版局 昭和59
VG1-H9142 15才～18才の女の子に読んでもらいたい本 中野吉宏 泰流社 1988
VG1-H866 15年目のエンマ帖 臼井吉見 中央公論社 昭和36
VG1-H9159 15分の本　知るも生きるも命がけ 中川昌彦 情報センター出版局 1983

VG1-H3892 1946　文學的考察
加藤周一　中村貞一郎　福
永武彦

冨山房 昭和52

VG1-H2848 1951年版出版社執筆者一覧最新改訂増補 － 日本出版協会事業部 -
VG1-H2574 1953年版　日本印刷年鑑 － 日本印刷工業会 昭和28
VG1-H1161 1954　全日本言論報道人名鑑 － 全日本言論報道人連盟 昭和29

VG1-H11935
1958年11月　日本読書学会　読書社会調査資料によ
る　出版市場の調査と研究〔総合版ｖｏｌ．３〕

朝日新聞社広告部 朝日新聞東京本社広告部 1959年5月25日

VG1-H3423 1957年読書週間全国行事一覧 － 読書週刊実行委員会 昭和33
VG1-H3421 1958年第12回読書週間行事一覧 － 読書週刊実行委員会 昭和34
VG1-H2413 1960年WGAテレビフイルム基本協約 － 著作権資料協会 1969
VG1-H6736 一九六一年冬 京谷秀夫 晩聲社 1983
VG1-H10463 一九七〇年 大内兵衛 岩波書店 1969[昭和44]
VG1-H10936 1975　国鉄の実情を訴える － 日本国有鉄道 -
VG1-H7728 1979年欧米古書稀覯書展示即売会目録 － 丸善 [昭和54]
VG1-H3939 1980年版　情報源に強くなる本 － ダイヤモンド社 昭和54

VG1-H6296 1982　季 冨成忠夫
東京エデイトリアルセン
ター

1982

VG1-H6602 一九九〇年の日本 山本七平 福武書店 1983

VG1-H9518
1990年版　CD-ROM　マルチメディア･データフォー
マット･ハンドブック

宇田川一彦　編 日本電子出版協会 1990

VG1-H8337 一古書肆の思い出　2 反町茂雄 平凡社 1987
VG1-H8338 一古書肆の思い出　3 反町茂雄 平凡社 1988
VG1-H7529 一青年科学者の手記 安倍亮 白日書院 昭和23
VG1-H759 一銭五厘の旗 花森安治 暮しの手帖社 昭和46
VG1-H5345 一図書館の由来記 栗本和夫 中央公論美術出版 昭和55
VG1-H7418 1分間コミュニケーション ミロ･O･フランク ダイヤモンド社 昭和61
VG1-H1324 2　テレビ時代 － 河出書房新社 昭和35
VG1-H6816 二〇〇万雑誌「フォーカス」の内幕 岡留安則 K.K.ベストブック 昭和59

VG1-H2509
20世紀黎明における著作権法の制定ベルン同盟加入
と当時の国際的反響

野村義男 著作権資料協会 1969

VG1-H3551 二十年代･パリ 小田淇 研究社出版　株式会社 1978
VG1-H7772 二十三年未来記 末広重恭 高橋平三郎 明治19
VG1-H10311 二歳で本が読める 公文公 講談社 1992
VG1-H1323 3　ジャーナリズム － 河出書房新社 昭和35
VG1-H9418 三十年　句集 上野重雄 青潮社 1972
VG1-H2851 昭和33年11月1日現在職員住所録 － 毎日新聞社 -
VG1-H9158 36人の好色家 斎藤昌三 有光書房 昭和48
VG1-H336 三十六年二月二十一日の下中翁 － － -

VG1-H7658 402病棟メアリーは死んだ ロナルド･J･グラーサー
日本エディタースクール
出版部

昭和62

VG1-H9431 四十円のえくぼ － 書舎コイケ 1988
VG1-H5283 40年史 － 東京文具卸商業協同組合 昭和27
VG1-H9348 42行聖書 高橋重臣 － 1970
VG1-H1106 四十五年記者生活 松井廣吉 博文館 昭和4
VG1-H500 50周年 － 小学館 昭和47
VG1-H1655 五十人の新聞人 － 電通 昭和30
VG1-H10809 五十年のあゆみ 日本出版貿易　株式会社 日本出版貿易　株式会社 1992
VG1-H2708 59　出版総覧 小柳行正　(他)編 出版タイムス社 昭和34

VG1-H9049 5歳から8歳まで　子どもたちと本の世界
バトラー･ドロシー　著
百々佑利子　訳

のら書店 1988

VG1-H9050 5歳から8歳まで　子どもたちと本の世界
バトラー･ドロシー　著
百々佑利子　訳

のら書店 1988

VG1-H6073 5年間のスリップ集成 － 工学書協会 昭和50

VG1-H9686 5万人のありがとう
読売コミュニケーションズ
編

読売育英奨学会 1991

VG1-H1373 67　マス･コミ入社作戦　　大学編 － 産学出版社 昭和41

VG1-H8703 ｢七一雑報｣の研究
同志社大学人文科学研究所
編

同朋舎出版 1986

VG1-H2242 75第22回印刷文化典記念誌 下中直也　(編) 日本印刷工業会 昭和51
VG1-H2133 七十五年の歩み　大日本印刷株式會社社史 － 大日本印刷 昭和27
VG1-H2069 七十五年の歩み　大日本印刷株式会社史 － 大日本印刷　株式会社 昭和27
VG1-H5225 七億の隣人 宇都宮徳馬 東潮社 昭和39
VG1-H7913 七大哲人 オイケン,ルードルフ 岩波書店 1939[昭和14]
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VG1-H10877 七代目　菊五郎の芝居 大倉舜二 平凡社 1989

VG1-H5524 7つの屋根の下で B･ヒューリマン
日本エディタースクール
出版部

1981

VG1-H3971 800字論文50のポイント － 毎日新聞社 昭和54
VG1-H8065 八十日間世界一周　前篇 ジユル･ヴェルス 日本近代文学館 1968
VG1-H8066 八十日間世界一周　後篇 ジユル･ヴェルス 日本近代文学館 1968
VG1-H11064 80年代の日本国憲法　岩波ブックレット　16 岩波書店編集部　編 岩波書店 1983
VG1-H8277 87出版學研究 韓国出版学会　編 汎友社 1987

VG1-H9137 八十八夜話 弥吉光長
弥吉光長先生の米寿をお
祝いする会

1988

VG1-H11100 90年代の日本経済　岩波ブックレット　53 宮崎勇 岩波書店 1986
VG1-H5616 九ヶ国語対訳　書籍用語辞典 天野敬太郎 雄松堂書店 昭和52
VG1-H10974 A BETTER GUIDE TO ENGLISH READING 3 安井稔　ほか 開拓社 昭和50
VG1-H10975 A BETTER GUIDE TO ENGLISH WRITING 3 安井稔　ほか 開拓社 昭和50
VG1-H1693 ABC二十年の歩み － 日本ABC協会 昭和48
VG1-H7519 Books Beautiful　絵のある本の歴史 荒俣宏 平凡社 昭和62[1987]
VG1-H1467 CM25年史 － 講談社 昭和53
VG1-H7502 COMIC　1 － JAPAN　COMIC -
VG1-H7503 COMIC　2 － JAPAN　COMIC -
VG1-H7504 COMIC　3 － JAPAN　COMIC -
VG1-H7500 COMIC　実技講座　Ⅰ － JAPAN　COMIC -
VG1-H7501 COMIC　実技講座　Ⅱ － JAPAN　COMIC -
VG1-H11864 COPY-TEST 1―広告はどのように見られているか― － 朝日広告社 1959年
VG1-H11863 COPY-TEST ﾚｲｱｳﾄのどの部分が注目されているか － 朝日新聞社広告部 1959年
VG1-H7556 Cross　Eye　モノにこだわる男たちの世界 くろすとしゆき 婦人画報社 昭和55

VG1-H11934
Dec.1956　日本読書学会の読書社会調査資料による
出版市場の調査と研究

朝日新聞社広告部 朝日新聞東京本社広告部 1957年2月

VG1-H1365 DMというセールスマン 深山一郎　(編) 久保田宣伝研究所 昭和42
VG1-H11318 ＥＣおよびフランス･西ドイツ･イギリスの農業概況 － － -

VG1-H9266
ECグリーンペーパー(著作権と技術をめぐる諸問題)
及びグリーンペーパーに対する権利者団体と関係機
関の意見書　著隣協資料シリーズNo.4

日本音楽著作権(著隣協)
日本音楽著作権著作隣接
団体協議会

1989

VG1-H7517 EXPOつくば'85レポート
パピルスプラザ共同事業体
編

パピルスプラザ共同事業
体

昭和61

VG1-H7497 G.H.Q.東京占領地図 福島鑄郎 雄松堂出版 昭和62
VG1-H7395 GHQの組織と人事　1946年9月 福島鑄郎　編 巖南堂書店 昭和59

VG1-H9071 IFLA資料保存の原則
デュロー･ジャンヌ=マリー
デビッド･クレメンツ　著
資料保存協会　訳編

日本図書館協会 1987

VG1-H2528 JASRAC　40　日本音楽著作権協会40年史 日本音楽著作権協会　(編) 日本音楽著作権協会 [昭和54]
VG1-H7499 Jeff Greenfield's Book of Books － National　Lamporn 昭和54
VG1-H2445 LAW OF COPYRIGHT OF JAPAN 湯淺恭三 ｼﾞｬﾊﾟﾝ･ﾀｲﾑｽ社 昭和16
VG1-H2445 LAW OF COPYRIGHT OF JAPAN 湯淺恭三 ｼﾞｬﾊﾟﾝ･ﾀｲﾑｽ社 昭和16
VG1-H8874 Macの達人 紀田順一郎　松田純一 技術評論社 1989

VG1-726
MARKET SERIES　1　都道府県別出版物の市場地理
雑誌は各県にどれぐらい送られているか

出版科学研究所 1963

VG1-726
MARKET SERIES　2　都道府県別出版物の市場地理
出版物の顧客はどの県や都市に多いか

出版科学研究所 1964

VG1-726
MARKET SERIES　3　都道府県別出版物の市場地理
全国の小売書店はどのように分布しているか

出版科学研究所 1964

VG1-726
MARKET SERIES　2　都道府県別出版物の市場地理
人口の移動

出版科学研究所 1966

VG1-726
MARKET SERIES　3　都道府県別出版物の市場地理
家計のローカルカラー

出版科学研究所 1966

VG1-726
MARKET SERIES　4　都道府県別出版物の市場地理
業種別製造業の分布

出版科学研究所 1966

VG1-726
MARKET SERIES　5　都道府県別出版物の市場地理
雑誌の推定配送量

出版科学研究所 1966

VG1-726 MARKET SERIES　'67　書籍に対する購買期待値 出版科学研究所 1967
VG1-726 MARKET SERIES　'67　月刊誌に対する購買期待値 出版科学研究所 1967
VG1-726 MARKET SERIES　'68　雑誌の都道府県別推定配送量 出版科学研究所 1968
VG1-726 MARKET SERIES　'69　雑誌の都道府県別推定配送量 出版科学研究所 1969
VG1-726 MARKET SERIES　'70　雑誌の都道府県別推定配送量 出版科学研究所 1970
VG1-H10885 METAPHORE 田原桂一 求龍堂 1986
VG1-H7620 MLA英語論文の手引　THE MLA Style Sheet 原田敬一　訳編 北星堂書店 昭和45
VG1-H11563 NAM － 同朋舎 -
VG1-H908 NHK趣味の手帖より　本とその周辺 － 文化出版局 昭和52
VG1-H9466 NHK報道の50年　激動の昭和とともに ｢NHK報道の記録｣刊行委員会 近藤書店 1988
VG1-H1987 Penac　No.2 － 長岡ペンクラブ 1977
VG1-H1986 Penac　No.3 － 長岡ペンクラブ 1978
VG1-H5954 Pocket　パンチOh！ － 平凡出版 昭和43
VG1-H1930 PR － 電通 1965
VG1-H1941 PR実務 池田喜作 ダヴィッド社 1965
VG1-H1942 PR実務 池田喜作 ダヴィッド社 1965
VG1-H1659 PR誌と社内報 池田喜作 ダイヤモンド社 昭和41
VG1-H1924 PR誌の書き方とパブリシティー 水田文雄 ダイヤモンド社 昭和37
VG1-H1976 PR成功と失敗 バート･ゾロー 誠文堂新光社 昭和46
VG1-H1397 PRソングの社会史 前川和彦 合同出版 1974
VG1-H1933 PRの基礎知識 佐々木吉郎 東洋書館 1951
VG1-H1624 PTA広報づくり入門 大内文一 新評論 1978
VG1-H7640 PTOLEMAIOS　SYSTEM　翼･揺れる黄緯へ 加納光於　画 筑摩書房 昭和50
VG1-H7792 PTO印刷業基本計画説明資料 － 通商産業省繊維局紙業課 昭和40
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VG1-H7793 PTO印刷業実態調査報告書 － 通商産業省繊維局紙業課 昭和40

VG1-H10882 QUANT ON MAKE-UP －
マリークワント　コスメ
チックス　ジャパン

-

VG1-719
Readership Survey　1963年No.1　私は本や雑誌を買
わない　その私は

出版科学研究所 1963

VG1-719
Readership Survey　1963年No.2　私は本や雑誌を買
わない　その理由は

出版科学研究所 1963

VG1-719
Readership Survey　1966年No.1　書籍はどのように
買われているか

出版科学研究所 1966

VG1-719
Readership Survey　1966年No.2　週刊誌はどのよう
に買われているか

出版科学研究所 1966

VG1-719
Readership Survey　1966年No.3　月刊誌はどのよう
に買われているか

出版科学研究所 1966

VG1-719
Readership Survey　1966年No.4　書籍を買う目的や
動機

出版科学研究所 1966

VG1-719
Readership Survey　1966年No.6　本や雑誌を買わな
い理由

出版科学研究所 1966

VG1-719
Readership Survey　1966年No.7　本を買った人と雑
誌を買った人　付・全集物の蔵書

出版科学研究所 1966

VG1-719
Readership Survey　1967年No.1　週刊誌はどのよう
に買われているか

出版科学研究所 1967

VG1-719
Readership Survey　1967年No.3　書籍はどのように
買われているか

出版科学研究所 1967

VG1-719
Readership Survey　1967年No.5　その書籍を買った
場所

出版科学研究所 1967

VG1-719 Readership Survey　1968年No.1　週刊誌とその読者 出版科学研究所 1968
VG1-719 Readership Survey　1969年No.1　週刊誌の購読者 出版科学研究所 1969
VG1-719 Readership Survey　1969年No.2　月刊誌の購読者 出版科学研究所 1969
VG1-719 Readership Survey　1969年No.3　書籍の購読者 出版科学研究所 1969
VG1-H11267 READERSHIP SURVEY OSAKA VOLUME 4 － 朝日広告社 1963
VG1-H11546 RIFAX　L60 － リコー -
VG1-H10878 Santa Fe 宮沢りえ 篠山紀信 朝日出版社 1991
VG1-H11093 SDIとはなにか　岩波ブックレット　46 豊田利幸 岩波書店 1985
VG1-H7532 TBSブリタニカ図書目録 － TBSブリタニカ 昭和61
VG1-H8490 The English journal　昭和56年10月 － アルク 昭和56

VG1-H10973 THE HOUSE OF COBWEBS
CEORGE GISSING　浜田政二
郎　注解

大阪教育図書　株式会社 昭和24

VG1-H2458 TVカセット ジｪラルド･メイヤー 著作権資料協会 1973
VG1-H1578 U新聞年代記 上司小剣 中央公論社 昭和9
VG1-H7567 WIPO著作権･隣接権用語辞典 大山幸房　訳 著作権資料協会 昭和61
VG1-H11108 ああ　ファミコン現象　岩波ブックレット　61 斎藤次郎 岩波書店 1986
VG1-H8781 嗚呼玉杯　わが一高の青春 長谷川泉 至文堂 1989
VG1-H4663 あゝ皇軍最後の日 塚本清 － 昭和32
VG1-H4201 アーネスト･サトウ　外交官の見た明治維新　下 － 岩波書店 昭和35
VG1-H8834 ああ楼台の花に酔う 西山夘三 筑摩書房 1982

VG1-H11913 あいうえお絵じてん
文：矢島忠男・絵：南波昌
子

偕成社 1985年

VG1-H577 相賀祥宏君追悼録 － 相賀祥宏君追悼録編纂会 昭和15
VG1-H3856 愛國心 清水幾太郎 岩波書店 昭和25
VG1-H2177 藍紺緑 中沢忠一 浜田初次郎翁伝記刊行会 昭和29
VG1-H652 愛書五十年 － ブックドム社 昭和8
VG1-H5269 愛書六十五年　書物人のメモの中から 庄司浅水 東峰書房 昭和55
VG1-H5517 愛書異聞 西岡武良 沖積舎 昭和56
VG1-H6741 愛嬢の手記 倉田艶子 桃源社 昭和47
VG1-H6885 愛嬢の手記 倉田艶子 桃源社 昭和47
VG1-H3069 愛情はふる星のごとく 尾崎秀実 世界評論社 昭和22
VG1-H6059 愛書家の哀しみ　水曜荘著作書誌 城市郎　篇 城　市郎 昭和56
VG1-H59 愛書家のつぶやき 小池藤五郎 桃源社 昭和36
VG1-H8463 愛書家の敵 石橋一哉　編 胡蝶の会 昭和59
VG1-H82 愛書家の手帖 鳥居昌三 水曜荘限定版刊行會 昭和29
VG1-H5273 愛書狂 G･フローベル･A･デュマ他 白水社 昭和56
VG1-H8865 愛書狂 生田耕作　編訳 アスタルテ書房 [1980]
VG1-H128 愛書趣味 ジェイムズ･ウイリス 一粒社書店 昭和12
VG1-H6924 愛書趣味 ミシェル･ヴォケール 白水社 1984
VG1-H76 愛書趣味 ジェイムズ･ウイリス 一粒社書店 昭和12
VG1-H4231 アイソーポス寓話集 － 岩波書店 昭和17
VG1-H3523 愛ちゃん 市河淸子 研究社 昭和2
VG1-H9204 会津八一全集　第4巻 安藤更生　[ほか]　編纂 中央公論社 1982
VG1-H9205 会津八一全集　第7巻 安藤更正　[ほか]　編纂 中央公論社 1982
VG1-H4165 愛と祈り 市原豐太 中央公論社 昭和25
VG1-H8838 愛と真実　1 大竹悠紀子 大竹悠紀子 昭和51
VG1-H8839 愛と真実　2 大竹悠紀子 大竹悠紀子 昭和51
VG1-H8840 愛と真実　3 大竹悠紀子 大竹悠紀子 昭和52
VG1-H8841 愛と真実　4 大竹悠紀子 大竹悠紀子 昭和52
VG1-H8842 愛と真実　5 大竹悠紀子 大竹悠紀子 昭和53
VG1-H8843 愛と真実　6 大竹悠紀子 大竹悠紀子 昭和53
VG1-H3459 愛と真実　第二巻 大竹悠紀子 たいまつ社 昭和51
VG1-H3460 愛と真実　第三巻 大竹悠紀子 たいまつ社 昭和52
VG1-H3461 愛と真実　第四巻 大竹悠紀子 たいまつ社 昭和52
VG1-H3462 愛と真実　第五巻 大竹悠紀子 たいまつ社 昭和53
VG1-H3463 愛と真実　第六巻 大竹悠紀子 たいまつ社 昭和53
VG1-H9867 愛と認識との出発 倉田百三 岩波書店 1921
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VG1-H9400 愛と別れ　追憶の記 石垣綾子 光文社 1958
VG1-H2969 愛の科学 賀川豊彦 文化生活研究會 大正13
VG1-H6983 愛のかたち　古典に生きる女たち 永井路子 主婦之友社 昭和47
VG1-H4611 愛のかたみ 田宮虎彦　田宮千代 光文社 昭和32
VG1-H5312 愛のコリーダ裁判全記録　上 内田剛弘(編) 社会評論社 1980
VG1-H5313 愛のコリーダ裁判全記録　下 内田剛弘(編) 社会評論社 1981
VG1-H1063 愛の亡霊 大島渚 三一書房 1978
VG1-H9565 愛は永遠に マックス･ミュラー 角川書店 1957[昭和32]
VG1-H8209 アウグスティヌス講話 山田晶 新地書房 1987
VG1-H6253 蒼い時 山口百恵 集英社 1980
VG1-H6558 青木勇の思い出 上神寛　山田益弘 精興社 昭和60
VG1-H4686 青木健作短篇集 青木健作 春陽堂 昭和3

VG1-H8826 青木周蔵　明治外交の創造　青年篇 水沢周
日本エディタースクール
出版部

1988

VG1-H8827 青木周蔵　明治外交の創造　壮年篇 水沢周
日本エディタースクール
出版部

1989

VG1-H8146 靑猫 萩原朔太郎 日本近代文学館 1969
VG1-H6703 靑葉の旅　落葉の旅 田部重治 第一書房 昭和17
VG1-H8868 青表紙の奇蹟 稲村松雄 桐原書店 昭和59
VG1-H2668 青淵論語文庫目録 東京都立日比谷図書館　編 東京都立日比谷図書館 昭和40
VG1-H5708 赤井景韶傳　全 宮武外骨　(編) 半狂堂 昭和6
VG1-H3132 紅い花 カルシン 岩波書店 昭和21
VG1-H3128 紅い實と青い實 木村素衛 弘文堂 昭和24
VG1-H8142 赤い蝋燭と人魚 小川未明 日本近代文学館 1969
VG1-H11907 あかずきん 編訳：だ・か・ぽ同人 岩崎書店 昭和40年
VG1-H8585 赤ちゃんからの読み聞かせ 浅川かよ子 高文研 1989

VG1-H9048 あかちゃんの本箱　0歳から5歳の絵本
バトラー･ドロシー　著　横
山真佐子　訳

ブック･グローブ社 1989

VG1-H6189 贖あがない 浅野　晃 東光書房 昭和27
VG1-H8988 あかね書房三十年のあゆみ － あかね書房 昭和54
VG1-H10632 ｢赤旗｣は商業新聞とどう違うか 奥原紀晴 新日本出版社 1992
VG1-H4260 赤彦歌集 － 岩波書店 昭和23
VG1-H5004 赤人と家持 五味智英 岩波書店 昭和34
VG1-H6192 赤本､黒本､青本 和田萬吉　校訂 冨山房 昭和3
VG1-H3516 赤門教授らくがき帖 鈴木信太郎 鱒書房 昭和30
VG1-H4894 明るい風 河盛好蔵 彌生書房 昭和33
VG1-H10472 明るい日本を目ざして － 報知新聞社 1931[昭和6]
VG1-H10965 赤レンガの東京駅 － 谷根千工房 昭和63
VG1-H3748 秋田雨雀 秋田雨雀研究会　編 共榮社出版 1975
VG1-H3181 秋立つまで･業苦 嘉村礒多 角川書店 昭和31
VG1-H4211 阿Ｑ正伝･狂人日記　他12篇 魯迅 岩波書店 昭和30
VG1-H7211 秋竜山の読書狂 秋竜山 青英舎 昭和60
VG1-H9689 悪妻と賢妻 小林正 朝日新聞社 1954[昭和29]
VG1-H1199 アクセス権 ジェローム･A･バロン 日本評論社 1978
VG1-H1201 アクセス権 堀部政男 東京大学出版会 1977
VG1-H983 アクセス権とは何か 堀部政男 岩波書店 1978
VG1-H10366 芥川･堀･立原の文学と生 中村真一郎 新潮社 1980[昭和55]
VG1-H418 芥川と菊池 松村梢風 文藝春秋新社 昭和31
VG1-H4649 芥川龍之介 宇野浩二 文藝春秋 昭和28
VG1-H4782 芥川龍之介　(下) 宇野浩二 文藝春秋新社 昭和30
VG1-H4783 芥川龍之介　(上) 宇野浩二 文藝春秋新社 昭和30
VG1-H9912 アグネス･ベルナウエル ヘッベル 岩波書店 1920[大正9]
VG1-H1062 あぐね物語 － アグネ 昭和36
VG1-H6514 悪の手引書 － データハウス 1984
VG1-H6650 悪の手引書 情報研究所 データハウス 1984

VG1-H7785 悪の華､巴里の憂鬱
ボオドレエル　著　斎藤磯
雄　訳

東京創元社 昭和54

VG1-H9772 悪魔の詩　上 サルマン･ラシュディ
プロモーションズ･ジャン
ニ

1990

VG1-H9773 悪魔の詩　下 サルマン･ラシュディ
プロモーションズ･ジャン
ニ

1990

VG1-H9774 悪魔の詩　下 サルマン･ラシュディ
プロモーションズ･ジャン
ニ

1990

VG1-H8061 安愚樂鍋　2編　(上) 假名垣魯文 日本近代文学館 1968
VG1-H8062 安愚樂鍋　2編　(下) 假名垣魯文 日本近代文学館 1968
VG1-H8063 安愚樂鍋　3編　(上) 假名垣魯文 日本近代文学館 1968
VG1-H8064 安愚樂鍋　3編　(下) 假名垣魯文 日本近代文学館 1968
VG1-H8060 安愚樂鍋　初編 假名垣魯文 日本近代文学館 1968
VG1-H4353 悪霊　(一) ドストエーフスキイ 岩波書店 昭和34
VG1-H4354 悪霊　(二) ドストエーフスキイ 岩波書店 昭和34
VG1-H4355 悪霊　(三) ドストエーフスキイ 岩波書店 昭和34
VG1-H4356 悪霊　(四) ドストエーフスキイ 岩波書店 昭和34

VG1-H10517 悪路王伝説 定村忠士
日本エディタースクール
出版部

1992

VG1-H16 朝･歳月を美しく 寿岳　しづ 春秋社 昭和45
VG1-H4082 朝顔 志賀直哉 中央公論社 昭和29
VG1-1039 浅草御蔵前書房古書目録　4号 浅草御蔵前書房 1982
VG1-H9523 浅草双紙　浅草の会二百回記念特集 浅草の会　編 未央社 昭和53
VG1-H8837 あざなえる縄 岡富久子 小沢書店 1990
VG1-H7060 朝野新聞の研究 鵜飼新一 みすず書房 昭和60[1985]
VG1-H10404 朝の机 小泉信三 新潮社 1958[昭和33]
VG1-H7236 朝の机 小泉信三 新潮社 昭和33
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VG1-H8909 ｢朝日｣の報道はここがおかしい 佐瀬昌盛 力富書房 1988
VG1-H3803 アサヒグラフに見る昭和の世相　(9) － 朝日新聞社 昭和51
VG1-H7585 朝日広告賞入選作品集　昭和37年度 － 朝日新聞社 昭和37
VG1-H7586 朝日広告賞入選作品集　昭和38年度 － 朝日新聞社 昭和38
VG1-H3828 朝日新聞　世界と日本 朝日新聞社 朝日新聞社 昭和29
VG1-H225 朝日新聞百年の重要紙面 － 朝日新聞社 昭和54
VG1-H11741 朝日新聞七十年小史 本多助太郎　編 朝日新聞社 昭和24年
VG1-H1647 朝日新聞七十年小史 － 朝日新聞社 昭和24
VG1-H7712 朝日新聞広告調査資料要覧 － 朝日新聞東京本社広告部 1962
VG1-H9881 朝日新聞の自画像 荒垣秀雄 鱒書房 1955[昭和30]

VG1-H8918 朝日新聞社最新事情
新聞問題研究取材班　著
世界日報社　編

世界日報社 昭和63

VG1-H2703 朝日新聞重要紙面の七十五年 朝日新聞社　編 朝日新聞社 昭和29
VG1-H2704 朝日新聞重要紙面の七十五年　[B] 朝日新聞社　編 朝日新聞社 昭和29
VG1-H10623 朝日新聞出版局史 － 朝日新聞社 昭和44
VG1-H1648 朝日新聞出版局史 － 朝日新聞社出版局 昭和44
VG1-H1649 朝日新聞の九十年 － 朝日新聞社 昭和44
VG1-H1636 朝日新聞の作家たち 新延修三 波書房 昭和48
VG1-H6804 朝日新聞の書評は遅いか?! － 日本書評センター 昭和60
VG1-H6517 朝日読書情報　'83 － 朝日新聞社 昭和58
VG1-H2732 朝日年鑑　昭和17年 － 朝日新聞社 -
VG1-H3425 朝日年鑑　1956年版　別冊付録 － 朝日新聞社 1956
VG1-H7745 朝日の読者 － 朝日新聞社 昭和40
VG1-H11565 朝日百科　日本の歴史　101 － 朝日新聞社 1988
VG1-H11566 朝日百科　日本の歴史　101 － 朝日新聞社 1988
VG1-H11564 朝日百科　日本の歴史　98 － 朝日新聞社 昭和63
VG1-H3457 朝日文化人 酒井寅吉 光文社 昭和42
VG1-813 朝日ラルース世界動物百科　1号 朝日新聞社 1971

VG1-H11184
アジアからみたナガサキ被害と加害　岩波ブック
レット　157

西田勝　[ほか] 岩波書店 1990

VG1-H7773 亜細亜地理 矢津昌永　編 丸善 明治24
VG1-H10109 あしあと 森田重次郎 森田重次郎著書刊行会 1981[昭和56]

VG1-H5685 アジアの出版文化 －
現代ジャーナリズム出版
会

1970

VG1-H6123 アジアの新聞 J.A.レント 東出版 1972

VG1-H7019 アジアの定期刊行誌会議報告　1974
アジア･ユネスコ文化セン
ター

ユネスコアジア文化セン
ター

昭和49[1974]

VG1-H9683 アジアの平和と日本 武者小路公秀　[ほか] 世界連邦建設同盟 1970[昭和45]
VG1-H5726 アジアのマスコミと報道の自由 － アジア評論社 昭和53
VG1-H11114 アジアの民衆VS.日本の企業　岩波ブックレット　73 塩沢美代子 岩波書店 1986
VG1-H1685 アジアの昔話　2 － 福音館書店 1975
VG1-H3677 アジアの昔話　3 － 福音館書店 1977

VG1-H10199 アジア悠久
ユネスコ･アジア文化セン
ター企画　編

ユネスコ･アジア文化セン
ター

1986

VG1-H7916 アジア悠久
ユネスコ･アジア文化セン
ター　編

著者に同 1986

VG1-H11540 味岡伸太郎かなシリーズ －
リョービ印刷機販売　株
式会社

1984

VG1-H10791 足尾銅山　1969-1988 神山勝三 築地書館 1989
VG1-H11272 明日の文化をひらく人文社会学書　出品目録 － 日本出版販売　株式会社 1981
VG1-H11271 明日の文化をひらく理工学書　出品目録 － 日本出版販売　株式会社 1981
VG1-H9156 明日は今日よりも PHP研究所　編 PHP研究所 昭和46
VG1-H4846 安城家の兄弟　(下) 里見弴 岩波書店 昭和28
VG1-H4847 安城家の兄弟　(中) 里見弴 岩波書店 昭和28
VG1-H4848 安城家の兄弟　(上) 里見弴 岩波書店 昭和28
VG1-H3556 明日を考えるヒント PHP研究所　編 PHP研究所 昭和51
VG1-H11274 明日の科学技術を創造する理学･工学書フェア － 日本出版販売　株式会社 1983
VG1-H1512 明日のジャーナリズム シラキューズ大学　編 ダヴィッド社 1960
VG1-H863 安曇野 臼井吉見 筑摩書房 昭和40
VG1-H8856 安曇野　第1部 臼井吉見 筑摩書房 昭和40
VG1-H8857 安曇野　第2部 臼井吉見 筑摩書房 昭和45
VG1-H8858 安曇野　第3部 臼井吉見 筑摩書房 昭和47
VG1-H8859 安曇野　第4部 臼井吉見 筑摩書房 昭和48
VG1-H8860 安曇野　第5部 臼井吉見 筑摩書房 昭和49

VG1-H10848 遊びの大事典
日本レクリエーション協会
監修

東京書籍 1989

VG1-H10849 遊びの大事典　[実技編]
日本レクリエーション協会
監修

東京書籍 1989

VG1-H7316 遊ぶ本屋 南端和晴　南端裕子 新文化通信社 1986
VG1-H7410 遊ぶ本屋 南端和晴　南端裕子 新文化通信社 昭和61
VG1-H10291 遊んで強くなる漢字の本 藁谷久三 祥伝社 1980
VG1-H4055 頭の回転をよくする読書術 加藤周一 光文社 昭和54
VG1-H7338 アダム･スミス傳 小泉信三 改造社 昭和7
VG1-H4517 新しい愛国心 － 毎日新聞社 昭和36
VG1-H5241 新しい英國 福原麟太郎 吾妻書房 昭和29
VG1-H10952 新しい家庭づくりのために － 青少年育成国民会議 平成2
VG1-H1909 新しい機関紙の編集ハンドブック 樋上亮一 有信堂 昭和31
VG1-H7066 新しい機関紙の編集ハンドブック 樋上亮一 有信社 昭和37
VG1-H3807 新しい広告媒体計画 ポール･M･ロス 誠文堂新光社 昭和45
VG1-H9046 あたらしい子供の本の世界　4 日本子どもの本研究会　編 金の星社 1971
VG1-H1792 あたらしい子どもの本の発見 － 金の星社 1970
VG1-H10403 新しいジャーナリストたちへ 原寿雄 晩聲社 1992
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VG1-H1938 新しい人生知 山崎謙 新興出版社 1954
VG1-H3720 新しい大学観の創造 天城勲　編 サイマル出版会 1978
VG1-H2435 新しい著作権法の概要 － 文化庁 昭和45

VG1-H6579
新らしい圖畫教科書の編纂主旨と共の取扱方に就而
大阪市図画教育研究会主催後援会記録

水平謙　宇治研次 大阪學用品商組合 昭和7

VG1-H7737 新しい友へ 大学生活入門 － 法政大学 昭和57
VG1-H11141 新しい日米･日中を考える　岩波ブックレット　110 国弘正雄 岩波書店 1988

VG1-H7344 「新しい歴史学」とは何か 福井憲彦
日本エディタースクール
出版部

昭和62[1987]

VG1-H3004 新しき命 野上彌生子 岩波書店 大正5
VG1-H4601 新しき人間像 大島康正 秋田屋 昭和23
VG1-H8132 新しき村の生活 武者小路実篤 日本近代文学館 1969[昭和44]

VG1-H3895 新しき村の創造 武者小路実篤 冨山房 昭和52
VG1-H9401 あたりまえのこと 臼井吉見 新潮社 1957
VG1-H4901 アツシシの聖フランシス 下村寅太郎 南窓社 昭和40
VG1-H10644 あったとさ 出久根達郎 文藝春秋 1993
VG1-H6759 当て馬一代記　ある豊年製油野史 田中文蔵 田中文蔵 昭和59
VG1-H7006 アト･ランダム　ランダムハウス物語 ベネット･サーフ 早川書房 昭和55
VG1-H7677 愛と真実　1 大竹悠紀子 あざみ書房 昭和51
VG1-H7678 愛と真実　2 大竹悠紀子 あざみ書房 昭和51
VG1-H7679 愛と真実　3 大竹悠紀子 あざみ書房 昭和52
VG1-H7680 愛と真実　4 大竹悠紀子 あざみ書房 昭和52
VG1-H7681 愛と真実　5 大竹悠紀子 あざみ書房 昭和53
VG1-H7682 愛と真実　6 大竹悠紀子 あざみ書房 昭和53
VG1-H7683 愛と真実　7 大竹悠紀子 あざみ書房 昭和62
VG1-H7684 愛と真実　8 大竹悠紀子 あざみ書房 昭和62
VG1-H5038 アトム シェンチンガー･K ダヴィッド社 1953
VG1-H5035 あなたの可能性 シュミット.K.O. 日本教文社 昭和36
VG1-H4564 あなたの広告計画に参加する資料一覧 朝日新聞社広告部 朝日新聞社広告部 [昭和41]

VG1-H8928 あなたも校正者
朝日新聞大阪本社校閲部
編

大阪書籍 1988

VG1-H4788 あなたも酒がやめられる 徳川夢聲 文藝春秋新社 昭和34

VG1-H7186
あなたも編集者 広報・社内報・機関紙・会報の作り
方

朝日新聞整理部　編 大阪書籍 昭和60

VG1-H9009
あなたも編集者 広報・社内報・機関紙・会報の作り
方

朝日新聞整理部　編 大阪書籍 1988

VG1-H10775
あなたはこの本を知っていますか　1985 地方・小出
版流通センター・書肆アクセス取り扱い図書目録

地方･小出版流通センター
編

地方･小出版流通センター 1986

VG1-H2504 あなたはこの本を知っていますか　No.4 小出版流通センター　編 － 1987
VG1-H1525 あなたはレイアウトする 谷口芳三 白桃書房 昭和33
VG1-H10496 兄　小林秀雄 高見澤潤子 新潮社 1985[昭和60]
VG1-H9329 兄百三 倉田艶子 小西弓次郎 1989
VG1-H11098 アパルトヘイト､なぜ?　岩波ブックレット　51 篠田豊 岩波書店 1985

VG1-H11168
アフリカから日本へのメッセージ　岩波ブックレッ
ト　142

ウスマン･センベーヌ 岩波書店 1989

VG1-H7048 阿部次郎句集 阿部次郎 阿部和子 昭和60
VG1-H6855 安倍亮追悼録 安倍能成 安倍能成 昭和24
VG1-H7334 アホウドリの青春不案内 阿奈井文彦 力富書房 昭和60[1985]
VG1-H10303 阿房の鳥飼 内田百閒 六興出版 1981[昭和56]
VG1-H4149 阿房列車 内田百間 三笠書房 昭和27
VG1-H8662 天達文子遺稿･追想集 天達文子先生記念会　編 天達文子先生記念会 1989
VG1-H4985 天野貞祐全集　第五巻 天野貞祐 栗田出版会 昭和45
VG1-H9227 天野貞祐全集　第1巻 天野貞祐 栗田出版会 1971[昭和46]
VG1-H9228 天野貞祐全集　第2巻 天野貞祐 栗田出版会 1971
VG1-H9229 天野貞祐全集　第3巻 天野貞祐 栗田出版会 1971
VG1-H9230 天野貞祐全集　第4巻 天野貞祐 栗田出版会 1970[昭和45]
VG1-H9231 天野貞祐全集　第5巻 天野貞祐 栗田出版会 1970
VG1-H9232 天野貞祐全集　第6巻 天野貞祐 栗田出版会 1971[昭和46]
VG1-H9233 天野貞祐全集　第7巻 天野貞祐 栗田出版会 1971
VG1-H9234 天野貞祐全集　第9巻　下 天野貞祐 栗田出版会 1972[昭和47]
VG1-H9235 天野貞祐全集　第9巻　下 天野貞祐 栗田出版会 1972
VG1-H8275 奄美･沖縄学文献資料目録　1987年9月 天久斉　照屋全芳　編 海風社 1988
VG1-H10221 アミエルの日記　(1) 河野與一　訳 岩波書店 1972
VG1-H4286 アミエルの日記　(一) アミエル 岩波書店 昭和47
VG1-H10222 アミエルの日記　(2) 河野與一　訳 岩波書店 1973
VG1-H4287 アミエルの日記　(二) アミエル 岩波書店 昭和47
VG1-H10223 アミエルの日記　(3) 河野與一　訳 岩波書店 1972
VG1-H4288 アミエルの日記　(三) アミエル 岩波書店 昭和47
VG1-H10224 アミエルの日記　(4) 河野與一　訳 岩波書店 1972
VG1-H4289 アミエルの日記　(四) アミエル 岩波書店 昭和47
VG1-H8310 雨あがりの朝 串田孫一 雪華社 1967
VG1-H11691 雨ニモマケズ　日本叢書4 谷川徹三 生活社 昭和20年
VG1-H531 雨の日 小林勇 文藝春秋社 昭和36
VG1-H3092 雨の降る日は天気が惡い 土井晩翠 大雄閣 昭和9
VG1-H546 アメリカ印象記 石山賢吉 ダイヤモンド社 昭和29
VG1-H5066 アメリカ往来 澁澤秀雄 東寶書店 昭和23
VG1-H5136 アメリカ合衆国共和党々史 ローズベルト･ニコラス USIS -

VG1-H3359 アメリカ合衆国史　(下巻)
チャールズ A, ビアード
メアリー　Ｒ.ビアード

岩波書店 昭和31

VG1-H3358 アメリカ合衆国史　(上巻)　改譯
チャールズ A, ビアード
メアリー　Ｒ.ビアード

岩波書店 昭和29

VG1-H2516 アメリカ合衆国新著作権法について メルヴィル･B･ニンマー 著作権資料協会 1979
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VG1-H2520 アメリカ合衆国著作権法 大山幸房　訳 著作権資料協会 昭和53
VG1-H2482 アメリカ合衆国著作権法　改正法立案に関する説明 ジョン･シュルマン 著作権資料協会 1966

VG1-H2466
アメリカ合衆国著作権法　法典表題17の1965年の改
正法案

－ 著作権資料協会 1966

VG1-H2418 アメリカ合衆国における著作者人格権の保護 土井輝生 著作権資料協会 1969

VG1-H2423
アメリカ合衆国における文学的および美術的著作物
の保護に対する万国著作権条約の効果

ウｫルター･J･デレンバーグ 著作権資料協会 1966

VG1-H5135 アメリカ合衆国民主党々史 バウアンズ･クラウデイ･G著 USIS -
VG1-H4636 アメリカ紀行 田中耕太郎 読売新聞社 昭和28
VG1-H5976 アメリカ雑誌全カタログ 常盤新平他　共同編集 冬樹社 1980
VG1-H3842 アメリカ思想から何を学ぶか 鶴見俊輔 中央公論社 昭和33
VG1-H5134 アメリカ史物語 コフマン 三笠書房 1951
VG1-H4908 アメリカ縱横記 服部武雄 交通毎日新聞社 昭和28

VG1-H1037
アメリカ出版界みたまま　第６回渡米出版販売専門
視察団報告書

第6回海外出版販売専門視察
団

日本出版販売 昭和46

VG1-H5149 アメリカ人の性生活
モーリス.L.アーンスト　デ
ヴィッド.ロース

曉書房 昭和24

VG1-H1651 アメリカ新聞見学の旅 武正大 新聞之新聞社 昭和43

VG1-H2360
アメリカ新聞發行者協會およびアメリカ新聞編集者
協會の活動

日本新聞協會 日本新聞協會 [昭和26]

VG1-H3992 アメリカ性革命報告 立花隆 文藝春秋 1979
VG1-H5086 アメリカ大学巡り 前田陽一 大修館書店 昭和36
VG1-H10547 アメリカ大統領 最高権力をつかんだ男たち 宇佐美滋 講談社 1988
VG1-H3006 アメリカとは何ぞや アンドレ･ジークフリード 世界文學社 昭和21
VG1-H6080 アメリカの雑誌を読むための辞書 坂下昇　ほか 新潮社 昭和56

VG1-H10779 アメリカの雑誌出版界
日本生産性本部雑誌調査団
編

日本雑誌協会 昭和38

VG1-H680 アメリカの雑誌出版界 日本生産性本部/雑誌調査団 日本雑誌協会 昭和38
VG1-H10333 アメリカの出版･書店 金平聖之助 ぱる出版 1992
VG1-H1026 アメリカの出版界 ハーバー社の出版経営 赤石正　栗田明子 出版同人 1974
VG1-H5291 アメリカの書店業界 － 首都圏ブックチェーン 昭和55
VG1-H627 アメリカの大学出版部 チェスターケル 東京大学出版会 1961
VG1-H9968 アメリカの日本語新聞 田村紀雄 新潮社 1991
VG1-H4542 アメリカの反省 ヘレン･ミアズ 文藝春秋新社 昭和28
VG1-H8454 アメリカの古本屋 オールド・ブック・コーナー 古平隆 胡蝶の会 昭和56
VG1-H8465 アメリカの古本屋　2 古平隆 胡蝶の会 昭和59
VG1-H4033 アメリカの編集者たち 常盤新平 集英社 1980
VG1-H7320 アメリカの編集者たち 常盤新平 新潮社 昭和61
VG1-H11792 ｱﾒﾘｶ文学遊覧 ホイットマン詩集「草の葉」百年記念 石井満 精華学園出版部 昭和30年
VG1-H5041 アメリカ留学の手引き 嘉治真三編 実業之日本社 昭和41
VG1-H10280 アメリカン･ベストセラー小説　38 亀井俊介 丸善 1992
VG1-H5975 危うし？文藝春秋　文春ジャーナリズム全批判 斎藤道一 ほか　著 第三文明社 1982
VG1-H9981 危うし？文藝春秋　文春ジャーナリズム全批判 斎藤道一 ほか　著 第三文明社 1982
VG1-H4932 あやしまるるの記 浜中浩 国文社 昭和46
VG1-H3104 誤りたる文字の讀方 高野弦月 小川尚榮堂 大正3

VG1-H9443
出版のあゆみ展 百万塔陀羅尼からＣＤ－ＲＯＭまで
展示会目録

国立国会図書館編 国立国会図書館 1988

VG1-H1398 新井直之のマスコミ日誌 新井直之
日本ジャーナリスト専門
学院出版部

1978

VG1-H4416 荒木寅三郎 古武弥四郎 伝記刊行鳳会 昭和32
VG1-H5054 あらくれ 徳田秋声 近代文学館 昭和45
VG1-H8302 荒小屋記 串田孫一 東京美術 1970
VG1-H10305 あらしのあと レヴェル・ランド続 ドラ･ド･ヨング 岩波書店 1952[昭和27]
VG1-H1165 嵐のなかの百年　学問弾圧小史 向坂逸郎 勁草書房 1952
VG1-H1219 嵐のなかの百年　学問弾圧小史 向坂逸郎 勁草書房 1953
VG1-H8266 新たな一歩を踏み出すために！ 青少年育成国民会議　編 青少年育成国民会議 1987
VG1-H6010 荒畑寒村　人と時代 寒村会　篇 マルジュ社 1982
VG1-H9576 あられ酒 斎藤緑雨 岩波書店 1948[昭和23]
VG1-H5071 アラン教育論 アラン 酣燈社 昭和24
VG1-H4187 有明詩抄 蒲原有明 岩波書店 昭和23
VG1-H2462 相賀祥宏君追悼録 相賀徹夫 小学館 昭和62
VG1-H8181 在りし日の歌 中原中也 日本近代文学館 昭和44
VG1-H1939 アリストテレス 三木清 岩波書店 昭和24
VG1-H5206 蟻の生活 ジュリアン･ハクスリイ 社會思想研究會出版部 昭和28
VG1-H4916 有法子 十河信二 交通協力会 昭和34
VG1-H1743 有山菘著作集　1 有山菘 日本図書館協会 1970
VG1-H1744 有山菘著作集　2 有山菘 日本図書館協会 1970
VG1-H1745 有山菘著作集　3 有山菘 日本図書館協会 1970
VG1-H3979 或る遺書について 塩尻公明 新潮社 昭和23
VG1-H5072 ある偃松の独白 中村清太郎 朋文堂 昭和35
VG1-H8134 或女　前編 有島武郎 日本近代文学館 1969[昭和44]

VG1-H8135 或女　後編 有島武郎 日本近代文学館 1969[昭和44]

VG1-H6644 或る女　悦楽記 黙陽生　著　青木信光　編 図書出版美学館 昭和56
VG1-H659 ある軌跡　未来社20年の記録 － 未来社 1972
VG1-H658 ある軌跡　未来社25年の記録 － 未来社 1976
VG1-H5889 ある軌跡　未来社30年の記録 － 未来社 1982
VG1-H10673 ある軌跡　未来社40年の記録 － 未来社 1992
VG1-H8311 あるきながらたべながら 串田孫一 鶴書房 1966
VG1-H3288 ある教師の昭和史 荻野末 一ツ橋書房 1970
VG1-H9522 歩く･みる･考える沖縄 － 沖縄時事出版社 昭和61
VG1-H8942 歩く書物　ブックマンが見た夢 津野海太郎 リブロポート 1986
VG1-H7214 歩く書物　ブックマンが見た夢 津野海太郎 リブロボート 昭和61
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VG1-H849 ある時代 安田武
日本エディタースクール
出版部

昭和52

VG1-H5118 或る市長のノート 脇鉄一 脇事務所 昭和39
VG1-H8989 ある出版人の肖像　矢部良策と創元社 大谷晃一 創元社 1988
VG1-H6550 ある書誌学者の犯罪　トマス･J･ワイズの生涯 高橋俊哉 河出書房新社 昭和58
VG1-H8833 ある魂の履歴書 中島和夫 武蔵野書房 1988
VG1-H3804 アルバム　東京文學散歩 野田宇太郎 創元社 昭和29
VG1-H14 ある夫婦の記録 寿岳文章　しづ 春秋社 昭和45

VG1-H7355
アルプスの谷に亜麻を紡いで オーストリアマリア・
ルカウ村の人びと

舟田詠子 筑摩書房 昭和61[1986]

VG1-H4182 アルプスの山の娘(ハイヂ) Ｊ.スピリ 岩波書店 昭和22

VG1-H842 ある編集者の作業日誌 松本昌次
日本エディタースクール
出版部

昭和54

VG1-H10568 あるヨーロッパ人のみたイスラム ジャン　クロード･バロー
ジャンニ･コミュニケー
ション

1992

VG1-H11102 荒れ野の40年　岩波ブックレット　55 － 岩波書店 1986
VG1-H3562 淡き綿飴のために  戦時下北方農民層の記録 一条ふみ ドメス出版 1976
VG1-H4821 泡のたはごと 長與善郎 ダヴィッド社 昭和32
VG1-H1131 暗黒日記 清澤洌 東洋経済新報社 昭和29
VG1-H1255 暗黒日記 清澤洌 東洋経済新報社 昭和29
VG1-H5741 アンチジャーナリズム入門　現代の眼　19巻2号 － 現代評論社 昭和53
VG1-H1439 アンテナは花ざかり ＮＨＫの舞台裏 － 鱒書房 昭和29

VG1-H5999 案内　世界の文学 渡辺京二
日本エディタースクール
出版部

1982

VG1-H1466 案内広告百年史  広告からみた世相 － ダヴィッド社 昭和45
VG1-H8185 暗夜行路 志賀直哉 日本近代文学館 昭和44
VG1-H4074 暗夜行路　後篇 志賀直哉 岩波書店 昭和23
VG1-H4075 暗夜行路　前編 志賀直哉 岩波書店 昭和27
VG1-H11072 安楽死　岩波ブックレット　24 松田道雄 岩波書店 1983
VG1-H11921 いいこね じょうじ ﾊﾁ･ﾌﾟﾛﾀﾞｸｼｮﾝ -
VG1-H7354 いいたいこといいたかったこと 松田道雄 筑摩書房 昭和55[1980]

VG1-H3621 イエイツ詩選 山宮允　訳編 吾妻書房 昭和30
VG1-H4497 イエス伝 二瓶要藏 警醒社 昭和38
VG1-H3155 イエスの生涯(下) エミール･ルウドウイヒ 社会思想研究会出版部 昭和27
VG1-H7003 イエスの時　ある外交通訳官のキリストへの証言 コーネリアス･K･飯田 USAコーネリアス･K･飯田 昭和60[1985]
VG1-H510 家の光三十五年小史 － 家の光協会 -
VG1-H454 家の光五十年の人と動きと 須賀田正雄 家の光協会 昭和51
VG1-H396 家の光の二十五年 － 家の光協会 昭和24
VG1-H5064 醫學と哲學 澤瀉久敬 創元社 昭和25
VG1-H8183 如何なる星の下に 高見順 日本近代文学館 昭和44
VG1-H6803 『いかに木を殺すか』を読む　他 － 日本書評センター 昭和60
VG1-H4895 いかにして二十世紀を生きのびるか 笠信太郎 文藝春秋新社 昭和39
VG1-H5097 いかになりゆくの記 浜中浩一 国文社 昭和51
VG1-H8298 烏賊の夢 串田孫一 青娥書房 1970
VG1-H10468 井狩春男書店  本の定食屋さん 井狩春男 モード学園出版局 1992
VG1-H3660 生きがいについて 神谷美恵子 みすず書房 昭和41
VG1-H4164 生き甲斐について 市原豐太 東和社 昭和26
VG1-H9364 生き様、川崎浩一カット詩集 川崎浩一 みなみ 1988
VG1-H962 生きていた絵文字の世界 山田勝美 玉川大学出版部 1977
VG1-H7447 生きているうちが花なのよ 編集現場で考える 和多田進 晩聲社 昭和61
VG1-H4983 生きゆく道 天野貞祐 細川書店 昭和23
VG1-H5749 英･佛･伊各国出張報告書 岡田温　市川泰治郎 国立国会図書館 昭和25
VG1-H8867 イギリス国学史 渡部昇一 研究社出版 1990
VG1-H9759 イギリス出版史 ジョン･フェザー 玉川大学出版部 1991

VG1-H8979 本の本　イギリス出版事情
マン･ピーター･H　著　河本
仲聖　栗原裕　訳

研究社出版 1987

VG1-H214 イギリス人 福原麟太郎 研究社 昭和43

VG1-H9303 イギリス便り
ヴォルテール　著　川西良
三　訳

日本評論社 1950[昭和25]

VG1-H8458 イギリスの古本屋 清水一嘉 胡蝶の会 昭和57
VG1-H7414 イギリス文芸出版史 出口保夫 研究社出版 昭和61
VG1-H8323 イギリス文芸出版史 出口保夫 研究社出版 1986
VG1-H3608 生きる 春野鶴子 學風書院 昭和35
VG1-H426 生きる力 佐藤義亮 新潮社 昭和14
VG1-H4509 生きんとて 倉田百三 角川書店 昭和31
VG1-H4174 イグアノドンの唄 第十冬の華 中谷宇吉郎 文藝春秋新社 昭和27
VG1-H6616 幾山河は越えたれど　私の自敍伝 長谷川政夫 長谷川政夫 昭和59
VG1-H10372 池島信平文集 池島信平 文藝春秋 1973[昭和48]
VG1-H8665 池辺三山　ジャーナリストの誕生 池辺一郎　富永健一　[著] みすず書房 1989

VG1-H6597
行こかメリケン･帰ろかジャパン　ハワイ移民の100
年

牛島秀彦 サイマル出版会 1978

VG1-H9372
囲碁將棋文化史展　その伝来から近代まで展示会目
録

国立国会図書館　編 国立国会図書館 1988[昭和63]

VG1-H3882 夷齋　筆談 石川淳 冨山房 昭和53
VG1-H3536 異才商人 倉本長治 商業界 昭和45
VG1-H4155 いささ村竹 内田百間 筑摩書房 昭和31

VG1-H2086 石井茂吉と写真植字機 －
写真植字機研究所石井茂
吉伝記編纂委員会

昭和44

VG1-H10679 石井茂吉と写真植字機 －
写真植字機研究所石井茂
吉伝記編纂委員会

昭和44

VG1-H4939 意志を表象としての世界　(一) ショーペンハウエル 創元社 昭和24
VG1-H4938 意志を表象としての世界　(二) ショーペンハウエル 創元社 昭和24
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VG1-H353 石川武美歌ノート五万首から － 主婦之友社 昭和36
VG1-H360 石川武美全集　第一巻 石川武美 石川文化事業財団 昭和55
VG1-H9236 石川武美全集　第1巻 石川武美 石川文化事業財団 1980[昭和55]

VG1-H361 石川武美全集　第二巻 石川武美 石川文化事業財団 昭和55
VG1-H9237 石川武美全集　第2巻 石川武美 石川文化事業財団 1980
VG1-H362 石川武美全集　第三巻 石川武美 石川文化事業財団 昭和55
VG1-H9238 石川武美全集　第3巻 石川武美 石川文化事業財団 1980
VG1-H363 石川武美全集　第四巻 石川武美 石川文化事業財団 昭和55
VG1-H9239 石川武美全集　第4巻 石川武美 石川文化事業財団 1980
VG1-H9240 石川武美全集　第5巻 石川武美 石川文化事業財団 1980
VG1-H5270 石川武美全集　第6巻 石川武美 石川文化事業財団 昭和55
VG1-H9241 石川武美全集　第6巻 石川武美 石川文化事業財団 1980
VG1-H6283 意識の海のものがたりへ 谷川雁 日本エディタースクール 1983
VG1-H10727 意識の問題 西田幾多郎 岩波書店 大正9
VG1-H3791 意識の問題 西田幾多郎 岩波書店 大正10
VG1-H5425 石黒忠篤先生追憶集 － － 昭和37
VG1-H556 いしずゑ 小川菊松 誠文堂新光社 昭和16
VG1-H4533 意志と表象としての世界　(三) ショーペンハウエル 創元社 昭和25
VG1-H4534 意志と表象としての世界　(四) ショーペンハウエル 創元社 昭和25
VG1-H295 石橋湛山 志村秀太郎 東明社 昭和41
VG1-H9136 石橋湛山全集　第13巻 石橋湛山 東洋経済新報社 昭和45
VG1-H9253 石原謙著作集　第1巻 石原謙 岩波書店 1978
VG1-H11728 石原謙著作集　10巻 石原謙 岩波書店 1979年
VG1-H11722 石原謙著作集　3巻 石原謙 岩波書店 1979年
VG1-H11723 石原謙著作集　4巻 石原謙 岩波書店 1979年
VG1-H11724 石原謙著作集　5巻 石原謙 岩波書店 1979年
VG1-H11725 石原謙著作集　7巻 石原謙 岩波書店 1979年
VG1-H11726 石原謙著作集　8巻 石原謙 岩波書店 1979年
VG1-H11727 石原謙著作集　9巻 石原謙 岩波書店 1979年
VG1-H9220 石原謙著作集　第11巻 石原謙 岩波書店 1979
VG1-H9218 石原謙著作集　第2巻 石原謙 岩波書店 1978
VG1-H9219 石原謙著作集　第6巻 石原謙 岩波書店 1979

VG1-H11778 石川武美全集　第5巻 石川武美
財団法人　石川文化事業
団

1980年

VG1-H11218
いじめ･体罰と父母の教育権　岩波ブックレット
191

今橋盛勝 岩波書店 1991

VG1-H5839 医歯薬学書総目録 － 医学書院 1960
VG1-H5706 異種日本人名辞書 宮武外骨 半狂堂 昭和6
VG1-H905 衣裳論 エリック･ギル 創元社 昭和42
VG1-H6096 異色出版社の研究 － 創出版 1982
VG1-H599 医書同業会八十周年誌 － 医書同業会 昭和46
VG1-H200 維新以来本邦書目ノ書目　1 天野敬太郎 間宮書店 1931
VG1-H201 維新以来本邦書目ノ書目　3 天野敬太郎 間宮書店 1931
VG1-H341 維新を語る 下中弥三郎 日本書房 昭和28
VG1-H342 維新を語る 下中弥三郎 平凡社 昭和9
VG1-H3829 維新革命史 全日本新聞連盟　編 全日本新聞連盟 昭和45
VG1-H3417 維新前後外國語圖書目録 － 東京外國語學校 昭和5
VG1-H7165 維新前夜の文学 杉浦明平 岩波書店 昭和42
VG1-333 偉人傳記叢書　18.キリスト 中川重 日本社 1931
VG1-333 偉人傳記叢書　19.ソクラテス 中川重 日本社 1931
VG1-333 偉人傳記叢書　23.ジヤンヌダルク 中川重 日本社 1931
VG1-333 偉人傳記叢書　24.世界探檢家傳 中川重 日本社 1931
VG1-333 偉人傳記叢書　25.世界發明家傳 中川重 日本社 1931
VG1-333 偉人傳記叢書　26.リンカーン 中川重 日本社 1931
VG1-333 偉人傳記叢書　27.ビスマルク 中川重 日本社 1931
VG1-333 偉人傳記叢書　31.ガリバルヂー 中川重 日本社 1931
VG1-333 偉人傳記叢書　32.ペスタロツチ 中川重 日本社 1931
VG1-333 偉人傳記叢書　33.ブース 中川重 日本社 1931
VG1-333 偉人傳記叢書　34.ガーフイールド 中川重 日本社 1931
VG1-333 偉人傳記叢書　35.ネルソン 中川重 日本社 1931
VG1-333 偉人傳記叢書　36.ルーズベルト 中川重 日本社 1931
VG1-333 偉人傳記叢書　37.ロイドジヨージ 中川重 日本社 1931
VG1-333 偉人傳記叢書　38.グラツトストーン 中川重 日本社 1931
VG1-333 偉人傳記叢書　39.フランクリン 中川重 日本社 1931
VG1-333 偉人傳記叢書　40.ガンヂー 中川重 日本社 1931
VG1-333 偉人傳記叢書　41.エヂソン 中川重 日本社 1931
VG1-333 偉人傳記叢書　42.フーバー 中川重 日本社 1931
VG1-333 偉人傳記叢書　43.セシルローズ 中川重 日本社 1931
VG1-333 偉人傳記叢書　44.マサリツク 中川重 日本社 1931
VG1-333 偉人傳記叢書　45.マクドナルド 中川重 日本社 1931
VG1-333 偉人傳記叢書　46.フォード 中川重 日本社 1931
VG1-333 偉人傳記叢書　47.ブッカー・ワシントン 中川重 日本社 1931
VG1-333 偉人傳記叢書　48.ナイチンゲール 中川重 日本社 1931
VG1-H8160 伊豆の踊子 川端康成 日本近代文学館 昭和44
VG1-H4073 泉へのみち 廣津和郎 朝日新聞社 昭和29
VG1-H10897 和泉書院　教科書目録　平成4年度用 － 和泉書院 -
VG1-H4429 泉のこだま 片山敏彦 アポロン社 1959
VG1-H8808 泉の楽　わかりやすい俳句集 堀口星眠 揺籃社 昭和62
VG1-H9940 イスラーム･ラディカリズム 五十嵐一 法蔵館 1990
VG1-H4246 伊勢物語 － 岩波書店 昭和39
VG1-H3403 依然として伸びる高定価の本 － 出版科学研究所 昭和40
VG1-H5102 磯田多佳女のこと 谷崎潤一郎 全國書房 昭和22
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VG1-H2994 イソップ物語 － 普光社 明治43
VG1-H10309 磯野家の謎 東京サザエさん学会 飛鳥新社 1992[平成4]
VG1-H10310 磯野家の謎　おかわり 東京サザエさん学会 飛鳥新社 1993[平成5]
VG1-H4191 伊曾保物語　天草本 － 岩波書店 昭和14
VG1-H3747 磯丸の生涯と和歌 中村淸 爾燈寮 昭和13

VG1-H2049 板紙界のチャンピオン　-高崎製紙- 福本邦雄　　(編)
フジ･インターナショナル
コンサルタント出版部

昭和38

VG1-H2032 板紙と共に七十年 稲垣正明 文友社洋紙店 昭和38
VG1-H2002 板紙物語 村瀬憲臣 三和紙業(株)出版部 昭和23

VG1-H11310 ｢委託｣反対運動資料集 －
みんなの京都市立図書館
社会教育センターをつく
る会

1980

VG1-H9822 いたずら小僧の手紙　ロック 細井富貴子 書舎　コイケ 1983
VG1-H3529 いたずらの発見 戸塚廉 双柿舎 1978
VG1-H6262 イタリア抵抗運動の遺書 － 冨山房 1983
VG1-H4423 イタリアに於けるゲーテの世界 菊池栄一 内田老鶴團 昭和36
VG1-H296 異端の言説･石橋湛山　(上) 小島直記 新潮社 昭和53
VG1-H297 異端の言説･石橋湛山　(下) 小島直記 新潮社 昭和53
VG1-H8040 一握の砂 石川啄木 日本近代文学館 1968
VG1-H177 一圓本流行の害毒と其裏面談 宮武外骨 有限社 昭和3
VG1-H814 一圓本流行の害毒と其裏面談 [宮武]外骨 有限社 昭和3
VG1-H4998 市川壽海舞臺寫眞集 菱田正男(編) 舞臺展望社 昭和28

VG1-H8702 一クエーカーの足跡
ローズ･エスターB記念出版
委員会　編

ローズ･エスターB記念出
版委員会

1980

VG1-H988 一月一話　読書こぼればなし 准陰生 岩波書店 1978
VG1-H9976 一期一会抄 戸川エマ 講談社 1985
VG1-H9977 一期一会抄 戸川エマ 講談社 1985
VG1-H7435 一古書肆の思い出　2 反町茂雄 平凡社 昭和61
VG1-H9029 一古書肆の想い出　4 反町茂雄 平凡社 1989
VG1-H6901 一語通信 石出好三郎 丸屋善七 明治13
VG1-H8792 一座建立　中勘助の手紙 稲森道三郎 六興出版 1987
VG1-H305 一商人の軌跡 松信泰輔 有隣堂 昭和52
VG1-H3012 一年有半 中江篤介 博文館 明治34
VG1-H4614 いちはつの花 － 速水啓二 昭和35

VG1-H9340
一枚起請文　歎異鈔　法然と親鸞の信仰(仏教聖典を
語る叢書　13)

倉田百三 大東出版社 1934[昭和9]

VG1-H4485 胃腸強健法百話 平野啓司 白揚社 昭和17
VG1-H3774 一葉誕生 和田芳恵 現代書館 昭和44
VG1-H9470 一流編集者の頭の中身 北川紘洋 はまの出版 1990
VG1-H10765 一貫章義 幸田成行 教学局 昭和13
VG1-H2929 一巻の人 東畑精一 東畑精一 昭和35
VG1-H10599 一古書肆の思い出　5 反町茂雄 平凡社 1992
VG1-H1691 一冊の本　全 － 雪華社 昭和51
VG1-H933 一冊の本 － PHP研究所 昭和51
VG1-H5200 一茶と良寛と芭蕉 相馬御風 創元社 昭和26
VG1-H1313 一週間は飛んでいく 田中利一 有紀書房 昭和34

VG1-H11607 一心太助　全
蘆野萬吉　講演者
加藤由太郎　速記

文事堂 明治33年

VG1-H11916 いっすんぼうし 高橋宏幸 岩崎書店 1983年
VG1-H2889 一誠堂古書籍目録 － 一誠堂書店 大正14
VG1-H6591 一誠堂古書目録　第五十八号 一誠堂書店 一誠堂書店 昭和57
VG1-1634 一誠堂古書目録　第64号 一誠堂書店 1987
VG1-1634 一誠堂古書目録　第72号 一誠堂書店 1991
VG1-H9709 いつでも青春 堀川とし 力富書房 1984
VG1-H9146 一刀斎の古本市 森毅 日本評論社 1990
VG1-H532 一本の道 小林勇 岩波書店 昭和50
VG1-H9147 いつも読みたい本ばかり 渡辺一枝 講談社 1989
VG1-H8249 逸話に生きる菊池寛 － 文藝春秋 1987
VG1-H9684 逸話に生きる菊池寛 菊池寛 文藝春秋 1989
VG1-H5877 伊東記念文庫目録 － 印刷図書館 昭和42
VG1-H5878 伊東記念文庫目録 － 印刷図書館 昭和42
VG1-H1075 伊東記念文庫目録　伊東亮次 － 印刷図書館 昭和42
VG1-H4674 糸ぐるま随筆 武藤絲泊 四季社 昭和28
VG1-H6745 愛しき者へ　上 中野重吉 中央公論社 昭和58
VG1-H6746 愛しき者へ　下 中野重吉 中央公論社 昭和59
VG1-H9190 稲垣達郎学芸文集　1 稲垣達郎 筑摩書房 1982
VG1-H9191 稲垣達郎学芸文集　2 稲垣達郎 筑摩書房 1982
VG1-H9192 稲垣達郎学芸文集　3 稲垣達郎 筑摩書房 1982
VG1-H8034 田舎教師 田山花袋 日本近代文学館 1968
VG1-H4657 稲田康彦 － 稲田虎彦 昭和18
VG1-H8667 稲沼瑞穂さん － 稲沼さんを偲ぶ会 1986
VG1-H10216 犬 中勘助 岩波書店 1985
VG1-H6874 犬､島守 中勘助 岩波書店 大正13

VG1-H3624 井上角五郎先生傅 近藤吉雄　編
井上角五郎先生傅記編纂
曾

昭和18

VG1-H8593 井上眼科病院百年史 － 井上眼科病院 1983
VG1-H1605 井上先生　古希記念　新聞学論集 － [記載なし] 昭和35
VG1-H11159 井上ひさしのコメ講座　岩波ブックレット　133 井上ひさし 岩波書店 1989
VG1-H2080 井上源之丞 佐藤文四郎 井上篤 昭和29
VG1-H5059 井の外の蛙 福田蘭童 実業之日本社 昭和35
VG1-H6618 いのちと命のあいだに 丸岡秀子 筑摩書房 1984
VG1-H11152 いのちの重さ　岩波ブックレット　126 澤地久枝 岩波書店 1989
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VG1-H3024 命之安賣 尾崎紅葉 春陽堂 昭和24
VG1-H11705 茨城の風土と近代文学 木戸清平 新風土記社 昭和56年
VG1-H6072 茨の道 小貫英 協和出版販売 昭和56
VG1-H9913 イフヰ　ゲーニエ ゲーテ 岩波書店 1923[大正12]
VG1-H6001 異文化間コミュニケーション ジョン･コンドン サイマル出版会 1980
VG1-H1281 異邦の薫り 福永武彦 新潮社 昭和54
VG1-H8000 日本博物学事始　描かれた自然　1 サントリー美術館 サントリー美術館 昭和62
VG1-H918 異本論 外山滋比古 みすず書房 1978
VG1-H7303 いま､なぜ「文化」の時代か 渡部昇一　[等] 講談社 1985
VG1-H11071 いま､水俣病は?　岩波ブックレット　23 原田正純　宮本憲一 岩波書店 1983
VG1-H6142 いまー子どもの本がうまれる アン･ペロウスキー ほるぷ出版 1982
VG1-H10951 今井清一教授著作目録 － [横浜市立大学] 平成元
VG1-H11092 いま教育に欠けているもの　岩波ブックレット　45 谷昌恒 岩波書店 1985
VG1-H10953 いま中学生が訴えたいこと　昭和59年度 青少年育成国民会議　編 青少年育成国民会議 昭和60
VG1-H10954 いま中学生が訴えたいこと　昭和61年度 青少年育成国民会議　編 青少年育成国民会議 昭和62
VG1-H9291 いま中学生が訴えたいこと　昭和62年度 青少年育成国民会議　編 青少年育成国民会議 1988[昭和63]
VG1-H10955 いま中学生が訴えたいこと　昭和63年度 青少年育成国民会議　編 青少年育成国民会議 平成元

VG1-H9517 いま手に入るCD-ROM一覧 －
日本印刷技術協会
(JAGAT)

1990

VG1-H4803 今の日本 小泉信三 慶友社 昭和25
VG1-H7381 今の日本 小泉信三 慶友社 昭和25
VG1-H3982 意味喪失の時代に生きる 大塚久雄 日本基督教団出版局 1979
VG1-H8757 イミダス･情報･知識　1989 － 集英社 1989

VG1-H6742 イメージの鎖　絵画のかたちと意味 梅田一穂
日本エディタースクール
出版部

1984

VG1-H3822 イメージの冒険　1　地図 － 河出書房新社 昭和53
VG1-H3821 イメージの冒険　2　絵本 － 河出書房新社 昭和53
VG1-H3820 イメージの冒険　3　文字 － 河出書房新社 昭和53
VG1-H311 遺容 － 千倉書房 昭和29
VG1-H576 遺容 － 千倉書房 昭和29
VG1-H3669 イラスト歳時記<新聞イラスト百年史> 長瀬宝　編著 グラフィック社 1971
VG1-H3173 入木道　三部集 　附・本朝能書伝 岡麓校訂 岩波書店 昭和14
VG1-H8044 刺青 谷崎潤一郎 日本近代文学館 1968
VG1-H8798 色機嫌　女、おんな、また女 村松暎 彩古書房 1989
VG1-H3424 いろは新聞 興津要 － 1963
VG1-H4993 葦蘆葉の屑籠 亀井高孝 時事通信社 昭和44
VG1-H4499 岩下神父の生涯 小林珍雄 中央出版社 昭和36
VG1-H9792 岩波茂雄伝 安倍能成 岩波書店 1972
VG1-H4418 岩田豊　遺稿 高村武次　編 高村武次 昭和25
VG1-H1960 岩手県雑誌変遷史 高橋九一　(編) 高橋九一 昭和33
VG1-1111 岩波グラフィックス : Iwanami Graphics　20 岩波書店 1984
VG1-H3713 岩波講座現代思想　1 － 岩波書店 昭和31
VG1-H3714 岩波講座現代思想　2 － 岩波書店 昭和31
VG1-H10764 岩波講座　国語教育　<国語教育の学的機構> 久松潜一　ほか 岩波書店 昭和12
VG1-H10763 岩波講座　国語教育　<日本学の体系と国民教育> 河野省三　安倍能成 岩波書店 昭和12
VG1-H449 岩波講座世界文學西洋文學翻譯年表 木村毅　斉藤昌三 岩波書店 昭和8
VG1-H520 岩波茂雄 山崎安雄 時事通信社 昭和36
VG1-H5969 岩波茂雄 村上一郎 砂子屋書房 昭和57
VG1-H7455 岩波茂雄　ひとと知のコンダクター 宮坂勝彦編 銀河書房 昭和61[1986]
VG1-H524 岩波茂雄傳 安倍能成 岩波書店 昭和32
VG1-H525 岩波茂雄傳 安倍能成 岩波書店 昭和32
VG1-H9967 岩波茂雄伝 安倍能成 岩波書店 1957
VG1-H5318 岩波写真文庫目録 － 岩波書店 昭和32
VG1-H10784 岩波情報科学辞典 長尾真　ほか　編 岩波書店 1990
VG1-H5676 岩波書店　企画関係文書 － － 昭和28
VG1-H219 岩波書店五十年 － 岩波書店 1963
VG1-H7507 岩波書店五十年 － 岩波書店 昭和38[1963]

VG1-H767 岩波書店五十年 － 岩波書店 1964
VG1-H7506 岩波書店七十年 － 岩波書店 昭和62[1987]

VG1-H2867 岩波書店住所録 － 岩波書店 昭和38
VG1-H2873 岩波書店出版図書目録　1954年版 － 岩波書店 昭和29
VG1-H2874 岩波書店出版図書目録　1958年春版 － 岩波書店 昭和33
VG1-H7617 岩波書店出版図書目録　1976　2 － 岩波書店 昭和51
VG1-H1931 岩波書店出版圖書目録　昭和25年3月1日現在在庫 － 岩波書店 -
VG1-H1265 岩波新書　解説目録 － 岩波書店 1959
VG1-H7623 岩波新書解説目録　1959年春 － 岩波書店 昭和34
VG1-H9099 岩波新書の50年 岩波書店編集部　編 岩波書店 1988
VG1-H9100 岩波新書の50年 岩波書店編集部　編 岩波書店 1988
VG1-H1970 岩波新書目録 － 岩波書店 1958
VG1-H9500 岩波西洋人名辭典 亀井高孝　等編 岩波書店 昭和7
VG1-H10210 岩波哲学辞典 岩波書店　編 岩波書店 1922
VG1-H3524 岩波哲學小辭典 伊藤吉之助　編 岩波書店 昭和13
VG1-H5422 岩波哲学小辞典 伊藤吉之助編 岩波書店 昭和22
VG1-H8260 岩波文庫　86 岩波書店　[編] 岩波書店 1986
VG1-H475 岩波文庫　解説目録 － 岩波書店 昭和30
VG1-H476 岩波文庫　解説目録 － 岩波書店 昭和31
VG1-H8406 岩波文庫　解説目録 岩波書店　編 岩波書店 1986
VG1-H1705 岩波文庫　解説目録　1959春 － 岩波文庫 1959
VG1-H9567 岩波文庫　解説目録　昭和27年現在 － 岩波書店 1949[昭和24]
VG1-H9568 岩波文庫　解説目録　昭和28年現在 － 岩波書店 1953

VG1-H535
岩波文庫をめぐる文豪秘話  漱石・鴎外・茂吉・露
伴・寅彦

山崎安雄 出版ニュース社 昭和39
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VG1-H7917 岩波文庫総目録　1927-1987 岩波文庫編集部　編 岩波書店 1987
VG1-H8370 岩波文庫総目録　1927-1987 岩波文庫編集部　編 岩波書店 1987
VG1-H539 岩波文庫物語 山崎安雄 白鳳社 昭和37
VG1-H5660 岩波文庫物語 山崎安雄 － 昭和36
VG1-H729 岩波文庫物語 山崎安雄 白鳳社 昭和37
VG1-H10638 岩波物語　私の戦後史 塙作楽 塙作楽著作刊行会 1990
VG1-H6677 岩波雄一郎の思ひ出 岩波雄二郎 岩波雄二郎 昭和26
VG1-H145 巖本善治 － 共栄社 1974
VG1-H10377 巖本善治　女学雑誌派連環 磯崎嘉治 共栄社 1974
VG1-H7174 インキヨノメタマ　 西へ西へ 原文次郎 明治印刷 大正7
VG1-H2120 いんさつ － 内外出版印刷　(株) 昭和5
VG1-H6164 印刷･製版業界 杉田寿夫 教育社 1982
VG1-H7600 印刷･製本･取次に関する野間賞要項　第24回 － 野間奉公会 昭和51
VG1-H8548 印刷インキ工業史 － 印刷インキ工業連合会 昭和63
VG1-H2566 印刷界10月－3月　131号－136号 － 日本印刷新聞社 昭和40
VG1-H2563 印刷界10月－3月　35号－40号 － 日本印刷工芸 昭和32
VG1-H5826 印刷界　2040 美作太郎 日本印刷新聞社 昭和49
VG1-H2565 印刷界3月－9月　29号－34号 － 日本印刷新聞社 昭和31
VG1-H2564 印刷界4月－9月　125号－130号 － 日本印刷新聞社 昭和39
VG1-H2567 印刷界4月－9月　77号－82号 － 日本印刷新聞社 昭和35
VG1-H2568 印刷界4月－9月　137号－142号 － 日本印刷新聞社 昭和40
VG1-H2113 印刷ガイド 関善造 誠文堂新光社 昭和46
VG1-H2140 印刷ガイド 関善造 誠文堂新光社 昭和45
VG1-H6352 印刷ガイド 関善造 誠文堂新光社 昭和49
VG1-H2073 印刷界の内幕 船山豪 現代企業研究会 1978
VG1-H2106 印刷科学入門 山本隆太郎 印刷学会出版部 昭和46

VG1-H8331 印刷革命
アイゼンステイン･エリザベ
ス

みすず書房 1987

VG1-H9013 印刷革命
アイゼンステイン･エリザベ
ス　著　小川昭子　[ほか]
共訳

みすず書房 1987

VG1-H9014 印刷革命
アイゼンステイン･エリザベ
ス　著　小川昭子　[ほか]
共訳

みすず書房 1987

VG1-H2237 印刷企画と制作 － 印刷出版研究所 昭和39
VG1-H2145 印刷術入門 馬渡務 印刷学会出版部 昭和25
VG1-H2129 印刷技術のあゆみ展 － 朝日新聞 1979
VG1-H10251 印刷業界 杉田寿夫 教育社 1987
VG1-H4028 印刷業界 杉田寿夫 教育社 1977
VG1-H2088 印刷業実態調査報告書 － 通商産業省繊維局紙業課 昭和40

VG1-H2240 印刷京都 －
京都府印刷紙工業協同組
合

[昭和27]

VG1-H2125 印刷業の経営読本 印刷同友会　(編) 日本印刷新聞社 昭和32
VG1-H2135 印刷局五十年略史 － 印刷局 大正10
VG1-H1152 印刷小僧 トム･ゴールド 朋文社 昭和31
VG1-H889 印刷こぼれ話 山本隆太郎 印刷学会出版部 昭和53
VG1-H2460 印刷された著作権物の写真複製に関する問題点 － 著作権資料協会 1974
VG1-H6351 印刷産業最前線 (新聞記者の見た） － 印刷学会出版部 1983
VG1-H2228 印刷産業綜欖 昭和12年度版 鈴木丑蔵 印刷往来社 昭和12
VG1-H5372 印刷術講座　上巻 郡山幸男 印刷雑誌社 昭和17
VG1-H2065 印刷術入門 馬渡務 印刷学会出版部 昭和24
VG1-H2091 印刷術發達史 矢野道也 大阪出版社 昭和2
VG1-H3849 印刷出版労働者の賃金 横山和雄 労働旬報社 昭和43
VG1-H6824 印刷･製版業界 杉田寿夫 教育社 昭和59
VG1-H1964 印刷セールスベテランの365日 山岡謹七 日本印刷新聞社 昭和42
VG1-H2136 印刷綜欖 － 日本印刷タイムス [     ]
VG1-H5933 印刷ダイジェスト 馬渡務 印刷学会出版部 昭和40
VG1-H2213 印刷デザイン 小池光三 ダヴィッド社 1968
VG1-H5637 印刷とうまくつき合う法 園部実 ダヴィッド社 1979
VG1-H2089 印刷同友会20年史 － 印刷同友会 昭和36
VG1-H2094 印刷と紙の話　：　知っておかねばならぬ　訂 瀬良倭喜太 榮文堂出版部 昭和11
VG1-H2096 印刷讀本 郡山幸男 印刷雑誌社 昭和17
VG1-H5695 印刷と校正　言語生活　69号 － 筑摩書房 昭和32
VG1-H2092 印刷と出版の實際知識 厚田正二 二松堂書店 昭和9
VG1-H2141 印刷と出版の話　出版知識 厚田正二 富文館書店 昭和14
VG1-H1965 印刷の社会学　成長産業のその内幕　改訂版 － 日本印刷新聞社 昭和44
VG1-H2134 印刷の社会学　成長産業のその内幕　改訂版 － 日本印刷新聞社 昭和44
VG1-H2143 印刷の知識 倉田宏 ローラン社 昭和25
VG1-H2146 印刷の知識　解説 － 中部印刷工業会 昭和30
VG1-H2185 印刷の発注と受注 吉田雄太郎 印刷学会出版部 昭和40
VG1-H9965 印刷の話 － 三省堂 1938
VG1-H2226 印刷発注の実務 － 経済調査出版部 昭和51
VG1-H8289 印刷発注の知識 野村保恵　功力晃 経済調査会 1988
VG1-H2108 印刷発注マニュアル 増改訂12版 澤田和雄 文化社 昭和45

VG1-H6353 印刷ハンドブック －
日本貿易センターユニコ
ン企画

1979

VG1-H2227 印刷ハンドブック　活版製版技術編 下谷修久　(編) 東京都印刷工業組合 昭和46
VG1-H2127 印刷美学　黄金率 矢野矢 春陽堂 昭和7
VG1-H2576 印刷百科事典　1966年版 － 印刷時報社 昭和40
VG1-H110 印刷文化史 庄司浅水 印刷学会出版部 昭和32
VG1-H111 印刷文化史 庄司浅水 東京都 1957
VG1-H96 印刷文化史 庄司淺水 印刷学会出版部 昭和48
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VG1-H54 印刷文化史年表 － 中部印刷工業会 昭和30
VG1-H8552 印刷文化典記念誌　第22回 － 日本印刷工業会 1976
VG1-H7183 印刷文化の招待状 印刷時報社　編 兵庫県印刷工業組合 昭和56
VG1-H2144 印刷文化の黎明　本木昌造の生涯 柴田四郎 日本印刷新聞社 昭和29
VG1-H2569 印刷文明史　第ニ巻 島屋政一 五月書房 昭和55
VG1-H2570 印刷文明史　第ニ巻 島屋政一 印刷文明史刊行會 昭和8
VG1-H2571 印刷文明史　第三巻 島屋政一 印刷文明史刊行會 昭和8
VG1-H2572 印刷文明史　第四巻 島屋政一 印刷文明史刊行會 昭和8
VG1-H2573 印刷文明史　第五巻 島屋政一 印刷文明史刊行會 昭和8
VG1-H5391 印刷文明史　別巻 島屋政一 五月書房 昭和55
VG1-H9544 印刷料金算出法 佐伯卓造 大阪出版社 1926[大正15]
VG1-H2122 印刷料金の實際 三谷幸吉 印刷改造社 昭和2
VG1-H527 隠者の焔 小林勇 文藝春秋 昭和46
VG1-H4183 隠者の夕暮れ､シュタンツだより ペスタロッチ 岩波書店 昭和18
VG1-H11678 引照　新約全書 米國聖書會社 日本横濱印 1880年
VG1-H11342 インターナショナル･セクション資料　231 － － 1968
VG1-H11343 インターナショナル･セクション資料　232 － － 1968
VG1-758 インターナショナル･セクション資料　241 － － 1967
VG1-758 インターナショナル･セクション資料　260 － － 1968
VG1-758 インターナショナル･セクション資料　261 － － 1968
VG1-758 インターナショナル･セクション資料　263 － － 1968
VG1-758 インターナショナル･セクション資料　274 － － 1968
VG1-758 インターナショナル･セクション資料　278 － － 1968
VG1-758 インターナショナル･セクション資料　279 － － 1968
VG1-758 インターナショナル･セクション資料　280 － － 1968
VG1-758 インターナショナル･セクション資料　281 － － 1968
VG1-758 インターナショナル･セクション資料　282 － － 1968
VG1-758 インターナショナル･セクション資料　283 － － 1968
VG1-H11344 インターナショナル･セクション資料　284 － － 1968
VG1-758 インターナショナル･セクション資料　284 － － 1968
VG1-758 インターナショナル･セクション資料　285 － － 1968
VG1-758 インターナショナル･セクション資料　286 － － 1968
VG1-758 インターナショナル･セクション資料　287 － － 1968
VG1-H11345 インターナショナル･セクション資料　288 － － 1968
VG1-758 インターナショナル･セクション資料　288 － － 1968
VG1-758 インターナショナル･セクション資料　290 － － 1968
VG1-758 インターナショナル･セクション資料　291 － － 1968
VG1-758 インターナショナル･セクション資料　297 － － 1968
VG1-758 インターナショナル･セクション資料　298 － － 1968
VG1-758 インターナショナル･セクション資料　300 － － 1968
VG1-758 インターナショナル･セクション資料　301 － － 1968
VG1-758 インターナショナル･セクション資料　302 － － 1968
VG1-758 インターナショナル･セクション資料　303 － － 1968
VG1-758 インターナショナル･セクション資料　304 － － 1968
VG1-758 インターナショナル･セクション資料　305 － － 1968
VG1-758 インターナショナル･セクション資料　306 － － 1968
VG1-758 インターナショナル･セクション資料　307 － － 1968
VG1-758 インターナショナル･セクション資料　308 － － 1968
VG1-758 インターナショナル･セクション資料　309 － － 1968
VG1-758 インターナショナル･セクション資料　310 － － 1968
VG1-758 インターナショナル･セクション資料　311 － － 1968
VG1-H11346 インターナショナル･セクション資料　313 － － 1968
VG1-758 インターナショナル･セクション資料　314 － － 1968
VG1-758 インターナショナル･セクション資料　315 － － 1968
VG1-758 インターナショナル･セクション資料　316 － － 1968
VG1-758 インターナショナル･セクション資料　317 － － 1968
VG1-758 インターナショナル･セクション資料　317 － － 1968
VG1-758 インターナショナル･セクション資料　319 － － 1968
VG1-758 インターナショナル･セクション資料　320 － － 1968
VG1-758 インターナショナル･セクション資料　322 － － 1968
VG1-758 インターナショナル･セクション資料　323 － － 1968
VG1-758 インターナショナル･セクション資料　324 － － 1968
VG1-758 インターナショナル･セクション資料　325 － － 1968
VG1-758 インターナショナル･セクション資料　327 － － 1968
VG1-H11347 インターナショナル･セクション資料　329 － － 1968
VG1-758 インターナショナル･セクション資料　335 － － 1968
VG1-H11348 インターナショナル･セクション資料　337 － － 1969
VG1-758 インターナショナル･セクション資料　341 － － 1968
VG1-758 インターナショナル･セクション資料　342 － － 1968
VG1-758 インターナショナル･セクション資料　343 － － 1968
VG1-758 インターナショナル･セクション資料　344 － － 1968
VG1-758 インターナショナル･セクション資料　345 － － 1968
VG1-758 インターナショナル･セクション資料　346 － － 1968
VG1-758 インターナショナル･セクション資料　347 － － 1968
VG1-758 インターナショナル･セクション資料　348 － － 1968
VG1-758 インターナショナル･セクション資料　349 － － 1968
VG1-758 インターナショナル･セクション資料　350 － － 1969
VG1-758 インターナショナル･セクション資料　351 － － 1969
VG1-758 インターナショナル･セクション資料　352 － － 1969
VG1-758 インターナショナル･セクション資料　353 － － 1969
VG1-758 インターナショナル･セクション資料　354 － － 1969
VG1-758 インターナショナル･セクション資料　355 － － 1969
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VG1-758 インターナショナル･セクション資料　356 － － 1969
VG1-758 インターナショナル･セクション資料　357 － － 1969
VG1-758 インターナショナル･セクション資料　358 － － 1969
VG1-758 インターナショナル･セクション資料　359 － － 1969
VG1-758 インターナショナル･セクション資料　360 － － 1969
VG1-758 インターナショナル･セクション資料　361 － － 1969
VG1-758 インターナショナル･セクション資料　362 － － 1969
VG1-758 インターナショナル･セクション資料　363 － － 1969
VG1-758 インターナショナル･セクション資料　364 － － 1969
VG1-758 インターナショナル･セクション資料　365 － － 1969
VG1-758 インターナショナル･セクション資料　366 － － 1969
VG1-758 インターナショナル･セクション資料　367 － － 1969
VG1-758 インターナショナル･セクション資料　369 － － 1969
VG1-758 インターナショナル･セクション資料　370 － － 1969
VG1-758 インターナショナル･セクション資料　371 － － 1969
VG1-758 インターナショナル･セクション資料　372 － － 1969
VG1-758 インターナショナル･セクション資料　373 － － 1969
VG1-758 インターナショナル･セクション資料　374 － － 1969
VG1-758 インターナショナル･セクション資料　375 － － 1969
VG1-758 インターナショナル･セクション資料　376 － － 1969
VG1-758 インターナショナル･セクション資料　377 － － 1969
VG1-758 インターナショナル･セクション資料　378 － － 1969
VG1-758 インターナショナル･セクション資料　379 － － 1969
VG1-758 インターナショナル･セクション資料　380 － － 1969
VG1-758 インターナショナル･セクション資料　381 － － 1969
VG1-758 インターナショナル･セクション資料　382 － － 1969
VG1-758 インターナショナル･セクション資料　383 － － 1969
VG1-758 インターナショナル･セクション資料　384 － － 1969
VG1-758 インターナショナル･セクション資料　384 － － 1969
VG1-758 インターナショナル･セクション資料　385 － － 1969
VG1-758 インターナショナル･セクション資料　387 － － 1969
VG1-758 インターナショナル･セクション資料　388 － － 1969
VG1-758 インターナショナル･セクション資料　389 － － 1969
VG1-758 インターナショナル･セクション資料　390 － － 1969
VG1-758 インターナショナル･セクション資料　391 － － 1969
VG1-758 インターナショナル･セクション資料　393 － － 1969
VG1-758 インターナショナル･セクション資料　394 － － 1969
VG1-758 インターナショナル･セクション資料　395 － － 1969
VG1-758 インターナショナル･セクション資料　396 － － 1969
VG1-H11349 インターナショナル･セクション資料　398 － － 1969
VG1-758 インターナショナル･セクション資料　398 － － 1969
VG1-758 インターナショナル･セクション資料　399 － － 1969
VG1-758 インターナショナル･セクション資料　400 － － 1969
VG1-758 インターナショナル･セクション資料　401 － － 1969
VG1-758 インターナショナル･セクション資料　402 － － 1969
VG1-758 インターナショナル･セクション資料　403 － － 1969
VG1-758 インターナショナル･セクション資料　404 － － 1969
VG1-758 インターナショナル･セクション資料　405 － － 1969
VG1-758 インターナショナル･セクション資料　407 － － 1969
VG1-758 インターナショナル･セクション資料　408 － － 1969
VG1-758 インターナショナル･セクション資料　409 － － 1969
VG1-758 インターナショナル･セクション資料　410 － － 1969
VG1-758 インターナショナル･セクション資料　411 － － 1969
VG1-758 インターナショナル･セクション資料　412 － － 1969
VG1-758 インターナショナル･セクション資料　413 － － 1969
VG1-758 インターナショナル･セクション資料　414 － － 1969
VG1-758 インターナショナル･セクション資料　416 － － 1969
VG1-758 インターナショナル･セクション資料　417 － － 1969
VG1-758 インターナショナル･セクション資料　418 － － 1969
VG1-758 インターナショナル･セクション資料　419 － － 1969
VG1-758 インターナショナル･セクション資料　420 － － 1969
VG1-758 インターナショナル･セクション資料　421 － － 1969
VG1-758 インターナショナル･セクション資料　422 － － 1969
VG1-758 インターナショナル･セクション資料　424 － － 1969
VG1-758 インターナショナル･セクション資料　425 － － 1969
VG1-758 インターナショナル･セクション資料　427 － － 1969
VG1-758 インターナショナル･セクション資料　431 － － 1969
VG1-758 インターナショナル･セクション資料　432 － － 1969
VG1-758 インターナショナル･セクション資料　433 － － 1969
VG1-758 インターナショナル･セクション資料　434 － － 1969
VG1-758 インターナショナル･セクション資料　435 － － 1969
VG1-758 インターナショナル･セクション資料　436 － － 1969
VG1-758 インターナショナル･セクション資料　437 － － 1969
VG1-758 インターナショナル･セクション資料　440 － － 1969
VG1-758 インターナショナル･セクション資料　442 － － 1969
VG1-758 インターナショナル･セクション資料　444 － － 1969
VG1-758 インターナショナル･セクション資料　445 － － 1969
VG1-758 インターナショナル･セクション資料　447 － － 1969
VG1-758 インターナショナル･セクション資料　448 － － 1969
VG1-758 インターナショナル･セクション資料　449 － － 1969
VG1-758 インターナショナル･セクション資料　450 － － 1969
VG1-H11350 インターナショナル･セクション資料　451 － － 1969
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VG1-758 インターナショナル･セクション資料　451 － － 1969
VG1-H11351 インターナショナル･セクション資料　452 － － 1969
VG1-758 インターナショナル･セクション資料　452 － － 1969
VG1-H11352 インターナショナル･セクション資料　453 － － 1969
VG1-758 インターナショナル･セクション資料　453 － － 1969
VG1-H11353 インターナショナル･セクション資料　454 － － 1969
VG1-758 インターナショナル･セクション資料　454 － － 1969
VG1-H11354 インターナショナル･セクション資料　455 － － 1969
VG1-758 インターナショナル･セクション資料　455 － － 1969
VG1-H11355 インターナショナル･セクション資料　456 － － 1969
VG1-758 インターナショナル･セクション資料　456 － － 1969
VG1-758 インターナショナル･セクション資料　457 － － 1969
VG1-758 インターナショナル･セクション資料　458 － － 1969
VG1-758 インターナショナル･セクション資料　459 － － 1969
VG1-758 インターナショナル･セクション資料　461 － － 1969
VG1-758 インターナショナル･セクション資料　462 － － 1969
VG1-758 インターナショナル･セクション資料　463 － － 1969
VG1-758 インターナショナル･セクション資料　464 － － 1969
VG1-758 インターナショナル･セクション資料　465 － － 1969
VG1-758 インターナショナル･セクション資料　466 － － 1969
VG1-758 インターナショナル･セクション資料　467 － － 1969
VG1-758 インターナショナル･セクション資料　468 － － 1969
VG1-758 インターナショナル･セクション資料　469 － － 1969
VG1-758 インターナショナル･セクション資料　470 － － 1969
VG1-758 インターナショナル･セクション資料　471 － － 1969
VG1-758 インターナショナル･セクション資料　472 － － 1969
VG1-758 インターナショナル･セクション資料　473 － － 1969
VG1-758 インターナショナル･セクション資料　474 － － 1970
VG1-758 インターナショナル･セクション資料　475 － － 1970
VG1-758 インターナショナル･セクション資料　476 － － 1970
VG1-758 インターナショナル･セクション資料　477 － － 1970
VG1-758 インターナショナル･セクション資料　478 － － 1970
VG1-758 インターナショナル･セクション資料　479 － － 1970
VG1-758 インターナショナル･セクション資料　480 － － 1970
VG1-758 インターナショナル･セクション資料　481 － － 1970
VG1-H2154 インダストリアル･ダイナミックス J.W.フォレスター 紀伊國屋書店 1971
VG1-H237 インタビューの研究 堀川直義 朝日新聞社 1952
VG1-H8008 インデックスその作り方･使い方 緒方良彦 産業能率大学出版部 1986[昭和61]

VG1-H9069 インテリジェント図書館
ハンター･エリック　著　青
木利行　訳

雄松堂出版 1988

VG1-H896 引用の想像力 宇波彰 冬樹社 昭和54
VG1-H5423 ヴィクトリア女王 － 冨山房 昭和56
VG1-H10227 ウィリアム･モリス 小野二郎 中央公論社 1992
VG1-H2192 ウィリアム･モリス 小野二郎 中央公論社 昭和48

VG1-H8872 ウィリアム･モリス
スタンスキー･ピーター　著
草光俊雄　訳

雄松堂出版 1989

VG1-H9777 ウィリアム･モリス ピーター･スタンスキー 雄松堂出版部 1989
VG1-H10851 ウイリアム･モリス クリスチーン･ポールソン 美術出版社 1992
VG1-H10169 ウィリアム･モリス蔵書競売目録 － タングラム 1991

VG1-H8871 ウィリアム･モリス伝
ヘンダースン･フィリップ
著　川端康雄　[ほか]　訳

晶文社 1990

VG1-H8713 ウィリアム･モリス展カタログ
土居義岳　[ほか]　訳　ブ
レーントラスト　編

ウィリアム･モリス展カタ
ログ委員会

1989

VG1-H6663
ウイリアム･モリスとその仲間たち　アルヌーボの源
流

岡田隆彦 岩崎美術社 昭和58

VG1-H6273 ウイリアム･モリスのこと 山本正三 相模書房 昭和55

VG1-H8712 ウィリアム･モリスのテキスタイル
パリー･リンダ　著　多田稔
藤田治彦　共訳

岩崎美術社 1988

VG1-H35 ウィリアムモリス 白石博三 彰国社 昭和29
VG1-H7781 上杉鷹山公 渡部乙羽 博文館 明治26
VG1-H9793 上田辰之助著作集　1 － みずず書房 1991
VG1-H8414 上田辰之助著作集　2 上田辰之助 みすず書房 1987
VG1-H8573 上田辰之助著作集　3 － みすず書房 1989
VG1-H8415 上田辰之助著作集　5 上田辰之助 みすず書房 1988
VG1-H10198 上野寛永寺 須賀一 図書刊行会 1990
VG1-H3284 上野圖書館八十年略史 － 上野図書館 昭和28

VG1-H2696 上野文庫解題目録　(新聞部門)
京都大学経済学部上野文庫
運営委員会

ﾐﾈﾙｳﾞｧ書房 1960

VG1-H227 上野文庫目録　一般部門　(2の1) － 京都大学経済学部 1978
VG1-H228 上野文庫目録　一般部門　(2の2) － 京都大学経済学部 1978
VG1-H229 上野文庫目録　新聞部門　(3) － 京都大学経済学部 1978
VG1-H1646 上野理一傳 － 朝日新聞社 昭和34
VG1-H7292 ウォールター･ペイター研究 工藤好美 南雲堂 昭和61
VG1-H8750 魚ごころ釣りごころ 浦城光郷 あずさ書房 昭和58
VG1-H1249 雨過天晴の巻　(回想の文学　⑤) 中島健蔵 平凡社 昭和52
VG1-H8090 浮雲　第1篇 二葉亭四迷 日本近代文学館 1968
VG1-H8091 浮雲　第2篇 二葉亭四迷 日本近代文学館 1968
VG1-H298 浮き沈み二十年 野田照夫 法学書院 昭和30
VG1-H3119 浮世風呂 － 三教書院 明治44
VG1-H6177 牛 岡本米蔵 博文館 大正6
VG1-H4229 失われた靑春 竹山道雄 新潮社 昭和39
VG1-H4971 失はれたる王國 鳥山喜一 翰林出版 昭和24
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VG1-H6959 臼井吉見集　1 臼井吉見 筑摩書房 昭和60[1985]
VG1-H6960 臼井吉見集　4 臼井吉見 筑摩書房 昭和60[1985]
VG1-H7009 臼井吉見集　5 臼井吉見 筑摩書房 昭和60
VG1-H5675 臼杵史談　63号　野上弥生子特集 － － 昭和47
VG1-H11767 渦まく支那 山本實彦 改造社 昭和14年
VG1-H279 渦まく支那 山本實彦 改造社 昭和14
VG1-H5428 薄紅葉　日本艶書考 － 厚文社 昭和38
VG1-H9459 鶉屋書店　飯田淳次氏の仕事と人 反町茂雄　[編] 弘文荘 1990
VG1-H8342 嘘の効用　上 末弘厳太郎　川島武宜　編 冨山房 1988
VG1-H9905 歌･俳句･諺　日本児童文庫　64 折口信夫　[ほか] アルス 1930[昭和5]
VG1-H4873 歌と太陽　ゲーテ詩集上 － 育英出版 昭和19
VG1-H4752 歌麿　歌古餘美 小宮恒子 小宮恒子 昭和46
VG1-H9339 歌はぬ人 倉田百三 岩波書店 1926[大正15]
VG1-H9911 歌はぬ人 倉田百三 岩波書店 1920[大正9]
VG1-H10465 内田百閒論　無意味の涙 川村二郎 福武書店 1983
VG1-H6873 内村鑑三著作集　第5巻 内村鑑三 岩波書店 昭和28

VG1-H2398
宇宙通信国際取決めに関する政府　専門家会議にお
ける著作権問題

野村義男 著作権資料協会 1970

VG1-H8281 宇宙に於ける人間の地位 シェラー･マックス 第一書房 1937

VG1-H10847 美しい本の世界
東京エディトリアルセン
ター　編

東京エディトリアルセン
ター

1984

VG1-H6526 美しい本の世界 庄司浅水
東京エディトリアルセン
ター

1984

VG1-H6641 美しい本の話 庄司浅水 南柯書局 昭和58
VG1-H7161 美しい本の話 庄司浅水 南柯書局 昭和58
VG1-H9970 美しい老年期 杉村春三 婦人之友社 1969
VG1-H9971 美しい老年期　続 杉村春三 婦人之友社 1969
VG1-H7852 美しき世界 野上弥生子訳 中央公論社 大正15
VG1-H3158 美しき魂 深田康算 弘文堂 昭和23
VG1-H11 美しきもの 寿岳文章　しづ 春秋社 昭和45
VG1-H8128 腕くらべ 永井荷風 日本近代文学館 1969[昭和44]
VG1-H4854 自惚鏡 里見弴 小山書店 昭和23
VG1-H4851 姥捨 里見弴 東京出版 昭和23
VG1-H8130 生れ出る悩み 有島武郎 日本近代文学館 1969[昭和44]
VG1-H2537 海を越えてきたエール － 日本捕鯨協会 昭和62
VG1-H10906 海と荷馬車 吉田公彦 － 昭和60

VG1-H9845 海と列島の中世 網野善彦
日本エディタースクール
出版部

1992

VG1-H8158 海に生くる人々 葉山嘉樹 日本近代文学館 昭和44
VG1-H4528 海の追憶 篠田英之介 大和書房 1966
VG1-H3770 生みの悩み 藤原咲平 蓼科書房 昭和22
VG1-H10493 海の文学志 尾崎秀樹 白水社 1992
VG1-H5254 海ほほづき 瀧井孝作 櫻井書店 昭和35
VG1-H8153 海やまのあひだ 釋迢空 日本近代文学館 昭和44
VG1-H4402 梅暦　上 爲永春水 岩波書店 昭和26
VG1-H4403 梅暦　下 爲永春水 岩波書店 昭和26
VG1-H5091 梅谷光貞　略伝 梅谷光信 梅谷光信 昭和35
VG1-H3209 梅の春　人情本略史 村上静人 人情本刊行會 大正12
VG1-H2976 埋もれた日本 和辻哲郎 新潮社 昭和26
VG1-H3212 裏通りの紳士 江崎誠致 筑摩書房 昭和33
VG1-H923 裏窓の風景 外山滋比古 英潮社出版 1977
VG1-H9066 浦安の図書館と共に 竹内紀吉 未来社 1989
VG1-H11122 売上税　岩波ブックレット　84 北野弘久 岩波書店 1987
VG1-H926 売り込み出版･自費出版 清水治郎 ダヴィッド社 1973
VG1-H10602 憂しと見し世 中村光夫 筑摩書房 1974
VG1-H804 賣れて行く本の話 志水松太郎 峯文荘 昭和11
VG1-H7198 売れば文化は従いてくる 塩澤実信 日本経済評論社 昭和60
VG1-H5962 売れる 藤原弘達の生きざまと思索4 藤原弘達 学習研究社 昭和55
VG1-H10256 売れる雑誌のつくられ方 北川絋洋 はまの出版 1989

VG1-H10960 売れる本づくり 加瀬昌男
全国出版協会出版科学研
究所

平成2

VG1-H7046 「噂の真相」編集長日誌 岡留安則 木馬書館 昭和59[1984]

VG1-H6569 [噂の眞相]　編集長日誌　同時代日記叢書 岡留安則 木馬書館 昭和59

VG1-H6006 ウンター･デン･リンデン37番地 さとうようこ
岩波ブックセンター信山
社

1982

VG1-H1095 運動成立の時代　(日本プロレタリア文学大系　(2)) － 三一書房 1955
VG1-H7012 永遠に　伊藤良二 － 伊藤美野 昭和59
VG1-H4516 英会話修得法 武井信義 垂水書房 昭和34
VG1-H11706 英会話全集７ 松本亨 講談社 昭和38年
VG1-H4879 映画教室 小宮曠三 勁草書房 昭和30

VG1-H7571 栄華と祈りの聖域　スリランカ文化三角地帯
ユネスコ･アジアセンター
編

ユネスコ･アジア文化セン
ター

昭和58

VG1-H2722 映画文献史 岡田眞吉 大日本映画協会 昭和18
VG1-H1349 映画ラジオテレビ新聞 近藤春雄 偕成社 昭和31
VG1-H7794 営業月報　33 － [不明] 1953
VG1-H7795 営業月報　特集 － [不明] 1953
VG1-H3053 英国議員政治論至曹一名王室篇 トッド 自由出版會社 明治16
VG1-H6196 英国新聞史論 上野精一 内外社 -
VG1-H6307 英国の私家版 コリン･フランクリン アトリエ･ミウラ 1983
VG1-H6984 英語研究者のために 田中菊雄 三笠書房 昭和30[1955]

VG1-H795 英語辞書研究 須貝清一 研究社 昭和16
VG1-H9485 英語辞書大論争 副島隆彦　等 JICC出版局 1990
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VG1-H787 英語辞書発達史 林哲郎 開文社 昭和43
VG1-H6927 英和辞典うらおもて 忍足欣四郎 岩波書店 1982
VG1-H5698 英語青年　106巻6号 － 研究社 昭和35
VG1-H8051 永日小品･山鳥　夏目漱石自筆原稿 夏目漱石 日本近代文学館 1968
VG1-H11288 衛生およびケーブルテレビジョン － 著作権資料協会 1991
VG1-H2415 衛星通信と著作権問題 野村義男 著作権資料協会 1968

VG1-H11872
衛星通信の著作権・隣接権問題に関する政府専門家
委員会報告書（仮訳）

文化庁文化部著作権課 文化庁 1972年

VG1-H2477
衛星通信の著作権　隣接権問題に関する第二回政府
専門家委員会報告書

－ 文化庁 昭和47

VG1-H1269 營團と統制會　統裁主義社団法理論の展開 高田源清 東洋書館 昭和18

VG1-H9924
永年保存紙使用の印刷物作成のためのオリエンテー
ションについて

－ 資源協会 -

VG1-H5046 エイブ･リンカーン 吉野源三郎 岩波書店 昭和33
VG1-H5198 英文學の教養 鍋島能弘 創藝社 昭和27
VG1-H9407 英文學の特質 福原麟太郎 岩波書店 1954
VG1-H2168 英文の編集と組版 加藤美方 晃文堂 昭和33
VG1-H666 英米の雑誌 三輪瑠璃 研究社出版　株式会社 昭和40
VG1-H785 英米の辞書 － 北西堂書店 昭和32
VG1-H3645 英米文學論 中野好夫 酣燈社 昭和23
VG1-H2306 英米法に関する三つの論説 － 著作権資料協会 1978
VG1-H8698 英訳聖書の歴史 永嶋大典 研究社出版 1988
VG1-H6870 英雄と英雄崇拝 カーライル撰集第２ 入江勇起男 日本教文社 昭和37
VG1-H1231 映倫　歴史と事件 遠藤龍雄 ぺりかん社 1973
VG1-H1734 英和圖書館及圖書館語彙 小河次吉 丙午出版社 昭和2
VG1-H4443 エウリピデス　上巻 希臘羅馬演劇史第４巻 新關良三 東京堂 昭和23

VG1-H5006 エウリピデス研究 新関良三
共立女子大学文学芸術研
究所

昭和31

VG1-H4090 畫をかく喜び 武者小路実篤 創元社 昭和32
VG1-H5659 えがく ジーン･ペンディック (株)　文理 1977
VG1-H4834 驛 幸田文 中央公論社 昭和34
VG1-H4986 易學入門 天野貞祐 明徳出版 昭和35
VG1-H4865 易と中庸の研究 武内義雄 岩波書店 昭和18
VG1-H7220 エキプ･ド･シネマ 高野悦子　編 講談社 昭和59
VG1-H3893 エゴチズムの回想 スタンダール 冨山房 昭和52
VG1-H5436 エジプトの死者の書 宗教思想の根源を探る 石上玄一郎 人文書院 1980
VG1-H5437 エジプトの死者の書 宗教思想の根源を探る 石上玄一郎 人文書院 1980
VG1-H8276 絵だより萌 水越和子 径書房 1987
VG1-H5230 エチケット　淑女の資格・紳士の条件 日高孝次･日高艶子 光文社 昭和33

VG1-H9902 越前若狭の民俗事典 斎藤槻堂
｢越前若狭の民俗事典｣刊
行会

1981[昭和56]

VG1-H3788 エヂプトの驚異 野上豊一郎 要書房 昭和23
VG1-H10646 越境者たち ゾルゲ事件の人びと 尾崎秀樹 文藝春秋 1977

VG1-H4903 エッケハルト　上巻
ヨーゼフ･ヴィクトル･フォ
ンシェッフェル

冨士出版 昭和21

VG1-H5798 越中における印刷､出版の研究 村上清造 村上清造 昭和34
VG1-H7135 越中における印刷･出版の研究 村上清造 村上清造 昭和34
VG1-H810 越中における印刷･出版の年表 － 清明堂書店 昭和32
VG1-H4062 エディター型思考 赤羽建美　他 北宋社 1985
VG1-H921 エディターシップ 外山滋比古 みすず書房 1975
VG1-H1052 エディトリアルデザインの実技 上口睦人 グラフィック社 1977

VG1-H9005
エディトリアルデザイン事始 　編集制作のための造
本科学

松本八郎 朗文堂 1989

VG1-H9006
エディトリアルデザイン事始 　編集制作のための造
本科学

松本八郎 朗文堂 1989

VG1-H8717 絵手紙入門 小池邦夫　編著 日貿出版社 1988
VG1-H7367 江戸 　失われた都市空間を読む 玉井哲雄 平凡社 昭和61
VG1-H9955 江戸艶本ベストセラー 林美一 新潮社 1991[平成3]
VG1-H9832 絵とき･テープ起こしのテクニック 藤村勝巳 出版研究センター 1989
VG1-H10237 江戸語の辞典 前田勇　編 講談社 1979
VG1-H5384 江戸挿絵文庫　第1巻　猫物語 粕三平　(編) すばる書房 昭和52
VG1-H5385 江戸挿絵文庫　第2巻　妖術百態 粕三平　(編) すばる書房 昭和52
VG1-H5386 江戸挿絵文庫　第3巻　百面相 粕三平　(編) すばる書房 昭和52
VG1-H5387 江戸挿絵文庫　第4巻　泥棒伝奇 粕三平　(編) すばる書房 昭和52
VG1-H5388 江戸挿絵文庫　第5巻　かくれ鬼 粕三平　(編) すばる書房 昭和52
VG1-H5389 江戸挿絵文庫　第6巻　旅はみちづれ 粕三平　(編) すばる書房 昭和52
VG1-H7639 江戸仕掛本考 林美一 有光書房 昭和42
VG1-H10707 江戸仕掛本考 林美一 有光書房 昭和47
VG1-H121 江戸時代假名繒入文學書概論 川瀬一馬 大東急記念文庫 昭和47
VG1-H50 江戸時代の古版本 奥野彦六 東洋堂 昭和19
VG1-H5380 江戸時代の挿絵版画家たち K･B･ガードナー めいせい出版 昭和52
VG1-H156 江戸時代之書目　雲泉荘山誌　巻の二 － 雲泉莊杉浦丘園 昭和4
VG1-H9091 江戸児童図書へのいざない ヘリング･アン くもん出版 1988
VG1-H45 江戸小説･脚本浄瑠璃･随筆･飜刻物索引 尾崎久彌 春陽堂 昭和2
VG1-H41 江戸書籍商史 上里春生 出版タイム社 昭和5
VG1-H3923 江戸その芸能と文学 諏訪春雄 毎日新聞社 昭和51
VG1-H10850 江戸凧大全集 茂出木雅章　監修 山海堂 昭和63
VG1-H7819 「江戸地誌」の目録 東京都立日比谷図書館　編 著書に同 昭和41
VG1-H2233 江戸東京紙漉史考 關義成 冨山房 昭和18

VG1-H7099 江戸の奇書　阿奈遠可志
沢田名垂　著　志摩芳次郎
訳註

大陸書房 昭和56

VG1-H7100 江戸の奇書　壇の浦夜合戦記大東閨語 志摩芳次郎　訳注 大陸書房 昭和56
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VG1-H7098 江戸の奇書　藐姑射秘言
黒沢翁満述　(著)　志摩芳
次郎　(訳註)

大陸書房 昭和56

VG1-H5911 江戸の禁書 今田洋三 吉川弘文館 昭和56
VG1-H4025 江戸の情報屋　幕末庶民史の側面 吉原健一郎 日本放送出版協会 昭和53
VG1-H6545 江戸の本　季刊銀花　25号 庄司浅水 文化出版局 昭和51
VG1-H5634 江戸の本屋　上 鈴木敏夫 中央公論社 昭和55
VG1-H5635 江戸の本屋　下 鈴木敏夫 中央公論社 昭和55
VG1-H741 江戸の本屋　上 鈴木敏夫 中央公論社 昭和55
VG1-H3964 江戸の本屋さん  近世文化史の側面 今田洋三 日本放送出版協会 昭和52
VG1-H4024 江戸の歴史家　歴史という名の毒 野口武彦 筑摩書房 1979
VG1-H9122 江戸幕府刊行物 福井保 雄松堂出版 1985
VG1-H3983 江戸幕府の宗教統制 圭室文雄 評論社 昭和46
VG1-H6628 江戸風物詩　新版 川崎房五郎 光風社出版 昭和59
VG1-H3916 江戸物価事典 小野武雄 展望社 昭和54
VG1-H7526 江戸物価事典 小野武雄 展望社 昭和55
VG1-H5037 江戸文學と支那文學 麻生磯次 三省堂出版 昭和21

VG1-H6938
エドワード･ガーネット伝　現代イギリス文学を育て
た生涯

ジョージ･ジェファーソン
日本エディタースクール
出版部

昭和60[1985]

VG1-H8714 江南史朗　木版画集 江南史朗 博文館新社 1989
VG1-H2911 NHK年鑑　1954 － 日本放送出版協会 昭和28
VG1-H2912 NHK年鑑　1955 － 日本放送出版協会 昭和29
VG1-H2913 NHK年鑑　1956 － 日本放送出版協会 昭和30
VG1-H2914 NHK年鑑　1957 － 日本放送出版協会 昭和31
VG1-H2915 NHK年鑑　1958 － 日本放送出版協会 昭和32
VG1-H2916 NHK年鑑　1959 － 日本放送出版協会 昭和33
VG1-H2917 NHK年鑑　1960 － 日本放送出版協会 昭和34
VG1-H2918 NHK年鑑　1961 － 日本放送出版協会 昭和35
VG1-H2910 NHKラジオ年鑑　1953 － 日本放送出版協会 昭和27
VG1-H9428 絵のある自分詩　手紙詩 小池邦夫 エディポック 1988
VG1-H10200 絵のある俳句作品集 清水凡亭 出版ニュース社 1991
VG1-H8416 絵のある俳句作品集 清水凡亭 出版ニュース社 1988
VG1-H6852 繪はがき　堀辰雄小品集 堀辰雄 角川書店 昭和26
VG1-H11743 荏原中延史　前編 芳根弥三郎 芳根次朗 昭和40年
VG1-H6999 エピキユルの園 アナトオル･フランス 第一書房 昭和4
VG1-H8326 エピソードでつづる本のはなし 庄司浅水 三修社 1987
VG1-H9114 エピソードでつづる本のはなし 庄司浅水 三修社 1987
VG1-H5694 絵本　太陽　1979-3(191) － 平凡社 昭和54

VG1-H7921 絵本イラストレーション　'84
ユネスコ･アジア文化セン
ター　編

講談社 1985[昭和60]

VG1-H6978 絵本英雄美談 其徳堂主人序 偉業館 明治20
VG1-H3913 絵本江戸風俗往来 菊地貴一郎 平凡社 昭和53
VG1-H6301 えほんをつくる 栃折久美子 大月書店 1983

VG1-H856 絵本を見る眼 松居直
日本エディタースクール
出版部

昭和53

VG1-H6282 絵本を読む 松居直 日本エディタースクール 1983
VG1-H11580 繪本楠公三代記 牧金之助　編 金壽堂 明治24年
VG1-H123 會本雑考 封酔小史 文藝資料研究會 昭和3
VG1-H4780 繪本猿飛佐助 林芙美子 新潮社 昭和26
VG1-H6980 絵本関ヶ原軍記 － 中川鐡二郎　刊 明治20
VG1-H898 絵本と浮世絵 鈴木重三 美術出版社 昭和54
VG1-H9498 絵本図書館　世界の絵本作家たち 光吉夏弥 ブック･グローブ社 1990

VG1-H846 絵本とは何か 松居直
日本エディタースクール
出版部

昭和48

VG1-H7134 絵本に対する関心度調査 － クレヨンハウス絵本部 昭和58
VG1-H6 繪本の研究 牛島義友 協同公社出版部 昭和18

VG1-H10494 絵本の現在　子どもの未来 松井直
日本エディタースクール
出版部

1992

VG1-H6552 絵本の時代に 松居直 大和書房 昭和59
VG1-H6553 絵本の新世界 今江祥智 大和書房 昭和59

VG1-H1727 えほんのせかい　こどものせかい 松岡享子
日本エディタースクール
出版部

1987

VG1-H9051 絵本の世界　作品案内と入門講座
西本鶏介　偕成社編集部
編

偕成社 1988

VG1-H7178 絵本の見かた創りかた 若山憲 すばる書房 昭和50
VG1-H6385 絵本の魅力  ビュイックからセンダックまで 吉田新一 日本エディタースクール 1984
VG1-H6193 絵本平泉実記　全　鎌倉外伝 鎌倉外傅 金盛堂 明治19
VG1-H5002 絵巻物研究 上野直昭 岩波書店 昭和25
VG1-H6879 エマソン選集　2 入江勇起男 日本教文社 昭和36
VG1-H6843 エミール･ガレ　ガラスのなかの小宇宙 渡部雄吉 朝日新聞社 昭和60
VG1-H5218 エミリア･ガロッテイ　他2篇 レッシング 日本評論社 昭和24
VG1-H4140 エラスムス痴愚神禮讃 エラスムス 河出書房 昭和27
VG1-H8440 エリック･ギル 庄司浅水 信濃豆本の会 1985

VG1-H8351
エレクトロニクス技術の進歩は出版･印刷にどのよう
な変化をもたらしたか、また今後の動向は･･･

浦牛原昭治　講演
全国出版協会出版科学研
究所

1988

VG1-H3648 宴会放談 佐藤信丸 修学館 昭和31
VG1-H6559 演劇出版社30年 演劇出版社 演劇出版社 昭和54
VG1-H4880 演劇論 ブレヒト ダヴィッド社 1963
VG1-H4881 演劇論 Ｂ･ブレヒト ダヴィッド社 1954

VG1-H5556 円熟期　中年からの人生設計 ピューナー,モートン
ティービーエス･ブリタニ
カ

1981

VG1-H1898 炎昼 江夏美子 光風社 昭和38
VG1-H8794 遠藤周作論 上総英郎 春秋社 1987
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VG1-H3061 煤煙 第1巻 森田米松 金葉堂 明治43
VG1-H5144 エンピツをにぎる主婦 鶴見和子 毎日新聞社 昭和29
VG1-H937 鉛筆ぐらし 扇谷正造 暮らしの手帖社 昭和26
VG1-H10453 えんぴつ巷談　マスコミ三十年 篠原治ニ 創思社出版 1984[昭和59]
VG1-H936 えんぴつ戦線異常なし － 鱒書房 昭和29
VG1-H8267 艶本江戸文学史 林美一 有光書房 1964
VG1-H8268 艶本江戸文学史　別冊 林美一　校訂 有光書房 1963
VG1-H6752 閻魔さんの休日　読書コラム　166篇 谷沢永一 文藝春秋 1983
VG1-H11171 老いへの挑戦　岩波ブックレット　145 日野原重明 岩波書店 1989
VG1-H11172 老いへの挑戦　岩波ブックレット　145 日野原重明 岩波書店 1989

VG1-H11200
おいしくて安全な牛乳のえらび方　岩波ブックレッ
ト　173

小寺とき 岩波書店 1990

VG1-H9720 老いての物語 河盛好蔵 学芸書林 1990
VG1-H6039 鴎外作品の研究 西尾実 鮎澤書店 昭和23
VG1-H6792 鴎外と漱石　明治のエートス 三好行雄 力富書房 1983
VG1-H8797 鴎外文学と｢独逸紀行｣ 長谷川泉 明治書院 昭和60
VG1-H3912 黄金時代の読書法 紀田順一郎 蝸牛社 1980
VG1-H10772 黄金分割 柳亮 美術出版社 1965
VG1-H2162 黄金分割 柳亮 美術出版社 1965
VG1-H563 欧山米水 大橋又太郎 博文館 明治34
VG1-H5645 王子製紙社史　戦後三十年の歩み － － 昭和57
VG1-H2058 王子製紙社史　第一巻 成田潔英 王子製紙社史編集所 昭和32
VG1-H2059 王子製紙社史　第ニ巻 成田潔英 王子製紙社史編集所 昭和32
VG1-H2060 王子製紙社史　第三巻 成田潔英 王子製紙社史編集所 昭和33
VG1-H2061 王子製紙社史　第四巻 成田潔英 王子製紙社史編集所 昭和33
VG1-H9824 王子とともに五十年 田中文雄 日本経済新聞社 1984
VG1-H4904 歐洲文藝思潮史 板垣直子 巖松堂書店 昭和25
VG1-H8479 押収本のカタログ 長谷川卓也 名古屋豆本 1977
VG1-H3595 王朝文学と言語 大野晋 新潮社 昭和36
VG1-H11554 欧文活字　① － 大日本印刷　株式会社 -
VG1-H3808 欧文活字　1 大日本印刷 大日本印刷 昭和46
VG1-H9359 欧文組版 高島義雄 写真植字機研究所 1970[昭和45]
VG1-H9375 欧文組版 高島義雄 写真植字機研究所 1970
VG1-H2705 欧文逐次刊行物所蔵目録　1968 国立国会図書館収書部　編 国立国会図書館 昭和44
VG1-H2707 欧文逐次刊行物所蔵目録　1968 国立国会図書館収書部　編 国立国会図書館 昭和45
VG1-H6029 欧米雲水記 朝比奈宗源 四季社 昭和30
VG1-H1427 欧米岡目八目 扇谷正造 角川書店 昭和34
VG1-H11275 欧米古書稀覯書　展示即売会目録1989 － 丸善 1989
VG1-H5392 欧米小観 大橋新太郎 博文館 明治35
VG1-H7244 歐米の隅々 市河三喜　市河晴子 研究社 昭和8
VG1-H6674 歐米の旅　上 野上彌生子 岩波書店 昭和17
VG1-H6675 歐米の旅　下 野上彌生子 岩波書店 昭和18
VG1-H7847 欧米の旅　上 野上弥生子 岩波書店 昭和17
VG1-H6622 おえん遊行 石牟礼道子 筑摩書房 1984
VG1-H11774 巨いなる歩み 山本實彦 改造社 昭和17年
VG1-H275 巨いなるあゆみ 山本實彦 改造社 昭和17
VG1-H7335 大いなる小屋 服部幸雄 平凡社 昭和61[1986]

VG1-H2236 大川平三郎君傳 竹越興三郎　(編) 大川平三郎君傳記編集會 昭和11
VG1-H817 大川屋出版図書目録 － 聚栄堂大川屋 -
VG1-H7123 大きな顔　小野二郎の人と仕事 － 晶文社 昭和58
VG1-H1420 大きな駄々っ子 大宅昌 文藝春秋 昭和46
VG1-H5972 大きな駄々っ子 大宅昌 蒼洋社 昭和55
VG1-H3113 大久保彦左衛門諸国漫遊記 － 立川文明堂 大正7
VG1-H6982 大久保武蔵鐙松前屋五郎兵衛之実記 西村富次郎 自由閣 明治18

VG1-H9385 大久保康雄翻訳　著作目録 －
大久保康雄翻訳著作目録
刊行会

1990

VG1-H9386 大久保康雄翻訳　著作目録 －
大久保康雄翻訳著作目録
刊行会

1990

VG1-1134 大蔵省印刷局刊行物目録　昭和59年版
大蔵省印刷局業務部図書
課

1984

VG1-H2241 大蔵省印刷局史 － 大蔵省印刷局 昭和37
VG1-H8537 大阪印刷百年史　本史 大阪印刷百年史刊行会　編 大阪府印刷工業組合 昭和59
VG1-H8538 大阪印刷百年史　各社沿革史 大阪印刷百年史刊行会　編 大阪府印刷工業組合 昭和59

VG1-H11887
大阪古書籍商業協同組合創立六十周年記念　大阪個
人古書目録年表　自明治二十三年至昭和五十年　附
大阪古書組合略年表

大阪府古書籍商業協同組合
青年部　翔の会　編

大阪府古書籍商業協同組
合

1983年

VG1-H2033 大阪紙業沿革史　巻下 西嶋東洲　(編) 大阪紙商同業組合 昭和17
VG1-H625 大阪出版六十年のあゆみ 脇坂要太郎 大阪出版協同組合 昭和31
VG1-H6144 大阪市立図書館50年史 － 大阪市立中央図書館 昭和47
VG1-H244 大阪天満宮御文庫図書　和漢書目録(2冊) － 大阪天満宮 昭和52
VG1-H245 大阪天満宮御文庫図書　和漢書目録(2冊) － 大阪天満宮 昭和52
VG1-H613 大阪圖書出版業組合二十年史 － 大阪圖書出版業組合 昭和11
VG1-H5042 大阪の風 畔柳二美 大日本雄弁会講談社 昭和32
VG1-H4064 大阪のジャーナリズム 岡満男 大阪書籍 1987
VG1-H1639 大阪の新聞 福良虎雄 岡島新聞舗 昭和11
VG1-H8364 大阪府公共図書館郷土資料総合目録 大阪府立図書館　編 大阪府立図書館 1963
VG1-H5289 大阪府書店協同組合　30年史 － 大阪府書店協同組合 昭和55
VG1-H8362 大阪府立図書館蔵稀書解題目録 大阪府立図書館　編 大阪府立図書館 1963
VG1-H6246 大坂本屋仲間記録　第１０巻 － 大阪府立中之島図書館 昭和58
VG1-H10821 大阪本屋仲間記録　17巻 大阪府立中之島図書館　編 大阪府立中之島図書館 1992
VG1-H10822 大阪本屋仲間記録　18巻 大阪府立中之島図書館　編 大阪府立中之島図書館 1993
VG1-H7202 大阪本屋仲間記録　第11巻 大阪府立中之島図書館　編 大阪府立中之島図書館 昭和61
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VG1-H7515 大坂本屋仲間記録　第13巻 大阪府立中之島図書館　編 大阪府立中之島図書館 昭和62
VG1-H11736 大阪本屋仲間記録　第14巻 大阪府立中之島図書館 清文堂出版 平成元年
VG1-H8964 大阪本屋仲間記録　第15巻 大阪府立中之島図書館　編 大阪府立中之島図書館 平成2年
VG1-H10168 大坂本屋仲間記録　第16巻 大阪府立中之島図書館　編 大阪府立中之島図書館 1991
VG1-H193 大阪本屋仲間記録　第一巻 － 大阪府立中之島図書館 昭和50
VG1-H194 大阪本屋仲間記録　第二巻 － 大阪府立中之島図書館 昭和51
VG1-H195 大阪本屋仲間記録　第三巻 － 大阪府立中之島図書館 昭和52
VG1-H196 大阪本屋仲間記録　第四巻 － 大阪府立中之島図書館 昭和53
VG1-H197 大阪本屋仲間記録　第五巻 － 大阪府立中之島図書館 昭和55
VG1-H6654 大坂本屋仲間記録　第六巻　出勤帳 大阪府立中之島図書館 大阪府立中之島図書館 昭和59
VG1-H7013 大阪本屋仲間記録　第7巻 大阪府立中之島図書館 大阪府立中之島図書館 昭和60
VG1-H5967 大坂本屋仲間記録　第8巻 － 大阪府立中之島図書館 昭和56
VG1-H5643 大阪本屋仲間記録　第9巻 － 大阪府立中之島図書館 昭和57
VG1-H1554 大阪毎日新聞五十年 － 大阪毎日新聞社 昭和7
VG1-H1555 大阪毎日新聞社大観 － 大阪出版社 大正13
VG1-H5457 大阪屋30年史 － 大阪屋 昭和56
VG1-H455 大下藤次郎遺作集 大下春子 春鳥會 大正元年
VG1-H8345 大下藤次郎美術論集 大下藤次郎 美術出版社 1988
VG1-H10876 大島洋写真集 大島洋　三光長治 国書刊行会 1989
VG1-H2414 オーストラリアにおける放送と著作権 野村義男 著作権資料協会 1969
VG1-H6988 太田伍長の陣中手記 土屋喬雄 岩波書店 昭和15
VG1-H204 太田先生記念　書[ﾛｸ]研幾篇　図書館研究　第10巻 芸艸會 芸艸會 昭和9
VG1-H7818 大田南畝著作目録 東京都立日比谷図書館　編 著書に同 昭和48

VG1-H7762 大塚甲山遺稿集　第2集
大塚甲山遺稿集編集委員会
編

大塚甲山遺稿集刊行会 昭和33

VG1-H5053 大津順吉 志賀直哉 近代文学館 昭和45

VG1-H9264
オーディビジュアルの作品に関する著作権の権利
著作権シリーズ　82

黒川徳太郎　訳 (社)　著作権資料協会 1989

VG1-H1015 オーデンわが読書 W.H.オーデン 晶文社 1978

VG1-H7761 大塚甲山遺稿集　第1集
大塚甲山遺稿集編集委員会
編

大塚甲山遺稿集刊行会 昭和32

VG1-H4004 大波小波匿名批評にみる昭和文学史　1 小田切進　編 東京新聞出版局 昭和54
VG1-H4005 大波小波匿名批評にみる昭和文学史　2 小田切進　編 東京新聞出版局 昭和54
VG1-H4006 大波小波匿名批評にみる昭和文学史　3 小田切進　編 東京新聞出版局 昭和54
VG1-H4007 大波小波匿名批評にみる昭和文学史　4 小田切進　編 東京新聞出版局 昭和54
VG1-H575 大橋光吉翁傳 － 共同印刷　株式会社 昭和33
VG1-H566 大橋佐平翁伝 坪谷善四郎 栗田出版会 昭和49
VG1-H567 大橋佐平翁伝 坪谷善四郎 栗田出版会 昭和49
VG1-H7254 大橋佐平翁伝 坪谷善四郎 栗田出版会 昭和49
VG1-H8682 大橋佐平翁伝 坪谷善四郎 栗田出版会 1974
VG1-H6935 大橋新太郎伝 坪谷善四郎 博文館新社 昭和60
VG1-H7007 大橋新太郎伝 坪谷善四郎 博文館新社 昭和60
VG1-H571 大橋圖書館四十年史 坪谷善四郎 博文館 昭和17
VG1-H2068 大橋光吉翁傳　附　共同印刷株式会社史 浜田徳太郎 大橋芳雄 昭和33
VG1-H4996 大原壽恵子歌集抄 大原壽恵子 大原　總一郎 昭和37
VG1-H7163 大風呂敷 杉森久英 毎日新聞社 昭和45
VG1-H519 オーム社50年のあゆみ － － -
VG1-H10826 オーム社75年史 オーム社75年史編纂委員会 オーム社 平成4
VG1-H6116 大宅映子のオヤジ採点 大宅映子 全国朝日放送 昭和55
VG1-H6373 大宅壮一を読む 大隈秀夫 時事通信社 昭和59
VG1-H5488 大宅壮一全集　第10巻 大宅壮一 蒼洋社 昭和56
VG1-H5489 大宅壮一全集　第11巻 大宅壮一 蒼洋社 昭和57
VG1-H5490 大宅壮一全集　第12巻 大宅壮一 蒼洋社 昭和57
VG1-H5491 大宅壮一全集　第13巻 大宅壮一 蒼洋社 昭和56
VG1-H5492 大宅壮一全集　第14巻 大宅壮一 蒼洋社 昭和55
VG1-H5493 大宅壮一全集　第15巻 大宅壮一 蒼洋社 昭和57
VG1-H5494 大宅壮一全集　第16巻 大宅壮一 蒼洋社 昭和57
VG1-H5495 大宅壮一全集　第17巻 大宅壮一 蒼洋社 昭和57
VG1-H5496 大宅壮一全集　第18巻 大宅壮一 蒼洋社 昭和56
VG1-H5497 大宅壮一全集　第19巻 大宅壮一 蒼洋社 昭和56
VG1-H5479 大宅壮一全集　第1巻 大宅壮一 蒼洋社 昭和56
VG1-H5498 大宅壮一全集　第20巻 大宅壮一 蒼洋社 昭和56
VG1-H5499 大宅壮一全集　第21巻 大宅壮一 蒼洋社 昭和56
VG1-H5500 大宅壮一全集　第22巻 大宅壮一 蒼洋社 昭和56
VG1-H5501 大宅壮一全集　第23巻 大宅壮一 蒼洋社 昭和57
VG1-H5502 大宅壮一全集　第24巻 大宅壮一 蒼洋社 昭和56
VG1-H5503 大宅壮一全集　第25巻 大宅壮一 蒼洋社 昭和56
VG1-H5504 大宅壮一全集　第26巻 大宅壮一 蒼洋社 昭和56
VG1-H5505 大宅壮一全集　第27巻 大宅壮一 蒼洋社 昭和56
VG1-H5506 大宅壮一全集　第28巻 大宅壮一 蒼洋社 昭和57
VG1-H5507 大宅壮一全集　第29巻 大宅壮一 蒼洋社 昭和57
VG1-H5480 大宅壮一全集　第2巻 大宅壮一 蒼洋社 昭和56
VG1-H5508 大宅壮一全集　第30巻 大宅壮一 蒼洋社 昭和57
VG1-H5481 大宅壮一全集　第3巻 大宅壮一 蒼洋社 昭和55
VG1-H5482 大宅壮一全集　第4巻 大宅壮一 蒼洋社 昭和56
VG1-H5483 大宅壮一全集　第5巻 大宅壮一 蒼洋社 昭和56
VG1-H5484 大宅壮一全集　第6巻 大宅壮一 蒼洋社 昭和56
VG1-H5485 大宅壮一全集　第7巻 大宅壮一 蒼洋社 昭和56
VG1-H5486 大宅壮一全集　第8巻 大宅壮一 蒼洋社 昭和55
VG1-H5487 大宅壮一全集　第9巻 大宅壮一 蒼洋社 昭和55
VG1-H5509 大宅壮一全集　別巻 大宅壮一 蒼洋社 昭和57
VG1-H6374 大宅壮一とその時代 新藤謙 東京書籍 昭和58
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VG1-H1415 大宅壮一と私 － 季龍社 昭和46
VG1-H1416 大宅壮一と私 － 季龍社 昭和46
VG1-H1418 大宅壮一日記 大宅壮一 中央公論社 昭和46
VG1-H7191 大宅壮一日記 青地晨　編 中央公論社 昭和47
VG1-H6115 大宅壯一文庫索引目録 － 大宅壯一文庫 昭和55
VG1-H6278 大宅壮一文庫索引目録 － 大宅壮一文庫 昭和55
VG1-H8013 大宅壮一文庫索引目録　新訂第2集 大宅壮一文庫　編 大宅壮一文庫 1983[昭和58]
VG1-H6914 大矢壮一文庫雑誌記事索引総目録　件名総索引 凸版印刷 大宅壮一文庫 昭和60
VG1-H6908 大矢壮一文庫雑誌記事索引総目録　件名編　1 凸版印刷 大宅壮一文庫 昭和60[1985]
VG1-H6909 大矢壮一文庫雑誌記事索引総目録　件名編　2 凸版印刷 大宅壮一文庫 昭和60
VG1-H6910 大矢壮一文庫雑誌記事索引総目録　件名編　3 凸版印刷 大宅壮一文庫 昭和60
VG1-H6911 大矢壮一文庫雑誌記事索引総目録　件名編　4 凸版印刷 大宅壮一文庫 昭和60
VG1-H6912 大矢壮一文庫雑誌記事索引総目録　件名編　5 凸版印刷 大宅壮一文庫 昭和60
VG1-H6913 大矢壮一文庫雑誌記事索引総目録　件名編　6 凸版印刷 大宅壮一文庫 昭和60
VG1-H6902 大矢壮一文庫雑誌記事索引総目録　人名編　1 凸版印刷 大宅壮一文庫 昭和60
VG1-H6903 大矢壮一文庫雑誌記事索引総目録　人名編　2 凸版印刷 大宅壮一文庫 昭和60
VG1-H6904 大矢壮一文庫雑誌記事索引総目録　人名編　3 凸版印刷 大宅壮一文庫 昭和60
VG1-H6905 大矢壮一文庫雑誌記事索引総目録　人名編　4 凸版印刷 大宅壮一文庫 昭和60
VG1-H6906 大矢壮一文庫雑誌記事索引総目録　人名編　5 凸版印刷 大宅壮一文庫 昭和60
VG1-H6907 大矢壮一文庫雑誌記事索引総目録　人名編　6 凸版印刷 大宅壮一文庫 昭和60
VG1-H5666 大宅壮一は生きている － 共同情報センター 昭和55
VG1-H10887 大山祇神社　法楽連歌 和田茂樹　編 大山祇神社社務所 昭和61
VG1-H10888 大山祇神社　法楽連歌　翻刻研究 和田茂樹　編 大山祇神社社務所 1986
VG1-H9429 おかあさんは三年生　絵手紙皆勤賞 小池恭子 エディポック 1989
VG1-H7426 岡倉天心 松本清張 新潮社 昭和59
VG1-H4486 可笑しけりゃ笑え 松永安左エ門 展望社 昭和34
VG1-H8961 おかしな本の奮戦記 堀内俊宏 二見書房 1987
VG1-H4480 岡田啓介 － 岡田大将記録編纂会 昭和31
VG1-H1726 岡田先生を囲んで　岡田温先生喜寿記念 － 丸善　株式会社 昭和54
VG1-H3547 岡野喜太郎伝 芹沢光治良 駿河銀行 昭和40
VG1-H6048 丘の書 大澤章 岩波書店 昭和13
VG1-H6014 丘の橋 内田百聞 新潮社 昭和13
VG1-H9103 岡山の明治の雑誌 片山新助　[ほか] 日本文教出版 1989
VG1-H11255 小川和紙 － 小川和紙工業協同組合 -
VG1-H9412 お菊さん　(マダム･クリザンテエム) ピエエル･ロティ 新潮社 1923
VG1-H5319 沖積舎の7年 － 沖積舎 昭和55

VG1-H1105 沖縄言論統制史 門奈直樹
現代ジャーナリズム出版
会

昭和45

VG1-H7072 沖縄言論統制史 門奈直樹
現代ジャーナリズム出版
会

昭和45

VG1-H8803 沖縄俳句総集 野ざらし延男　編 野ざらし延男 1981
VG1-H5036 奥の細道購読 麻生磯次 明治書院 昭和36
VG1-H2944 奥の細道随行日記 － 小川書房 昭和19
VG1-H7472 奥附逍遥　巻3 佐野眞 佐野眞 昭和62
VG1-H1694 奥村信太郎･日本近代新聞の先駆者 － 奥村信太郎伝記刊行会 昭和50
VG1-H5020 小倉正恆談叢 小倉正恆 好古庵 昭和30
VG1-H11567 贈りものコレクション － 大丸 1977
VG1-H8241 お元気ですね 高野正雄 文化出版局 昭和60
VG1-H7579 尾崎一雄展 － 神奈川文学振興会 昭和61
VG1-H7176 幼ものがたり 石井桃子 福音館書店 昭和56
VG1-H8844 おしゃべり時計 佐々木史子 角川書店 1988
VG1-H4544 オセロウ － 新月社 昭和22
VG1-H1128 オセンチ記者 安西均 学風書院 昭和30
VG1-H11222 恐ろしい時代の幕あけ　岩波ブックレット　196 早坂暁 岩波書店 1991
VG1-H10654 小田切進　エッセー選Ⅰ 小田切進 博文館新社 1992

VG1-H8864 落合太郎著作集
落合太郎　著　桑原武夫
生島遼一　編

筑摩書房 昭和46

VG1-H4787 お茶漬哲學 徳川夢聲 文藝春秋新社 昭和29
VG1-H10141 御茶ノ水書房図書目録　1989 － 御茶ノ水書房 1989
VG1-H11556 お茶の水スクエア － 主婦の友社 昭和62
VG1-H495 お茶の水図書館案内 － お茶の水図書館 昭和51
VG1-H6211 お茶の水図書館教養の集い　44話　第3集 － 石川文化事業財団 昭和58
VG1-H357 お茶の水図書館教養の集い四十四話　(第一集) － お茶の水図書館 昭和51
VG1-H356 お茶の水図書館教養の集い四十四話　(第二集) － お茶の水図書館 昭和52
VG1-H6813 オックスフォード大学出版局の表記法と組版原則 小池光三 ダヴィット社 1983

VG1-H8931 オックスフォード大学出版局の表記法と組版原則
オックスフォード大学出版
局　[編]　小池光三　訳

ダヴィッド社 1983

VG1-H4740 夫和辻哲郎への手紙 和辻照 講談社 昭和52
VG1-H7107 夫和辻哲郎への手紙 和辻照 講談社 昭和52
VG1-H7670 おっぱい随筆 中村秀人 鱒書房 昭和31
VG1-H10475 男たちの出版社あれから5年 石野誠一　[ほか] 明日香出版社 1992
VG1-H5408 男の神話学 外山滋比古 中央公論社 昭和54
VG1-H10342 おとぼけ読書絵日記 秋竜山 六興出版 1991

VG1-H7590 驚くべき私達は30年間金日成にだまされていた
朝総連系僑胞祖国訪問団特
別報道班

世界日報社 1976

VG1-H6266 音羽VS一ツ橋　巨大出版社の研究 － 創出版 昭和58
VG1-H8541 同じことをみずみずしい感動で言い続けたい 青地晨 社会思想社 1987
VG1-H7458 鬼の遺伝子 皆本紘志 双柿舎 昭和61[1986]

VG1-H7599 おねがい<日本人による写真表現100年史>の資料を! －
日本写真家協会写真100年
展事務局

昭和[  ]

VG1-H7294 小野二郎著作集　1　ウィリアム･モリス研究 小野二郎 晶文社 1986
VG1-H7293 小野二郎著作集　2　書物の宇宙 小野二郎 晶文社 1986
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VG1-H11911 おばけやしき Jan Pienkowski 大日本絵画 1982年
VG1-H7713 おはなしのろうそく　7 東京こども図書館　編 東京子ども図書館 1979
VG1-H5056 尾花集 幸田露伴 近代文学館 昭和45
VG1-H1125 脅かす第四階級 フランシス･ウイリアムズ 有紀書房 昭和33
VG1-H4398 オブローモフ　(一) ゴンチャロフ 岩波書店 昭和22
VG1-H4399 オブローモフ　(二) ゴンチャロフ 岩波書店 昭和23
VG1-H4400 オブローモフ　(三) ゴンチャロフ 岩波書店 昭和23
VG1-H4401 オブローモフ　(四) ゴンチャロフ 岩波書店 昭和23
VG1-H1224 覚書　昭和出版弾圧少史 畑中繁雄 図書新聞 1965
VG1-H1225 覚書　昭和出版弾圧少史 畑中繁雄 図書新聞 1965
VG1-H7714 おぼえること 松岡享子 東京子ども図書館 1979
VG1-H8045 お目出たき人 武者小路実篤 日本近代文学館 1968
VG1-H4779 思ひ川 宇野浩二 中央公論社 昭和26
VG1-H3534 思いだすこと忘れえぬ人 桑原武夫 文藝春秋 昭和46
VG1-H10492 思い出す人々 柴生田稔 短歌新聞社 1992[平成4]
VG1-H6046 おもひだすまゝ つださうきち 岩波書店 昭和24
VG1-H10557 思ひ出 河上肇 月曜書房 1946
VG1-H8043 思ひ出 北原白秋 日本近代文学館 1968
VG1-H9789 思ひ出雑多帖 広瀬千香 [広瀬千香] 1990
VG1-H316 思い出の作家たち 横関愛造 法政大学出版局 昭和31
VG1-H317 思い出の作家たち 横関愛造 法政大学出版局 昭和31
VG1-H8777 想い出の作家たち　雑誌編集50年 高森栄次 博文館新社 1988
VG1-H544 思い出の人々 藤原銀次郎　石山賢吉 ダイヤモンド社 昭和25
VG1-H9954 思いは高く… 西谷能雄 未來社 1991[平成3]
VG1-H7266 思いは深く 寿岳章子 朝日新聞社 1986
VG1-H7288 思いは深く 寿岳章子 朝日新聞社 昭和61
VG1-H4806 思ふこと憶ひ出すこと 小泉信三 新潮社 昭和31
VG1-H7238 思ふこと憶ひ出すこと 小泉信三 新潮社 昭和31
VG1-H720 俤 － 北隆館 昭和27
VG1-H3021 面影草 成瀬無極 北隆館 昭和22
VG1-H8220 おもしろ処世術 三井宏隆　中本力 力富書房 1988
VG1-H6649 おもしろすぎるデータハウス 情報研究所 情報研究所 1984
VG1-H3048 面白半分 － 成光館出版 昭和4
VG1-H5265 思ひ出すことども 森銑三 中央公論社 昭和50
VG1-H557 おやじさん － 誠文堂新光社 昭和38

VG1-H8322 親ってなんだろう ラパイユ･GC
日本エディタースクール
出版部

1988

VG1-H3375 お雇い外国人　① 梅渓昇 鹿島研究会出版会 昭和43
VG1-H3374 お雇い外国人　⑤ 重久篤太郎 鹿島研究会出版会 昭和43
VG1-H4785 親馬鹿読本 徳川夢聲　(他) 鱒書房 昭和30
VG1-H6179 親分子分　英雄編 白柳秀湖 千倉書房 昭和4
VG1-H11919 おやゆび姫 え・井上　智 ﾕｰｺﾞｰ 1984年

VG1-H8491 おやゆびひめ
筒井敬介　文　永井泰子
元

アポロン音楽工業 [19--]

VG1-H8811 泳ぐヴァイオリニスト　詩集 加藤明生 沖積舎 1989
VG1-H3886 おらんだ正月 森銑三 冨山房 昭和53
VG1-H10792 折り紙の幾何学 伏見康治　伏見満枝 日本評論社 1979
VG1-H6021 をりにふれて　(遠野丹婦麗天) 九鬼周造 岩波書店 昭和16
VG1-H11831 俺様の宝石さ 浮谷東次郎 筑摩書房 1985年

VG1-H8659
おれの話を心して聞け　勝海舟を育てた父夢酔の実
践訓

勝夢酔　著　勝部真長　編
訳

力富書房 1988

VG1-H290 俺は現役だ 神吉晴夫 オリオン社 昭和39
VG1-H10713 おろしや国酔夢譚 井上靖 文藝春秋 昭和43
VG1-H2388 音楽著作権について 高橋掬太郎 文部省 昭和35

VG1-H8522 音楽著作権の歴史
パレス･フィリップ　著　宮
沢溥明　訳

第一書房 1988

VG1-H9935 音楽著作権の歴史 フィリップ･パレス 第一書房 1988
VG1-H3609 音楽とはどういうものか 伊藤恭 独立書房 昭和23
VG1-H5898 音楽之友社25年の歩み － 音楽之友社 昭和41
VG1-H750 音楽之友社25年のあゆみ － 音楽之友社 昭和41
VG1-H7707 音楽之友社出版目録　1983 － 音楽之友社 [昭和58]
VG1-H10355 恩讐の彼方に 菊池寛 鎌倉文庫 昭和23

VG1-H6601 怨と根と故国とわが子に綴る在日朝鮮人の記録 鄭清正
日本エディタースクール
出版部

1984

VG1-H7020 雄鶏社40年のあゆみ 雄鶏社 雄鶏社 昭和60
VG1-H765 雄鶏通信 － 雄鶏社 昭和50

VG1-H5117 女が幸福である設計
シャーマン･ヘレン･コウ･
マージョリ

日本教文社 昭和31

VG1-H8400 女が銃をとるまで 若きマルクスとその時代 良知力
日本エディタースクール
出版部

1986

VG1-H3631 女坂 圓地文子 角川書店 昭和33
VG1-H8813 女作家養成所 木下径子 沖積舎 1989
VG1-H11053 女たちは核兵器をゆるさない　岩波ブックレット　5 関屋綾子 岩波書店 1982
VG1-H5658 女ではじまるオンナの本　全437冊 椿芳人　(編) 辰巳出版 昭和56
VG1-H9379 女の一生と健康　各年代の充実をめざして 日野原重明 婦人之友社 1979
VG1-H11176 女の力はどう変わる?　岩波ブックレット　149 赤松良子　[ほか] 岩波書店 1990

VG1-H8620 女の中世　小野小町･巴･その他 細川涼一
日本エディタースクール
出版部

1989

VG1-H8242 女の本がいっぱい 尼川洋子　編著 創元社 1987
VG1-H10378 女の夢　男の夢 田邊園子 作品社 1992

VG1-H5531 女一人の約束 黒木ハマ
日本エディタースクール
出版部

1981
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VG1-H1695 女紋 池田蘭子 河出書房新社 昭和35
VG1-H9856 オンラインの黄昏 紀田順一郎 三一書房 1984
VG1-H10801 カーク･オスマー化学大辞典 塩川二朗　監修 丸善 1988
VG1-H7242 母さん､春はまだ？ 小見美晴　小見重義 高文研 1985
VG1-H8120 悲しき玩具 石川啄木 日本近代文学館 1969[昭和44]
VG1-H7195 カーテンコールをもう一度 宮原昭夫 双柿舎 昭和60
VG1-H11838 櫂（全） 宮尾登美子 筑摩書房 1985年
VG1-H3063 会員名簿 － 著作権法学会 -
VG1-H1535 懐往事談附新聞紙實暦 福地源一郎 民友社 明治27
VG1-795 海外出版研究会資料　2 － － 1970
VG1-795 海外出版研究会資料　3 － － 1970
VG1-795 海外出版研究会資料　4 － － 1970
VG1-795 海外出版研究会資料　6 － － 1970
VG1-795 海外出版研究会資料　7 － － 1970
VG1-795 海外出版研究会資料　9 － － 1970
VG1-795 海外出版研究会資料　10 － － 1970
VG1-795 海外出版研究会資料　11 － － 1970
VG1-795 海外出版研究会資料　12 － － 1971
VG1-795 海外出版研究会資料　14 － － 1971
VG1-795 海外出版研究会資料　15 － － 1971
VG1-795 海外出版研究会資料　16 － － 1971
VG1-795 海外出版研究会資料　17 － － 1971
VG1-795 海外出版研究会資料　18 － － 1971
VG1-795 海外出版研究会資料　19 － － 1971
VG1-795 海外出版研究会資料　20 － － 1971
VG1-795 海外出版研究会資料　21 － － 1971
VG1-795 海外出版研究会資料　22 － － 1971
VG1-795 海外出版研究会資料　23 － － 1971
VG1-795 海外出版研究会資料　24 － － 1971
VG1-795 海外出版研究会資料　25 － － 1971
VG1-795 海外出版研究会資料　26 － － 1971
VG1-795 海外出版研究会資料　27 － － 1971
VG1-795 海外出版研究会資料　28 － － 1971
VG1-795 海外出版研究会資料　30 － － 1971
VG1-795 海外出版研究会資料　31 － － 1971
VG1-795 海外出版研究会資料　32 － － 1971
VG1-795 海外出版研究会資料　34 － － 1971
VG1-795 海外出版研究会資料　35 － － 1971
VG1-795 海外出版研究会資料　36 － － 1971
VG1-795 海外出版研究会資料　37 － － 1971
VG1-795 海外出版研究会資料　38 － － 1971
VG1-795 海外出版研究会資料　39 － － 1971
VG1-795 海外出版研究会資料　40 － － 1971
VG1-795 海外出版研究会資料　88 － － 1973
VG1-795 海外出版研究会資料　90 － － 1973
VG1-795 海外出版研究会資料　91 － － 1973
VG1-795 海外出版研究会資料　94 － － 1973
VG1-795 海外出版研究会資料　96 － － 1973
VG1-795 海外出版研究会資料　99 － － 1973
VG1-795 海外出版研究会資料　101 － － 1973
VG1-795 海外出版研究会資料　115 － － 1973
VG1-795 海外出版研究会資料　117 － － 1973
VG1-795 海外出版研究会資料　118 － － 1973
VG1-795 海外出版研究会資料　119 － － 1973
VG1-795 海外出版研究会資料　120 － － 1973
VG1-795 海外出版研究会資料　121 － － 1973
VG1-795 海外出版研究会資料　122 － － 1973
VG1-795 海外出版研究会資料　123 － － 1973
VG1-795 海外出版研究会資料　124 － － 1973
VG1-795 海外出版研究会資料　125 － － 1973
VG1-795 海外出版研究会資料　126 － － 1973
VG1-795 海外出版研究会資料　127 － － 1973
VG1-795 海外出版研究会資料　128 － － 1973
VG1-795 海外出版研究会資料　129 － － 1973
VG1-795 海外出版研究会資料　130 － － 1973
VG1-795 海外出版研究会資料　131 － － 1973
VG1-795 海外出版研究会資料　132 － － 1973
VG1-795 海外出版研究会資料　133 － － 1973
VG1-795 海外出版研究会資料　134 － － 1973
VG1-795 海外出版研究会資料　135 － － 1973
VG1-795 海外出版研究会資料　136 － － 1973
VG1-795 海外出版研究会資料　137 － － 1973
VG1-795 海外出版研究会資料　138 － － 1973
VG1-795 海外出版研究会資料　139 － － 1973
VG1-795 海外出版研究会資料　140 － － 1973
VG1-795 海外出版研究会資料　141 － － 1973
VG1-795 海外出版研究会資料　142 － － 1973
VG1-795 海外出版研究会資料　144 － － 1973
VG1-795 海外出版研究会資料　145 － － 1973
VG1-795 海外出版研究会資料　146 － － 1973
VG1-795 海外出版研究会資料　147 － － 1973
VG1-795 海外出版研究会資料　148 － － 1973
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VG1-795 海外出版研究会資料　149 － － 1973
VG1-795 海外出版研究会資料　150 － － 1973
VG1-795 海外出版研究会資料　151 － － 1973
VG1-795 海外出版研究会資料　152 － － 1973
VG1-795 海外出版研究会資料　156 － － 1973
VG1-795 海外出版研究会資料　170 － － 1974
VG1-795 海外出版研究会資料　201 － － 1974
VG1-795 海外出版研究会資料　203 － － 1974
VG1-795 海外出版研究会資料　204 － － 1974
VG1-795 海外出版研究会資料　205 － － 1974
VG1-795 海外出版研究会資料　229 － － 1975
VG1-795 海外出版研究会資料　238 － － 1975
VG1-795 海外出版研究会資料　281 － － 1976
VG1-795 海外出版研究会資料　282 － － 1976
VG1-795 海外出版研究会資料　283 － － 1976
VG1-795 海外出版研究会資料　284 － － 1976
VG1-795 海外出版研究会資料　285 － － 1976
VG1-795 海外出版研究会資料　286 － － 1976
VG1-795 海外出版研究会資料　287 － － 1976
VG1-795 海外出版研究会資料　289 － － 1976
VG1-795 海外出版研究会資料　290 － － 1976
VG1-795 海外出版研究会資料　291 － － 1976
VG1-795 海外出版研究会資料　312 － － 1977
VG1-795 海外出版研究会資料　313 － － 1977
VG1-795 海外出版研究会資料　314 － － 1977
VG1-795 海外出版研究会資料　315 － － 1977
VG1-795 海外出版研究会資料　319 － － 1977
VG1-795 海外出版研究会資料　320 － － 1977
VG1-795 海外出版研究会資料　321 － － 1977
VG1-795 海外出版研究会資料　322 － － 1977
VG1-795 海外出版研究会資料　323 － － 1977
VG1-795 海外出版研究会資料　324 － － 1977
VG1-795 海外出版研究会資料　325 － － 1977
VG1-795 海外出版研究会資料　326 － － 1977
VG1-795 海外出版研究会資料　329 － － 1977
VG1-795 海外出版研究会資料　331 － － 1977
VG1-795 海外出版研究会資料　334 － － 1977
VG1-795 海外出版研究会資料　335 － － 1977
VG1-795 海外出版研究会資料　336 － － 1977
VG1-795 海外出版研究会資料　338 － － 1978
VG1-795 海外出版研究会資料　339 － － 1978
VG1-795 海外出版研究会資料　354 － － 1978
VG1-795 海外出版研究会資料　355 － － 1978
VG1-795 海外出版研究会資料　356 － － 1978
VG1-795 海外出版研究会資料　357 － － 1978
VG1-795 海外出版研究会資料　358 － － 1978
VG1-795 海外出版研究会資料　359 － － 1978
VG1-795 海外出版研究会資料　360 － － 1978
VG1-795 海外出版研究会資料　361 － － 1978
VG1-795 海外出版研究会資料　362 － － 1978
VG1-795 海外出版研究会資料　363 － － 1978
VG1-795 海外出版研究会資料　400 － － 1978
VG1-795 海外出版研究会資料　401 － － 1978
VG1-795 海外出版研究会資料　402 － － 1978
VG1-795 海外出版研究会資料　403 － － 1978
VG1-795 海外出版研究会資料　404 － － 1978
VG1-795 海外出版研究会資料　405 － － 1978
VG1-795 海外出版研究会資料　406 － － 1978
VG1-795 海外出版研究会資料　407 － － 1978
VG1-795 海外出版研究会資料　408 － － 1978
VG1-795 海外出版研究会資料　410 － － 1978
VG1-795 海外出版研究会資料　412 － － 1978
VG1-H11397 海外研究室資料　307 － － 1979
VG1-H11398 海外研究室資料　370 － － 1978
VG1-H11399 海外研究室資料　372 － － 1978
VG1-H11400 海外研究室資料　373 － － 1978
VG1-H11401 海外研究室資料　374 － － 1978
VG1-H11402 海外研究室資料　380 － － 1979
VG1-H11403 海外研究室資料　381 － － 1979
VG1-H11404 海外研究室資料　382 － － 1979
VG1-H11405 海外研究室資料　383 － － 1979
VG1-H11406 海外研究室資料　384 － － 1979
VG1-H11407 海外研究室資料　385 － － 1979
VG1-H11408 海外研究室資料　386 － － 1979
VG1-H11409 海外研究室資料　387 － － 1979
VG1-H11410 海外研究室資料　388 － － 1979
VG1-H11411 海外研究室資料　389 － － 1979
VG1-H11412 海外研究室資料　399 － － 1978
VG1-H11413 海外研究室資料　400 － － 1979
VG1-H11414 海外研究室資料　418 － － 1979
VG1-H11415 海外研究室資料　421 － － 1979
VG1-H11416 海外研究室資料　422 － － 1979
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VG1-H11417 海外研究室資料　423 － － 1979
VG1-H11418 海外研究室資料　424 － － 1979
VG1-H11419 海外研究室資料　425 － － 1979
VG1-H11420 海外研究室資料　426 － － 1979
VG1-H11421 海外研究室資料　427 － － 1979
VG1-H11422 海外研究室資料　428 － － 1979
VG1-H11423 海外研究室資料　429 － － 1979
VG1-H11424 海外研究室資料　430 － － 1979
VG1-H11425 海外研究室資料　433 － － 1979
VG1-H11426 海外研究室資料　475 － － 1980
VG1-H11427 海外研究室資料　476 － － 1980
VG1-H11428 海外研究室資料　477 － － 1980
VG1-H11429 海外研究室資料　478 － － 1980
VG1-H11430 海外研究室資料　479 － － 1980
VG1-H11431 海外研究室資料　480 － － 1980
VG1-H11432 海外研究室資料　481 － － 1980
VG1-H11433 海外研究室資料　482 － － 1980
VG1-H11434 海外研究室資料　483 － － 1980
VG1-H11435 海外研究室資料　484 － － 1980
VG1-H11436 海外研究室資料　485 － － 1980
VG1-H11437 海外研究室資料　486 － － 1980
VG1-H11438 海外研究室資料　488 － － 1980
VG1-H11439 海外研究室資料　489 － － 1980
VG1-H11440 海外研究室資料　490 － － 1980
VG1-H11441 海外研究室資料　510 － － 1981
VG1-H11442 海外研究室資料　511 － － 1981
VG1-H11443 海外研究室資料　512 － － 1981
VG1-H11444 海外研究室資料　514 － － 1981
VG1-H11445 海外研究室資料　515 － － 1980
VG1-H11446 海外研究室資料　515 － － 1980
VG1-H11447 海外研究室資料　516 － － 1981
VG1-H11448 海外研究室資料　516 － － 1981
VG1-H11449 海外研究室資料　517 － － 1981
VG1-H11450 海外研究室資料　519 － － 1981
VG1-H11451 海外研究室資料　521 － － 1981
VG1-H11452 海外研究室資料　522 － － 1981
VG1-H11453 海外研究室資料　523 － － 1981
VG1-H11454 海外研究室資料　525 － － 1981
VG1-H11455 海外研究室資料　527 － － 1981
VG1-H11456 海外研究室資料　528 － － 1981
VG1-H11457 海外研究室資料　529 － － 1981
VG1-H11458 海外研究室資料　531 － － 1981
VG1-H11459 海外研究室資料　532 － － 1981
VG1-H11460 海外研究室資料　533 － － 1981
VG1-H11461 海外研究室資料　544 － － 1981
VG1-H11462 海外研究室資料　545 － － 1981
VG1-H11463 海外研究室資料　546 － － 1981
VG1-H11464 海外研究室資料　547 － － 1981
VG1-H11465 海外研究室資料　548 － － 1981
VG1-H11946 海外研究室資料　549 － － 1981
VG1-H11466 海外研究室資料　550 － － 1981
VG1-H11467 海外研究室資料　551 － － 1981
VG1-H11468 海外研究室資料　552 － － 1981
VG1-H11469 海外研究室資料　553 － － 1981
VG1-H11470 海外研究室資料　554 － － 1981
VG1-H11471 海外研究室資料　555 － － 1981
VG1-H11472 海外研究室資料　556 － － 1981
VG1-H11473 海外研究室資料　557 － － 1981
VG1-H11474 海外研究室資料　558 － － 1981
VG1-H11475 海外研究室資料　559 － － 1981
VG1-H11476 海外研究室資料　560 － － 1981
VG1-H11477 海外研究室資料　561 － － 1981
VG1-H11478 海外研究室資料　562 － － 1981
VG1-H11479 海外研究室資料　563 － － 1981
VG1-H11480 海外研究室資料　564 － － 1981
VG1-H11481 海外研究室資料　565 － － 1981
VG1-H11482 海外研究室資料　566 － － 1982
VG1-H11483 海外研究室資料　567 － － 1982
VG1-H11484 海外研究室資料　568 － － 1982
VG1-H11485 海外研究室資料　569 － － 1982
VG1-H11486 海外研究室資料　570 － － 1982
VG1-H11487 海外研究室資料　571 － － 1982
VG1-H11488 海外研究室資料　572 － － 1982
VG1-H11489 海外研究室資料　573 － － 1982
VG1-H11490 海外研究室資料　574 － － 1982
VG1-H11491 海外研究室資料　575 － － 1982
VG1-H11492 海外研究室資料　576 － － 1982
VG1-H11493 海外研究室資料　577 － － 1982
VG1-H11494 海外研究室資料　578 － － 1982
VG1-H11495 海外研究室資料　579 － － 1982
VG1-H11496 海外研究室資料　580 － － 1982
VG1-H11497 海外研究室資料　581 － － 1982
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VG1-H11498 海外研究室資料　582 － － 1982
VG1-H11499 海外研究室資料　583 － － 1982
VG1-H11500 海外研究室資料　584 － － 1982
VG1-H11501 海外研究室資料　585 － － 1981
VG1-H11502 海外研究室資料　586 － － 1982
VG1-H11503 海外研究室資料　587 － － 1982
VG1-H11504 海外研究室資料　588 － － 1982
VG1-H11505 海外研究室資料　589 － － 1982
VG1-H11506 海外研究室資料　590 － － 1982
VG1-H11507 海外研究室資料　591 － － 1982
VG1-H11508 海外研究室資料　592 － － 1982
VG1-H11509 海外研究室資料　593 － － 1982
VG1-H11510 海外研究室資料　594 － － 1982
VG1-H11511 海外研究室資料　595 － － 1982
VG1-H11512 海外研究室資料　596 － － 1982
VG1-H11513 海外研究室資料　597 － － 1982
VG1-H11514 海外研究室資料　598 － － 1982
VG1-H11515 海外研究室資料　599 － － 1982
VG1-H11516 海外研究室資料　600 － － 1982
VG1-H11517 海外研究室資料　601 － － 1982
VG1-H11518 海外研究室資料　602 － － 1982
VG1-H11519 海外研究室資料　603 － － 1982
VG1-H11520 海外研究室資料　604 － － 1982
VG1-H11521 海外研究室資料　605 － － 1982
VG1-H11522 海外研究室資料　606 － － 1982
VG1-H11523 海外研究室資料　607 － － 1982
VG1-H11524 海外研究室資料　608 － － 1982
VG1-H11525 海外研究室資料　609 － － 1982
VG1-H11526 海外研究室資料　610 － － 1982
VG1-H11527 海外研究室資料　611 － － 1982
VG1-H11528 海外研究室資料　612 － － 1982
VG1-H11529 海外研究室資料　613 － － 1982
VG1-H11530 海外研究室資料　614 － － 1982
VG1-H11396 海外研究室資料　85 － － 1973
VG1-H6538 海外広報の時代　英文出版の手びき 松岡紀雄 経済広報センター 昭和57
VG1-H4604 海外雑記 服部一郎 － 昭和24
VG1-H11335 海外出版研究室資料　146 － － 1973
VG1-H11336 海外出版研究室資料　151 － － 1973
VG1-H11337 海外出版研究室資料　177 － － 1974
VG1-H11338 海外出版研究室資料　178 － － 1974
VG1-H11339 海外出版研究室資料　179 － － 1974
VG1-H11340 海外出版研究室資料　180 － － 1974
VG1-H11341 海外出版研究室資料　181 － － 1974
VG1-H11362 海外出版研究資料　173 － － 1974
VG1-H11363 海外出版研究資料　174 － － 1974
VG1-H11364 海外出版研究資料　186 － － 1974
VG1-H11365 海外出版研究資料　187 － － 1974
VG1-H11366 海外出版研究資料　188 － － 1974
VG1-H11367 海外出版研究資料　189 － － 1974
VG1-H11368 海外出版研究資料　191 － － 1974
VG1-H11369 海外出版研究資料　193 － － 1974
VG1-H11370 海外出版研究資料　193 － － 1974
VG1-H11371 海外出版研究資料　195 － － 1974
VG1-H11372 海外出版研究資料　196 － － 1974
VG1-H11373 海外出版研究資料　196 － － 1974
VG1-H11374 海外出版研究資料　197 － － 1974
VG1-H11375 海外出版研究資料　198 － － 1974
VG1-H11376 海外出版研究資料　199 － － 1974
VG1-H11377 海外出版研究資料　199 － － 1974
VG1-H11378 海外出版研究資料　200 － － 1974
VG1-H11379 海外出版研究資料　201 － － 1974
VG1-H11380 海外出版研究資料　206 － － 1974
VG1-H11381 海外出版研究資料　207 － － 1974
VG1-H11382 海外出版研究資料　208 － － 1974
VG1-H11383 海外出版研究資料　210 － － 1974
VG1-H11384 海外出版研究資料　211 － － 1974
VG1-H11385 海外出版研究資料　212 － － 昭和50
VG1-H11386 海外出版研究資料　213 － － 1975
VG1-H11387 海外出版研究資料　214 － － 1975
VG1-H11388 海外出版研究資料　219 － － 1975
VG1-H11389 海外出版研究資料　220 － － 1975
VG1-H11390 海外出版研究資料　220 － － 1975
VG1-H11391 海外出版研究資料　231 － － 1975
VG1-H11392 海外出版研究資料　233 － － 1975
VG1-H11393 海外出版研究資料　234 － － 1975
VG1-H11394 海外出版研究資料　235 － － 1975
VG1-H11395 海外出版研究資料　237 － － 1975
VG1-H11334 海外出版調査室資料　141 － － 1973
VG1-H5292 海外出版の実務 出川沙美雄 出版研究センター 昭和55
VG1-H5293 海外出版の実務 出川沙美雄 出版研究センター 昭和55
VG1-H5756 海外図書館事情講義要綱 － 国立国会図書館 昭和27
VG1-H5748 海外図書館情報　第3号 － 国立国会図書館 昭和25
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VG1-H11358 海外レポート　1982年12月13日 － － 1982
VG1-H11357 海外レポート　1982年12月1日 － － 1982
VG1-H11359 海外レポート　1982年12月22日 － － 1982
VG1-H11356 海外レポート　1982年8月30日 － － 1982
VG1-H11361 海外レポート　1983年1月12日 － － 1983
VG1-H11360 海外レポート　1983年1月7日 － － 1983
VG1-H4581 絵画の真価 後藤禎二 造形社 昭和39
VG1-H4651 絵画の歴史 後藤禎二 新評論社 昭和28
VG1-H1667 會議の原則と運營 寺光忠 毎日新聞社 昭和23
VG1-H10631 階級闘争の必然性 河上肇 永美書房 昭和22
VG1-H669 皆空書屋　明治百誌解説 故武田正義 富貴書房 昭和26
VG1-H4789 海軍主計大尉　小泉信吉 小泉信三 小泉信三 [昭和21]
VG1-H9403 海軍主計大尉　小泉信吉 小泉信三 文藝春秋 1966
VG1-H7239 海軍主計大尉小泉信吉 小泉信三 文藝春秋 昭和41
VG1-H11067 改憲論者の主張　岩波ブックレット 奥平康弘 岩波書店 1983
VG1-H433 回顧五十年 嶋中雄作 中央公論社 昭和10

VG1-H451 回顧五十年 －
藤井誠治郎(遣稿回顧)五
十年刊行会

昭和37

VG1-H545 回顧七十年 石山賢吉 ダイヤモンド社 昭和33
VG1-H4702 邂逅 上野直昭 岩波書店 昭和44
VG1-H5138 外交官 加瀬俊一 大日本雄弁会講談社 昭和32

VG1-H2901 外国書目録(獨逸新刊書展示会) －
ドイツ書籍販売組合出版
文化国際交流会

昭和44

VG1-H2791 外国逐次刊行物受入一覧 － 国立国会図書館 1960
VG1-H2792 外国逐次刊行物受入一覧 － 国立国会図書館 1965
VG1-H9262 外国著作権判例200題　著作権シリーズ　80 大家重夫　編 (社)　著作権資料協会 1989

VG1-H2352 外国著作権法令集
文部省社会教育局著作権課
訳編

－ 昭和38

VG1-H10089 外国著作権法令集　(10)　アメリカ合衆国編 － 著作権資料協会 1990
VG1-H2353 外国著作権法令集　Ⅱ － － 昭和39
VG1-H2366 外国著作権法令集　Ⅱ － － 昭和39
VG1-H7286 外国著作権法令集　(5) － 著作権資料協会 昭和61
VG1-H8223 外国著作権法令集　6 著作権資料協会　[編] 著作権資料協会 [1987]
VG1-H9257 外国著作権法令集　7　韓国･台湾編 － (社)　著作権資料協会 1987
VG1-H9258 外国著作権法令集　8　オーストラリア編 － (社)　著作権資料協会 1989
VG1-H9259 外国著作権法令集　9　英国編 大山幸房訳 (社)　著作権資料協会 1990
VG1-H1528 外国の新聞 伊藤慎一 同文館 昭和30
VG1-H3936 カイコだけが絹を吐く 扇谷正造 雷鳥社 昭和54
VG1-H11799 骸骨島 大江小波編　片山春帆書 博文館 明治36年
VG1-H620 回顧の五十年 － 鶴林堂書店 昭和16
VG1-H10357 懐舊録 南條文雄 大雄閣書房 1927[昭和2]
VG1-H4417 回顧録 山田三良 山田三良先生米寿祝賀会 昭和32
VG1-H7837 快妻物語 斎藤茂太 文藝春秋 昭和41
VG1-H9993 甲斐路　ブルーガイドパック　39 ブルーガイドパック編集部 実業之日本社 1982

VG1-H8718 芥子園画伝　上
[王概　等著]　青木正児
訳注

筑摩書房 1975

VG1-H8719 芥子園画伝　下
[王概　等著]　青木正児
訳注

筑摩書房 1975

VG1-H895 外資系出版社の経営戦略 遠藤千舟 自由研究会 昭和52
VG1-H8985 外資系出版社の経営戦略 遠藤千舟 自由研究舎 昭和52
VG1-H6635 「会社史」入門 日本経済史研究所 にっかん書房 昭和59
VG1-H10032 会社史づくりの実務 近江哲史 にっかん書房 1985
VG1-H10408 快食･快便･快読 森毅 青土社 1992
VG1-H11681 誡　初心學人文 － － -
VG1-H8151 海神丸　其他 野上彌生子 日本近代文学館 昭和44
VG1-H1153 改正国家總動員法 鷲山半之助 新光閣 昭和16
VG1-H11640 慨世史談斷蓬竒縁巻之一 天香外史　編　學海居士 鳳文館 明治20年
VG1-H11641 慨世史談斷蓬竒縁巻之二 天香外史　編　學海居士 鳳文館 -
VG1-H11642 慨世史談斷蓬竒縁巻之三 天香外史　編　學海居士 鳳文館 -
VG1-H11643 慨世史談斷蓬竒縁巻之四 天香外史　編　學海居士 鳳文館 明治20年
VG1-H8292 偕成社五十年の歩み － 偕成社 1987
VG1-H4120 韮菁集 土屋文明 青磁社 昭和21
VG1-717 解説シリーズ　23　〔入門〕と名のつく本 出版科学研究所 1962
VG1-717 解説シリーズ　24　心理学の本 出版科学研究所 1962
VG1-717 解説シリーズ　30　辞典・事典の近況 出版科学研究所 1963
VG1-717 解説シリーズ　31　36～37年の学参もの（高校） 出版科学研究所 1963
VG1-717 解説シリーズ　32　36～37年の学参もの（中学） 出版科学研究所 1963

VG1-717
解説シリーズ　33　ペーパーバックスの主流　新書
判の本

出版科学研究所 1963

VG1-717 解説シリーズ　34　雑誌のエネルギー　創刊と休刊 出版科学研究所 1963

VG1-717
解説シリーズ　35　ガイドマップから教科書まで
地理の本

出版科学研究所 1963

VG1-717
解説シリーズ　36　幼・少年の読書はどのように変
わってきたか（小・中学生の部）

出版科学研究所 1964

VG1-717
解説シリーズ　37　幼・少年の読書はどのように変
わってきたか（高校生の部）

出版科学研究所 1964

VG1-717 解説シリーズ　38　38年のベストセラーズ 出版科学研究所 1964
VG1-717 解説シリーズ　40　大量に進出した新書判の本 出版科学研究所 1964
VG1-717 解説シリーズ　41　～全集物～　最近5ヵ年の動き 出版科学研究所 1964
VG1-717 解説シリーズ　42　～翻訳物～　最近の近況 出版科学研究所 1964
VG1-717 解説シリーズ　44　“子供の教育”に関する本 出版科学研究所 1964
VG1-717 解説シリーズ　45　普及著しい“暮しの本” 出版科学研究所 1964
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VG1-717 解説シリーズ　46　盛り返してきた“文庫本” 出版科学研究所 1964
VG1-717 解説シリーズ　48　雑誌の都道府県別推定配送量 出版科学研究所 1964
VG1-717 解説シリーズ　49　39年のベスト・セラーズ 出版科学研究所 1965

VG1-717
解説シリーズ　52　注目される不定期雑誌　“別冊
と増刊”

出版科学研究所 1965

VG1-717 解説シリーズ　53　だぶついてきた新書判の本 出版科学研究所 1965
VG1-717 解説シリーズ　54　普及一段落の“辞典” 出版科学研究所 1965

VG1-717
解説シリーズ　55　出版物に対する家計支出　～こ
の10年～

出版科学研究所 1965

VG1-717
解説シリーズ　56　オリンピックで伸びた“スポー
ツの本”

出版科学研究所 1965

VG1-717 解説シリーズ　57　旅情ものが伸びる“旅の本” 出版科学研究所 1965
VG1-717 解説シリーズ　58　時流に乗った“歴史の本” 出版科学研究所 1965

VG1-717
解説シリーズ　59　ソヴェトの出版活動　－我が国
との比較をまじえて－

出版科学研究所 1965

VG1-717 解説シリーズ　60　伸びてきた宗教の本 出版科学研究所 1965

VG1-717
解説シリーズ　61　新分野に期待される“法律の
本”

出版科学研究所 1965

VG1-717 解説シリーズ　62　“教育の本”　副読本が活況 出版科学研究所 1965
VG1-717 解説シリーズ　63　反落を迎えた“経済の本” 出版科学研究所 1965
VG1-717 解説シリーズ　64　週刊誌の都道府県別推定配送料 出版科学研究所 1965
VG1-717 解説シリーズ　65　月刊誌の都道府県別推定配送量 出版科学研究所 1965

VG1-717
解説シリーズ　66　“雑誌の見る頁と紙質”　その
現状

出版科学研究所 1966

VG1-717 解説シリーズ　67　40年のベスト・セラーズ 出版科学研究所 1966
VG1-717 解説シリーズ　69　調査段階を迎えた別冊・増刊誌 出版科学研究所 1966

VG1-717
解説シリーズ　70　“最近の全集物”　ノンフィク
ションに活況

出版科学研究所 1966

VG1-717 解説シリーズ　71　静かに伸びる“文庫本” 出版科学研究所 1966

VG1-717
解説シリーズ　72　膨張一段落のペーパー・バック
ス

出版科学研究所 1966

VG1-717 解説シリーズ　73　人口減を乗り越えた児童月刊誌 出版科学研究所 1966
VG1-717 解説シリーズ　74　明暗の交錯する大衆月刊誌 出版科学研究所 1966
VG1-717 解説シリーズ　75　新分野が伸びる“暮しの本” 出版科学研究所 1966
VG1-717 解説シリーズ　76　地道に普及する“工学工業誌” 出版科学研究所 1966
VG1-717 解説シリーズ　77　経営関係が主流“月刊経済誌” 出版科学研究所 1967

VG1-717
解説シリーズ　78　“雑誌の見る頁と紙質”　その
現状

出版科学研究所 1967

VG1-717 解説シリーズ　79　普及を進める“工学書” 出版科学研究所 1967
VG1-717 解説シリーズ　80　41年のベスト・セラーズ 出版科学研究所 1967
VG1-717 解説シリーズ　81　大勢横這いの“生活誌” 出版科学研究所 1967

VG1-717
解説シリーズ　82　“芸術の本”　美術ものは伸び
一段落

出版科学研究所 1967

VG1-717 解説シリーズ　83　好調を辿る“趣味の雑誌” 出版科学研究所 1967
VG1-717 解説シリーズ　84　着実に普及高める“理学の本” 出版科学研究所 1967
VG1-717 解説シリーズ　85　冴えぬ動き“スポーツ本” 出版科学研究所 1967

VG1-717
解説シリーズ　86　“翻訳物の本”　文学作品の
ウェイト低下

出版科学研究所 1967

VG1-717 解説シリーズ　94　急増する“特価本” 出版科学研究所 1968
VG1-717 解説シリーズ　95　売行上昇の“スポーツ誌” 出版科学研究所 1968

VG1-717
解説シリーズ　96　環境シビアとなる学習参考書
（中学）

出版科学研究所 1968

VG1-717
解説シリーズ　97　入試難が刺戟材　学習参考書
（高校）

出版科学研究所 1968

VG1-717 解説シリーズ　98　退潮の目立つ“芸能誌” 出版科学研究所 1968

VG1-717
解説シリーズ　99　大量販売一段落の“日本文学の
本”

出版科学研究所 1968

VG1-717
解説シリーズ　100　バラエティーに富む“買切雑
誌”

出版科学研究所 1968

VG1-717 解説シリーズ　101　小説ものが伸びる“文芸誌” 出版科学研究所 1969

VG1-717
解説シリーズ　102　動きの激しい人生もの“宗教哲
学誌”

出版科学研究所 1969

VG1-717 解説シリーズ　103　環境明るい“旅の本” 出版科学研究所 1969

VG1-717
解説シリーズ　104　地味に推移した43年のベストセ
ラーズ

出版科学研究所 1969

VG1-717 解説シリーズ　105　過渡的傾向の強い“児童図書” 出版科学研究所 1969
VG1-717 解説シリーズ　106　好調に推移する“工学誌” 出版科学研究所 1969
VG1-717 解説シリーズ　107　飽和気味の“娯楽の本” 出版科学研究所 1969
VG1-717 解説シリーズ　108　時流に乗った“コミック本” 出版科学研究所 1969
VG1-717 解説シリーズ　109　地味だが堅い伸び“科学誌” 出版科学研究所 1969
VG1-717 解説シリーズ　110　特定分野が大巾増“生活の本” 出版科学研究所 1969
VG1-717 解説シリーズ　111　大学紛争で伸び悩む“経済書” 出版科学研究所 1969
VG1-717 解説シリーズ　112　延びの冴えない“婦人誌” 出版科学研究所 1969
VG1-717 解説シリーズ　113　活況の続く“経営書” 出版科学研究所 1970
VG1-717 解説シリーズ　114　地味な動きの“美術誌” 出版科学研究所 1970
VG1-717 解説シリーズ　115　情勢の変化する“児童月刊誌” 出版科学研究所 [19--]

VG1-717
解説シリーズ　116　フィクションの伸びた“44年の
ベストセラーズ”

出版科学研究所 1970

VG1-717
解説シリーズ　117　目立つ住居分野の伸び“生活
誌”

出版科学研究所 1970

VG1-717 解説シリーズ　118　マスプロ段階終る“歴史の本” 出版科学研究所 1970
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VG1-717
解説シリーズ　'73 3　出版企画の競合強まる“歴史
の本”

出版科学研究所 1973

VG1-717 解説シリーズ　'74 12　映画関係が好調“芸能誌” 出版科学研究所 1974
VG1-717 解説シリーズ　'74 14　環境明るい“音楽誌” 出版科学研究所 1974

VG1-717
解説シリーズ　'74 17　ベストセラーで上向いた
“随筆の本”

出版科学研究所 1974

VG1-717
解説シリーズ　'74 22　企画ラッシュの“美術の
本”

出版科学研究所 1974

VG1-717
解説シリーズ　'81 2　“市場の拡大化で伸びるス
ポーツ誌”

出版科学研究所 1981

VG1-H3661 解説世界文学史年表 市古貞次等編 中央公論社 1957
VG1-H6141 概説標準目録法 志村尚夫 ぎょうせい 昭和57
VG1-H4146 回想　内田百間 平山三郎　編 津輕書房 昭和50
VG1-H8670 回想　北野民夫 小尾俊人　編 みすず書房 1989

VG1-H7307 回想　河野与一多麻
「河野先生の思い出」刊行
会　編

「河野先生の思い出」刊
行会

1986

VG1-H9285 回想　小林勇 谷川徹三　井上端　編 筑摩書房 1983
VG1-H8780 回想　戦後の文学 谷田昌平 筑摩書房 1988
VG1-H6645 回想　藤原政雄 回想藤原政雄編集委員会 明治図書出版 昭和59
VG1-H7275 回想　矢崎美盛先生 谷口鉄雄　編 谷口鉄雄 昭和60
VG1-H8685 回想九十年 高橋誠一郎 筑摩書房 1973
VG1-H10466 回想　内田百閒 平山三郎 津軽書房 1975[昭和50]
VG1-H286 改造社の時代　(戦前篇) 水島治男 図書出版社 昭和51
VG1-H6934 改造社の時代　戰前編 水島治男 図書出版社 昭和51
VG1-H9988 改造社の時代　戦前篇 水島治男 図書出版社 1976
VG1-H285 改造社の時代　(戦中篇) 水島治男 図書出版社 1977
VG1-H9989 改造社の時代　戦中篇 水島治男 図書出版社 1976
VG1-H5941 回想出隆 出かず子　(編) 回想出隆刊行会 1982
VG1-H584 回想鈴木一平 － 大修館書店 昭和52
VG1-H5445 回想太宰治 野原一夫 新潮社 昭和55
VG1-H6325 回想土屋實 － 社会思想社 昭和58
VG1-H2930 回想の内村鑑三 － 岩波書店 1956
VG1-H10502 回想の作家たち 鷲尾洋三 青蛙房 1970[昭和45]
VG1-H463 回想の作家たち 鷲尾洋三 青蛙房 昭和45
VG1-H10837 回想の新生 ｢新生｣復刻編集委員会　編 ｢新生｣復刻編集委員会 昭和48
VG1-H487 回想の新生 － ｢新生｣復刻編集委員会 昭和48
VG1-H6279 回想の第7代国立国会図書館長 － － 1983

VG1-H10425 回想の林達夫 久野収　編
日本エディタースクール
出版部

1992

VG1-H3643 回想の巴里 柳澤健 酣燈社 昭和22
VG1-H310 回想の古田晁 井上健三 筑摩書房 昭和49
VG1-H5274 回想の古田晁 － 筑摩書房 昭和49
VG1-H7144 回想の古田晁 － 筑摩書房 昭和49
VG1-H9299 回想の三木清 谷川徹三　東畑精一　編 文化書院 1948[昭和23]
VG1-H6389 解体する文芸 中島和夫 日本エディタースクール 1984
VG1-H6981 怪談浮牡丹 山東京傅 誾花堂 明治20
VG1-H8022 海潮音 上田敏 日本近代文学館 1968
VG1-H2190 改訂　校正入門 西沢秀雄 岩崎美術社 昭和48
VG1-H2552 改訂.新著作権法問答 佐野文一郎　鈴木敏夫 出版開発社 昭和54
VG1-H2550 改訂･著作権法逐条講義 加戸守行 著作権資料協会 昭和52
VG1-H2287 改訂新版　著作権法ハンドブック － 著作権資料協会 昭和49
VG1-H2256 改訂新版　著作権法ハンドブック 文化庁 社団法人著作権資料協会 昭和49
VG1-H1481 改訂増補　維新後大年表 妻木忠太 村田書店 昭和53
VG1-H6146 改訂増補　図書館資料概説 木寺清一 明治書院 昭和55
VG1-H1510 改訂増補　内外新聞小史 小野秀雄 日本新聞協会 昭和28
VG1-H1090 改訂増補筆禍史 宮武外骨 朝香屋書店 大正15
VG1-H6350 改訂版　色名小事典 － 日本色研事業 昭和59
VG1-H2258 改訂版　著作権法ハンドブック 文化庁 社団法人著作権資料協会 昭和47
VG1-H2330 改訂版　著作権法ハンドブック － 著作権資料協会 昭和47
VG1-H2244 改訂版写植教室 布施茂 日本印刷新聞社 昭和51

VG1-H11685 開發算數學　巻之三 樺正董　編 中田書店
明治22年9月30
日

VG1-H2463
開発途上国用の翻訳権･複製権その他の権利に関する
契約の作成に対するガイドラインとその解説

－ 著作権資料協会 1977

VG1-H8238 怪文書の研究　1 六角弘　編 晩聲社 1987
VG1-H8239 怪文書の研究　2 六角弘　編 晩聲社 1987
VG1-H6681 會本雑考変態文献叢書　第6巻 封醉小史 文藝資料研究会 昭和3
VG1-H4771 壊滅 立野信之 新潮社 昭和36
VG1-H4032 買物籠をさげて図書館へ 萩原祥三 創林社 1979
VG1-H4304 改譯　トオマス･マン短篇集　Ⅰ － 岩波書店 昭和27
VG1-H4305 改譯　トオマス･マン短篇集　Ⅱ － 岩波書店 昭和28
VG1-H4193 改訳　春の目ざめ ヴェデキント 岩波書店 昭和15
VG1-H3140 外遊記録より 阿良田弘三 曉聲社出版部 大正10
VG1-H4805 外遊日記 小泉信三 文藝春秋新社 昭和29
VG1-H825 外来語辞典 楳垣実 東京堂出版 昭和41
VG1-H3309 外来文化攝取史論 家永三郎 合同出版 1974
VG1-H5063 怪力乱神 安成三郎 学風書院 昭和28
VG1-H11711 改暦辨 福沢諭吉 三家村佐平 明治6年
VG1-H2921 嘉永開国以降日本経済年表 － 啓明會事務所 昭和16

VG1-H7771 嘉永癸丑由吉田松陰遊歴日録
吉田寅次郎　著　品川弥二
郎　校正

吉田庫ニ 明治16

VG1-H3273 嘉永明治年間録　(上巻) 吉野真保　編 巖南堂書店 昭和43
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VG1-H3274 嘉永明治年間録　(下巻) 吉野真保　編 巖南堂書店 昭和43
VG1-H9787 返り花 福田清人 明治書院 1983
VG1-H864 蛙のうた 臼井吉見 筑摩書房 昭和40
VG1-H6830 蛙のうた　わが先行者･同行者 臼井吉見 筑摩書房 昭和60
VG1-H9861 蛙のこえ 大宅壮一 鱒書房 1952
VG1-H9996 画家 M.B.ゴフスタイン ジー･シー･プレス 1986
VG1-H7729 加賀百万石国宝展目録 － [毎日新聞社] [昭和32]
VG1-H4578 科学への憧憬 林髞 協力出版社 昭和17
VG1-H7302 科学革命の構造 トーマス･クーン みすず書房 1985
VG1-H7694 科学史と新ヒューマニズム サートン 岩波書店 昭和15
VG1-H3558 科学史のすすめ 広重徹　編 筑摩書房 1970
VG1-H5441 ｢科学者の社会的責任｣についての覺え書 唐木順三 筑摩書房 昭和55
VG1-H4489 科學の剃髪 山下英吉 日本文化研究所 昭和15
VG1-H4577 科学の窓 永野爲武 石崎書店 昭和28
VG1-H11689 科学の芽生え　日本叢書12 中谷宇吉郎 生活社 昭和20年
VG1-H3195 科學文化史年表 湯淺光朝 中央公論社 1950
VG1-H3333 科学明治百年史 松原宏遠 講談社 昭和41
VG1-H4492 科学は人間をどう見る J.バトラー 白揚社 1960
VG1-H7295 鏡とエロスと 清水徹 筑摩書房 1984

VG1-H9738 鏡としての歴史 福井憲彦
日本エディタースクール
出版部

1990

VG1-H5027 篝火 尾崎士郎 筑摩書房 昭和30
VG1-H1671 書かれざる特ダネ 入江徳郎　扇谷正造 話社 昭和23
VG1-H287 我觀南國 山本實彦 東京堂書店 大正5
VG1-H5100 鍵 谷崎潤一郎 中央公論社 昭和31
VG1-H1006 書き言葉のシエルパ 柳田邦夫 晩聲社 1978
VG1-H3055 柿二つ 高濱虚子 新橋堂 大正4
VG1-H9550 蝸牛 川瀬一馬 中央公論社 1991
VG1-H9554 蝸牛庵訪問記 小林勇 講談社 1991
VG1-H4852 可恐兒 里見弴 新紀元社 昭和21
VG1-H7362 限りなき「出版統計」の道を求めて 石井彦澄 三笠書房 昭和61[1986]
VG1-H8954 限りなき｢出版統計｣の道を求めて 石井彦澄 三笠書房 1986
VG1-H4615 架空と現實 渡邊一夫 白水社 1951
VG1-H6320 学事出版創立20周年 － 学事出版 昭和58
VG1-H4063 核時代の国家秘密法 上田誠吉 大月書店 1987
VG1-H7030 學者安心論 福澤諭吉 福澤諭吉　刊 明治9
VG1-H3447 學者氣質 小酒井光次 春陽堂 大正15
VG1-H6734 学者先生戰前戰後言質集 内外文化研究所 全貌社 昭和29
VG1-H9978 学者渡世 南博 文芸春秋 1985
VG1-H3515 学者の森　下 藤田信勝 毎日新聞社 昭和38
VG1-H7789 学習参考用書籍・雑誌の分析 － 朝日新聞東京本社広告部 1960
VG1-H11166 学習指導要領と教科書　岩波ブックレット　140 山住正巳 岩波書店 1989
VG1-H8264 学習書協会　40年のあゆみ 学習書協会　[編] 学習書協会 1987
VG1-H762 学習書協会30年のあゆみ 鶴岡阷己 学習書協会 1977
VG1-H5819 学術写真 － 学術写真製版所 1761
VG1-H2697 学術図書総合目録　(図書館学欧文篇) 文部省　編 文部省 昭和33
VG1-H1875 学術論文の書き方 五島茂 甲文堂書店 昭和12

VG1-H1872 学術論文の技法 斉藤孝
日本エディタースクール
出版部

昭和52

VG1-H2900 各種目録(出版目録他5冊) － － 昭和18
VG1-H2899 各種目録(出版目録他9冊) － － 大正11
VG1-H1946 学制百年史･記述編･資料編 文部省 帝国地方行政学会 昭和47
VG1-H10693 学制百二十年史 文部省 ぎょうせい 平成4
VG1-H3262 學制五十年史 － 文部省 大正11
VG1-H3269 覺醒期の東京文壇 石川悌三 東京都総務局文書課 昭和27
VG1-H7542 学生と書籍 － 朝日新聞東京本社広告部 昭和35
VG1-H1746 學生と讀書 大河内一男 日本評論社 昭和25
VG1-H1940 学生のための現代日本文学 高田芳夫 寧楽書房 昭和29
VG1-H4163 學生論 市原豐太 要書房 昭和25
VG1-H4715 學生論 清水幾太郎 河出書房 昭和26
VG1-H1884 學生論文の書き方 國松久彌 梓文堂 昭和31
VG1-H11050 核戦略の曲り角　岩波ブックレット　2 豊田利幸 岩波書店 1982
VG1-H10534 学窓雑記 小泉信三 岩波書店 1936
VG1-H7374 學窓雑記 小泉信三 岩波書店 昭和11
VG1-H7920 拡大写本の作り方 市橋正晴 東京ルリユール 1987
VG1-H9467 かくて映像はとらえられた　テレビの50年 青木貞伸 世界思想社 1976
VG1-H3222 學燈　1928年度 － 丸善 -
VG1-H3223 學燈　1930年度 － 丸善 -
VG1-H3224 學燈　1931年度 － 丸善 -
VG1-H10527 ｢学鐙｣編集の思い出 本庄桂輔 白凰社 1985
VG1-H348 学燈をかかげて － ダイヤモンド社 昭和42
VG1-H11091 核廃棄物　岩波ブックレット　44 高榎堯 岩波書店 1985
VG1-H11148 核廃絶と世論の力　岩波ブックレット　120 － 岩波書店 1988
VG1-H11573 学橋大郷君墓碣銘 撰文者□正勝　書者長英 回春堂　石川治兵衛 明治16年
VG1-H3703 岳父書簡撰 森田雄藏 金剛出版 昭和51
VG1-H11065 核兵器と人間の鎖　岩波ブックレット　17 岩波書店編集部　編 岩波書店 1983
VG1-H3518 学問と思想と人間と 有沢広巳 毎日新聞社 昭和32
VG1-H9302 學問と人生 三木清 中央公論社 1942[昭和17]
VG1-H3218 學問の嚴肅性 佐藤通次 冨山房 昭和18
VG1-H3170 学問のすゝめ 福沢諭吉 岩波書店 1978
VG1-H8117 学問のすゝめ 福澤諭吉 日本近代文学館 1968[昭和43]
VG1-H11623 學問ﾉｽｽﾒ　二編　全 福澤諭吉 － 明治6年
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VG1-H11624 學問ﾉｽｽﾒ　三編　全 福澤諭吉 － 明治6年
VG1-H11625 學問ﾉｽｽﾒ　四編　全 福澤諭吉 － 明治7年
VG1-H11626 學問ﾉｽｽﾒ　五編　全 福澤諭吉 － 明治7年
VG1-H11627 學問ﾉｽｽﾒ　六編　全 福澤諭吉 － 明治7年
VG1-H11584 學問ﾉｽｽﾒ　全 福澤諭吉　小幡篤次郎 － 明治6年
VG1-H3847 学問の世界　上 加藤秀俊　小松左京 講談社 昭和53
VG1-H3970 学問の世界　下 加藤秀俊　小松左京 講談社 昭和53
VG1-H7065 学問の曲り角 河野興一 岩波書店 昭和59[1984]
VG1-H4585 學問論 シエリング 創元社 昭和23
VG1-H3271 確立期の東京文壇 石川悌三 都政史料館 昭和33
VG1-H8095 かくれんぼ 斉藤緑雨 日本近代文学館 1968
VG1-H7726 家計から支出される雑誌･書籍代 － 東京出版販売 昭和32
VG1-H3634 家計の數學 小倉金之助 岩波書店 昭和13
VG1-H6516 過激にして愛嬌あり　宮武外骨 吉野孝雄 筑摩書房 1983
VG1-H5652 描けなかった風景 司修 河出書房新社 昭和56
VG1-H4085 蜻蛉 志賀直哉 スバル出版社 昭和23
VG1-H6523 蜻蛉日記　(中) 川瀨一馬 講談社 昭和55
VG1-H1663 學校新聞の指導と作り方 － 毎日新聞社 昭和26
VG1-H7563 鹿児島市調査 － 朝日新聞西部本社広告部 昭和39
VG1-H8784 歌語例歌事典 鳥居正博　編著 聖文社 昭和63
VG1-H4870 風霜 尾崎士郎 新潮社 昭和29
VG1-H4344 カザノヴァ回想録　1 － 岩波書店 昭和27
VG1-H4345 カザノヴァ回想録　2 － 岩波書店 昭和27
VG1-H4346 カザノヴァ回想録　3 － 岩波書店 昭和28
VG1-H4347 カザノヴァ回想録　4 － 岩波書店 昭和28
VG1-H4348 カザノヴァ回想録　5 － 岩波書店 昭和29
VG1-H4349 カザノヴァ回想録　6 － 岩波書店 昭和30
VG1-H11238 カザルスの心　岩波ブックレット　212 井上賴豊 岩波書店 1991
VG1-H11119 火山噴火予知と防災　岩波ブックレット　80 伊藤和明 岩波書店 1987
VG1-H3761 橿 新村出 靖文社 昭和15
VG1-H4965 画室の窓 堂本印象 朝日新聞社 昭和29
VG1-H21 樫と菩提樹 寿岳文章　しづ 白凰社 1966
VG1-H2453 歌集　アポロの月 坊城俊周 独歩書林 昭和62
VG1-H5192 歌集　歸朝 佐藤佐太郎 第二書房 昭和27
VG1-H6031 歌集　笹群 藤森明夫 千日書房 昭和23
VG1-H5236 歌集　雙燕集 堤直温･堤信子 歩道短歌会 昭和45
VG1-H5087 歌集　千曲川 松山茂助 短歌研究社 昭和40
VG1-H5191 歌集　地表 佐藤佐太郎 白玉書房 昭和31
VG1-H6053 歌集　のぼり路 斎藤茂吉 岩波書店 昭和18
VG1-H5226 歌集　醗酵 坂口謹一郎 白玉書房 昭和33
VG1-H4678 歌集　鴿笛 臼井岳夫 臼井岳夫 昭和27
VG1-H4679 歌集　火の山 臼井岳夫 臼井岳夫 昭和36
VG1-H3687 歌集　噴泉 太田青丘 潮音社 昭和29
VG1-H4498 歌集　山下水 土屋文明 靑磁社 昭和23
VG1-H3511 歌集犬吠 尾張穂草 講談社 昭和48
VG1-H4953 歌集海表 犬丸秀雄 白玉書房 昭和39
VG1-H6951 可笑記 如儡子 教育社 昭和55
VG1-H2074 柏亭自傳 石井柏亭 教育美術振興會 昭和18
VG1-H5803 柏原洋紙店　80年史 － 柏原洋紙店 昭和39
VG1-H175 歌人の手紙 岡野他家夫 短歌新聞社 昭和51
VG1-H7010 カストリ　復刻版 山岡明 矢崎泰夫 昭和60
VG1-H664 カストリ雑誌研究 山本明 出版ニュース社 昭和51
VG1-H672 カストリ雑誌にみる戦後史 山岡明 オリオン出版 昭和45
VG1-H665 《カストリ文化》考 長谷川卓也 三一書房 1969
VG1-H9595 カストロの尼 スタンダール 岩波書店 1946
VG1-H7330 ガストン･ガリマ－ル　フランス出版の半世紀 ピエール･アスリーヌ みすず書房 昭和61[1986]
VG1-H10138 家政学図書目録　1987 － 家政学図書目録刊行会 1986
VG1-H107 瓦石集(浅水文庫収集展示書目録) － － [1958]
VG1-H8180 風立ちぬ 堀辰雄 日本近代文学館 昭和44
VG1-H6848 風立ちぬ　堀辰雄作品集　3 堀辰雄 角川書店 昭和25
VG1-H4483 風と雲と 畔柳二美 大日本雄弁会講談社 昭和33
VG1-H7322 風と伝説のなかの上斎原 片田和弘 中央公論事業出版 昭和61
VG1-H10637 風と共に去りぬ マーガレット･ミッチェル 三笠書房 昭和13
VG1-H10743 風と共に去りぬ　1 ミッチェル 河出書房 1989
VG1-H10744 風と共に去りぬ　2 ミッチェル 河出書房 1989
VG1-H4241 風の又三郎　他十八篇 宮澤賢治 岩波書店 昭和26
VG1-H7405 風の道　編集者40年の思い出 松本道子 ノラブックス 昭和60
VG1-H4909 画僧月遷､慶光院記･その他 浜口良光 伊勢合同新聞社 昭和36
VG1-H6665 型絵染の巨匠芹沢銈介展　図録 読売新聞社 読売新聞社 昭和59
VG1-H10427 形の発見 内田義彦 藤原書店 1992
VG1-H7008 片葉の葦　俳句エッセイ集 佐藤鬼房 万葉堂出版 昭和56
VG1-H7999 語り継ぐ昭和史　占領下の日本展 双柿舎　編 中日新聞本社 1983
VG1-H925 かたりべ文化 外山滋比古 冬樹社 昭和53
VG1-H10889 花鳥風月 今井俊満 美術出版社 1989

VG1-H11228
カチンの森とワルシャワ蜂起　岩波ブックレット
202

渡辺克義 岩波書店 1991

VG1-H3448 學界異聞 大塚虎雄 先進社 昭和6
VG1-H1045 学研大百科辞典　編纂要項 － 学習研究社 [昭和45]

VG1-H11204
学校から拒否される子どもたち　岩波ブックレット
177

小笠毅 岩波書店 1990

VG1-H7345 学校幻想とカリキュラム マイケル･W･アップル
日本エディタースクール
出版部

昭和61[1986]
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VG1-H7067 学校職場の新聞雑誌の作り方 クロタキ･チカラ 春秋社 昭和32[1957]
VG1-H687 学校職場の新聞雑誌の作り方 クロタキチカラ 春秋社 1953
VG1-H1972 学校新聞 高須正郎 同文館 昭和30
VG1-H1623 学校新聞　作り方の実際 － さ･え･ら書房 昭和29
VG1-H1598 学校新聞の研究 神戸与夫 印刷学会出版部 昭和40
VG1-H1662 學校新聞の作り方 植竹円次 同和春秋社 昭和28
VG1-H1917 学校新聞の編集 高須正郎 法政大学出版局 昭和39
VG1-H6518 学校図書館白書 － 全国学校図書館協議会 1983
VG1-H11198 学校と日の丸･君が代　岩波ブックレット　171 山住正巳 岩波書店 1990

VG1-H11914 かっこうのとけいやさん
文：ｱｰﾉﾙﾄﾞ･ｼｬﾋﾟﾛ・訳：わ
だよしおみ

大日本絵画 1979年

VG1-H2521 各國出版法規 － 内務省警保局 -
VG1-H5474 各国著作権法の概要　(1) 黒川徳太郎　(訳) 著作権資料協会 1981
VG1-H5475 各国著作権法の概要　(2) 黒川徳太郎　(訳) 著作権資料協会 1981

VG1-H2394
各国における著作権の仲介業務並びに仲介団体の概
要

－ 文部省 昭和34

VG1-H2053 各國の趣味　嗜好 －
日本綿織物工業組合聯合
會

昭和11

VG1-H8005 活字-表現･記録･伝達する 矢作勝美 出版ニュース社 1986
VG1-H8165 葛飾 水原秋櫻子 日本近代文学館 昭和44
VG1-H10415 活字三味 目黒考ニ 角川書店 1992[平成4]
VG1-H11030 活字中毒者読本 本の雑誌編集部　編 本の雑誌社 1984
VG1-H10689 活字中毒者読本 本の雑誌編集部 本の雑誌社 1984
VG1-H2131 活字と活版 － 朝日新聞社工務局 昭和19
VG1-H8427 活字のエロ事師たち　1 城市郎 雨亭文庫 1984
VG1-H8436 活字のエロ事師たち　10 城市郎 雨亭文庫 1985
VG1-H8428 活字のエロ事師たち　2 城市郎 雨亭文庫 1984
VG1-H8429 活字のエロ事師たち　3 城市郎 雨亭文庫 1984
VG1-H8430 活字のエロ事師たち　4 城市郎 雨亭文庫 1984
VG1-H8431 活字のエロ事師たち　5 城市郎 雨亭文庫 1984
VG1-H8432 活字のエロ事師たち　6 城市郎 雨亭文庫 1984
VG1-H8433 活字のエロ事師たち　7 城市郎 雨亭文庫 1984
VG1-H8434 活字のエロ事師たち　8 城市郎 雨亭文庫 1984
VG1-H8435 活字のエロ事師たち　9 城市郎 雨亭文庫 1984
VG1-H8407 活字のサーカス 椎名誠 岩波書店 1987
VG1-H8847 活字のサーカス 椎名誠 岩波書店 1987
VG1-H6112 活字文化の誕生 香内三郎 晶文社 1982
VG1-H9953 活字メディアの最前線 塩澤実信 論創社 1991
VG1-H6765 活字よ､本木昌造の生涯 桐生悠三 印刷学会出版部 昭和59
VG1-H8814 活字よ　本木昌造の生涯 桐生悠三 印刷学会出版部 昭和59
VG1-H10063 活字礼賛 － 活字文化社 1991
VG1-H10064 活字礼賛 － 活字文化社 1991
VG1-H10065 活字礼賛 － 活字文化社 1991
VG1-H1432 活動寫眞の保護と取締 柳井義雄 有斐閣 昭和4
VG1-H288 カッパ軍団をひきいて 神吉晴夫 学陽書房 昭和51
VG1-H4888 河童將軍 村上元三 新小説社 昭和26
VG1-H291 カッパ大将 片柳忠男 オリオン社出版部 昭和37
VG1-H11821 ｶｯﾊﾟ大将神吉晴男奮戦記 片柳忠男 ｵﾘｵﾝ社出版部 昭和37年
VG1-H4714 かっぱの皿 火野葦平 學風書院 昭和27
VG1-H5963 活版印刷史 川田久長 印刷学会出版部 昭和56
VG1-H5374 活版印刷の基礎知識 狩野晃男 小壺天書房 昭和34
VG1-H2505 活版印刷料金の参考資料 － 日本書籍出版協会 昭和37
VG1-H2093 活版校正の仕方 渡瀬孝ニ 廣文堂書店 昭和8
VG1-H6505 家庭雑誌総目録 － 緑蔭書房 1983
VG1-H3741 家庭小説　乳姉妹　(後編) 菊地淸 春陽社 明治38
VG1-H3742 家庭小説　乳姉妹　(前編) 菊地淸 春陽社 明治37
VG1-H7587 家庭婦人の読書 － 朝日新聞東京本社広告部 昭和38
VG1-H3668 家庭法律大事典　新訂 － 第一法規出版　株式会社 昭和46
VG1-H10072 花盗　31号 － 花盗同人 1986
VG1-H5454 加藤周一著作集　第7 加藤周一 平凡社 1979
VG1-H9133 加藤秀俊著作集　8 加藤秀俊 中央公論社 昭和56
VG1-H7531 角川書店図書目録 － 角川書店 昭和61
VG1-H6587 角川文庫解説目録 角川書店 角川書店 1984
VG1-H132 角倉素庵 林屋辰三郎 朝日新聞社 昭和53
VG1-H4643 カトリシズムと現代 田中耕太郎 公教社 昭和24
VG1-H980 かな　その成立と変遷 小松茂美 岩波書店 1978
VG1-H10958 神奈川近代文学館建設の趣意 － 神奈川文学振興会 昭和57

VG1-H10737 神奈川古書組合三十五年史 －
神奈川県古書籍商業協同
組合

1992

VG1-H11325 金沢 － 金沢市観光協会 -
VG1-H8341 金沢の詩人たち 伊藤信吉 白楽 1988
VG1-H4051 悲しき玩具　直筆ノート 石川啄木 盛岡啄木会(盛岡市) 昭和49
VG1-H8164 蟹工船 小林多喜二 日本近代文学館 昭和44
VG1-H4850 かね 里見弴 丹頂書房 昭和23
VG1-H1634 鐘をつく人々 木村毅 國民社 昭和18
VG1-H5946 鐘をつく人々 木村毅 国民社 昭和18
VG1-H663 金原元 － 医学書院 1979
VG1-H213 かの年月 福原麟太郎 吾妻書房 昭和45
VG1-H8046 黴 徳田秋聲 日本近代文学館 1968
VG1-H10122 加美巧図　第9号　在庫目録 － － 1990
VG1-H3157 荷風論 岡崎義恵 弘文堂 昭和23
VG1-H4667 歌舞伎思出話 穂積重遠 大河内書店 昭和23
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VG1-H2038 株式會社　柏原洋紙店六十五年史 濱田徳太郎 柏原洋紙店 昭和26
VG1-386 株式会社北隆館 : 新館概景 北隆館 1934
VG1-H8534 壁が崩れるとき　朝日新聞｢素粒子｣ノート 轡田隆史 すずさわ書店 1990
VG1-H4071 壁の風景畫 廣津和郎 創藝社 昭和27
VG1-H1591 河北新報社小史 － 河北新報社 昭和27
VG1-H7621 鎌倉三種 佐佐木信綱 竹柏会 昭和32
VG1-H2008 紙 濱田徳太郎 生活社 昭和24
VG1-H2009 紙 関根康喜 成史書院 昭和14
VG1-H2014 紙 石川日出鶴丸 中外出版 大正15
VG1-H2075 紙･カラー日本の工芸　8 柳橋真　(他) 淡交社 昭和53
VG1-H6801 紙　資源愛護読本 関根康喜 成史書院 昭和14
VG1-H4950 神､自然､芸術､人生 － 人文書院 昭和32
VG1-H1997 紙･種類と歴史 浜田徳太郎 ダヴィッド社 昭和33
VG1-H2024 紙･パルプ製造設備調査書 － 紙･パルプ連合会 昭和31
VG1-H5802 紙及パルプ統制価格変遷　自昭和13年　至昭和26年 － 紙･パルプ連合 昭和26
VG1-H626 上方の出版と文化 湯川松次郎 上方出版文化会 昭和35

VG1-H9368 神々のかたち　仮面と神像
サントリー美術館学芸課
編

朝日新聞大阪本社企画部 1987

VG1-H7477 紙からエレクトロニクスへ F.W.ランカスター 日外アソシエーツ 昭和62
VG1-H2006 紙業界五十年 濱田徳太郎 博進堂 昭和12
VG1-H2007 紙障子 壽岳文章 靖文社 昭和17
VG1-H28 紙障子 寿岳文章 靖文社 昭和22
VG1-H2003 紙すきうた 浜田徳太郎　(他)　編 製紙記念館 昭和26
VG1-H19 紙漉村旅日記 壽岳文章　静子 明治書房 昭和20
VG1-H20 紙漉村旅日記 壽岳文章　静子 明治書房 昭和19
VG1-H7265 紙漉村旅日記 寿岳文章･しづ 春秋社 昭和61
VG1-H15 紙漉村旅日記　他 寿岳文章　しづ 春秋社 昭和45
VG1-H9081 紙つぶて 谷沢永一 文芸春秋 1986
VG1-H5266 紙つぶて二箇目 谷沢永一 文芸春秋 1981
VG1-H6090 紙つぶて二箇目 谷沢永一 文芸春秋 1981
VG1-H2051 紙と戦争　紙と兵隊 西嶋東洲　(編) 紙業出版社 昭和18
VG1-H6767 紙と戦爭　紙と兵隊 西嶋東洲 紙業出版社 昭和18

VG1-H1998 紙とともに百十年 小谷藤二郎
フジ･インターナショナル
コンサルタント出版部

昭和41

VG1-H1999 紙とともに百十年 小谷藤二郎
フジ･インターナショナル
コンサルタント出版部

昭和41

VG1-H10567 紙と共に生きて ダード･ハンター 図書出版社 1992
VG1-H8705 神と人間 五井昌久 白光真宏会出版局 1987
VG1-H9829 神と人間 五井昌久 白光真宏会出版局 1983

VG1-H9365
紙とブックデザイン　日本図書設計家協会会員の作
品

日本図書設計家協会 日本図書設計家協会 1989

VG1-H9366
紙とブックデザイン　日本図書設計家協会会員の作
品

日本図書設計家協会 日本図書設計家協会 1988

VG1-H4575 神なき宗教･禅 加藤俊平 蒼風書院 昭和31
VG1-H7834 雷 中谷宇吉郎 岩波書店 昭和16
VG1-H5128 かみなり談義 松永安左ヱ門 実業之日本社 昭和34
VG1-H5807 紙の印刷適性　上 － 印刷研究協会 昭和33
VG1-H5808 紙の印刷適性　中 － 印刷研究協会 -
VG1-H2064 紙の科学 門屋卓　角祐一郎　吉野勇 中外産業調査会 昭和53
VG1-H5237 神の化身 三浦関造 竜王会文庫 昭和29
VG1-H7122 紙の今昔 小林嬌一 新潮社 昭和61

VG1-H2050 紙の常識 －
王子製紙　(株)　販売部
調査課

昭和11

VG1-H5801 紙の常識 － 王子製紙　(株) 昭和11
VG1-H6962 紙の常識 成田潔英 王子製紙 昭和15
VG1-H2020 紙の知識　附録　人絹･ス･フ 堀越登吉 産業經濟社出版部 昭和16
VG1-H2017 紙の統制實情 堀越登吉 産業經濟社出版部 昭和18
VG1-H9126 紙の博物館図書室所蔵図書目録　上 － 紙の博物館 1988
VG1-H9127 紙の博物館図書室所蔵図書目録　下 － 紙の博物館 1989
VG1-H10489 紙の博物誌 渡辺勝二郎 出版ニュース社 1992
VG1-H1996 紙の話 山本和 木耳社 昭和52
VG1-H10297 紙の文化誌 小宮英俊 丸善 1992[平成4]
VG1-H10298 紙の文化誌 小宮英俊 丸善 1992
VG1-H7284 神の微笑 芹沢光治良 新潮社 昭和61
VG1-H7593 神の道･国の命　皇学館大学講演叢書　第40輯 佐藤通次 皇学館大学出版部 昭和53
VG1-H10614 神は細部に宿りたまう 久野収 三一書房 1977
VG1-H2001 紙パルプ三国誌 薬袋進 王子製紙社史編集所 昭和35
VG1-H9349 紙文明と未来とメディアの変革 日外アソシエーツ　編 日外アソシエーツ 1990
VG1-H7221 神谷美恵子著作集　9 神谷美恵子 みすず書房 昭和56
VG1-H7222 神谷美恵子著作集　2 神谷美恵子 みすず書房 昭和55
VG1-H2027 紙は生きてゐる 山田七五三太 一杉書店 昭和18
VG1-H4500 嘉村礒多 太田静一 彌生書房 昭和32
VG1-H8650 亀井俊介の仕事　3 亀井俊介 南雲堂 1988
VG1-H8651 亀井俊介の仕事　5 亀井俊介 南雲堂 1990
VG1-H10103 亀井寅雄追憶記 － － -
VG1-H320 亀井寅雄追憶記 三省堂 三省堂 昭和26
VG1-H8017 賀茂川のほとりで　その2 岡部伊都子 毎日新聞社 1986[昭和61]
VG1-H2457 臥遊帖 長村忠 長村まさ江 昭和62
VG1-H6883 荷葉團々 和辻照 和辻照 昭和47
VG1-H6547 カラー･ブックス　654　写真にみる日本の本 庄司浅水 保育社 昭和59
VG1-H6548 カラー･ブックス　655　写真にみる西洋の本 庄司浅水 保育社 昭和59
VG1-H6786 カラーイラスト印刷技術 印刷学会出版部 印刷学会出版部 昭和56
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VG1-H7314 カラーコミュニケーション 赤司直 創英社 1986
VG1-H3778 カラス事件 ヴォルテール 冨山房 昭和53
VG1-H3889 カラス事件 ヴォルテール 冨山房 昭和53
VG1-H8321 空っぽの家 大久保督子 沖積舎 1988
VG1-H4282 カラマーゾフの兄弟　第一巻 ドストエーフスキイ 岩波書店 昭和21
VG1-H4283 カラマーゾフの兄弟　第二巻 ドストエーフスキイ 岩波書店 昭和21
VG1-H4284 カラマーゾフの兄弟　第三巻 ドストエーフスキイ 岩波書店 昭和22
VG1-H4285 カラマーゾフの兄弟　第四巻 ドストエーフスキイ 岩波書店 昭和22
VG1-H9853 搦手から 長谷川万次郎 至誠堂書店 1915
VG1-H5058 雁 森鷗外 近代文学館 昭和45
VG1-H8472 カリコの雨 石橋一哉 胡蝶の会 昭和58
VG1-H7271 ガリ版文化史 田村紀雄　志村章子　編 新宿書房 1986
VG1-H8881 ガリ版文化史 田村紀雄　志村章子　編著 新宿書房 1985
VG1-H4815 河流 小泉信三 新潮社 昭和35
VG1-H7227 河流 小泉信三 新潮社 昭和35
VG1-H8800 かるいさわいろ　カクテルトーク軽井沢の人と文学 中村真一郎　[ほか] 白楽 1989
VG1-H7360 カルカッタの街角で 西山栄 朝日カルチャーセンター 昭和60[1985]
VG1-H2989 カルメン － 太虚堂書房 昭和22
VG1-H4825 彼を見我を思う 長與善郎 筑摩書房 昭和29
VG1-H8293 枯葉の踊り 串田孫一 雪華社 1970
VG1-H3003 彼等 稲垣足穂 櫻井書店 昭和23
VG1-H5896 「ガロ」編集長 長井勝一 筑摩書房 1982
VG1-H11922 かわいいね 井江春代 ﾊﾁ･ﾌﾟﾛﾀﾞｸｼｮﾝ -

VG1-H5164 川合山月と明治の文學者達 川合道雄
基督心宗教団事務局出版
部

昭和29

VG1-H4552 河井彌八翁遺挽詞 － 合同葬儀委員 [昭和35]
VG1-H5651 カワウソと暮す マクスウェル著 冨山房 1982
VG1-H9242 河上肇全集　別巻 河上肇 岩波書店 1986
VG1-H10457 河上肇そして中国 一海知義 岩波書店 1982
VG1-H5451 河上肇の人間像 天野敬太郎,野口務編 圖書新聞社 昭和43
VG1-H9553 河上肇博士のこと 寿岳文章 弘文堂 1949[昭和24]
VG1-H9363 川崎浩一カット画集　俺のこころの中で 川崎浩一 みなみ 1988
VG1-H4670 川田順全歌集 川田順 中央公論社 昭和27
VG1-H8115 河内屋 広津柳浪 日本近代文学館 1968[昭和43]
VG1-H5090 河西豊太郎翁　略年譜 － － -
VG1-H8460 川端本光芒 吉田直弘 胡蝶の会 昭和57
VG1-H8455 川端本揺曳 吉田直弘 胡蝶の会 昭和56
VG1-H8791 川端康成論 兵藤正之助 春秋社 昭和63
VG1-H6197 かわら版新聞 － 平凡社 昭和53
VG1-H5744 かわら版新聞　1 － 平凡社 昭和53
VG1-H5745 かわら版新聞　2 － 平凡社 昭和53
VG1-H5746 かわら版新聞　3 － 平凡社 昭和53
VG1-H5747 かわら版新聞　4 － 平凡社 1978
VG1-H1560 かわら版物語 小野秀雄 雄山閣出版 昭和35
VG1-H8050 雁 森鴎外 日本近代文学館 1968
VG1-H9161 簡易ソフト早わかり！　絵で見るエポック EPOCフォーラム　編 アーバン出版会 1984
VG1-H3859 考える技術･書く技術 板坂元 講談社 昭和52
VG1-H8764 考える技術、書く技術 板坂元 講談社 1977
VG1-H1669 考へる商人 岸本精三 有朋堂 昭和13
VG1-H1001 考える読書　第16回読書感想文　中学高校の部 全国学校図書館協議会編 毎日新聞社 昭和46
VG1-H2978 換菓篇 尾崎徳太郎編 博文館 明治36
VG1-H8983 観客と読者 山田昭広 信州大学人文学部 昭和61
VG1-H11058 環境教育　岩波ブックレット　10 都留重人 岩波書店 1982
VG1-H10857 環境デザインベストセレクション2 グラフィック社編集部　編 グラフィック社 1987
VG1-H10661 環境図書目録　エコブックガイド　1992 － トーハン 1992
VG1-H10662 環境図書目録　エコブックガイド　1992 － トーハン 1992
VG1-H7225 閑居漫筆 岡茂雄 論創社 1986
VG1-H5122 観光教室 井上萬壽藏 朝日新聞社 昭和32
VG1-H5859 刊行図書目録 － 日本能率協会 -
VG1-H6888 韓国古印刷史 韓国図書館学研究会 同朋社 昭和53
VG1-H7659 韓国のマスコミと民衆 中村均 春秋社 昭和61
VG1-H11207 看護婦が足りない　岩波ブックレット　180 行天良雄 岩波書店 1990
VG1-H9154 冠婚葬祭入門　いざというとき恥をかかないために 塩月弥栄子 光文社 昭和45
VG1-H10165 関西大学出版部　出版目録　1989 － 関西大学出版部 1989
VG1-H8940 関西の出版社600 内山正之　川口正　編 関西出版問題を考える会 1985
VG1-H10301 贋作吾輩は猫である 内田百閒 六興出版 昭和58
VG1-H978 漢字　生い立ちとその背景 白川静 岩波書店 1978
VG1-H8862 漢字生い立ちとその背景 白川静 岩波書店 1970
VG1-H10570 漢字のうつりかわり 大原信一 東方書店 1980
VG1-H6949 漢字の過去と未來 藤堂明保 岩波書店 昭和57[1982]
VG1-H4915 漢字の知恵 藤堂明保 徳間書店 1965
VG1-H398 感謝と思い出 山本慶治 培風館 昭和29
VG1-H5276 感謝と思い出　創業36年を回顧して 山本慶治 培風館 昭和29
VG1-H6778 含羞の人　回想の吉田晁 野原一夫 文藝春秋 昭和57
VG1-H9570 感情教育　上 フロベール 岩波書店 1950[昭和25]
VG1-H9571 感情教育　中 フロベール 岩波書店 1950[昭和25]
VG1-H9572 感情教育　下 フロベール 岩波書店 1950
VG1-H8157 感情装飾 川端康成 日本近代文学館 昭和44

VG1-H9092 漢籍版本のてびき
魏隠儒　王金雨　著　波多
野太郎　矢嶋美都子　訳

東方書店 1987

VG1-H614 神田書籍商同志會史 － 神田書籍商同志会 昭和12
VG1-H6932 神田錦町　田中剛三郎著作集 田中剛三郎 田中志げ子 昭和60
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VG1-H10928 神田古本まつり　出品目録抄1987 － － 1987
VG1-H10929 神田古本まつり　出品目録抄1990 － － 1990
VG1-H3261 神田文化史 中村薫 秀峰閣 昭和10
VG1-H4961 カント Ｇマルチン 岩波書店 昭和37
VG1-H4990 カント 天野貞祐 山根書店 昭和24

VG1-H11321
関東甲信越静地区青少年保護育成関係条例制定都県
委員･事務担当者会議

－ 東京都 昭和62

VG1-H5140 關東古寺 井上政次 羽田書店 昭和23
VG1-H10093 カンドウ神父　日本人の心の友 室谷幸吉 女子パウロ会 1979
VG1-H11242 関東大震災中国人大虐殺　岩波ブックレット　217 仁木ふみ子 岩波書店 1991
VG1-H5119 カント宗教哲學 カント･イマーヌエル 創元社 昭和26
VG1-H4991 カント純粋理性批判 天野貞祐 岩波書店 昭和22
VG1-H8332 ガンと闘う、神のみわざは測りがたく 松本得三 ZΩION社(ゾーオン) 1988
VG1-H5181 カントに於ける無限概念の発展 石崎宏平 學習院大学文学部 -
VG1-H5023 カント認識論の研究 小塚新一郎 創元社 昭和23
VG1-H3611 カントの平和論 朝永三十郎 人文書林 1952
VG1-H11631 官途必携巻之七 － 文部省 明治5年
VG1-H4536 カント倫理學 小倉志祥訳 弘文堂 昭和28
VG1-H6898 巖南堂書目　(総合目録) － 巖南堂書店 昭和51
VG1-H7594 巖南堂書目　133号 － 巖南堂書店 昭和50
VG1-H7595 巖南堂書目　138号 － 巖南堂書店 昭和53
VG1-H7596 巖南堂書目　139号 － 巖南堂書店 昭和53
VG1-H7597 巖南堂書目　141号 － 巖南堂書店 昭和54
VG1-H5167 韓野に生きて 柳澤七郎 いづみ苑 昭和44
VG1-H11601 官版〔新貨幣に関するもの〕 御用御書物所 御用御書物所 -
VG1-H83 閑板書国巡禮記 齋藤昌三 書物展望社 昭和8
VG1-H1707 幹部へのパスポート 鈴木博 文藝春秋 昭和44
VG1-H10712 官報百年のあゆみ 大蔵省印刷局 大蔵省印刷局 昭和58
VG1-H6318 官報百年のあゆみ － 大蔵省印刷局 昭和58
VG1-H11796 官報全誌　第七号 大野　尭運　編 報告堂 明治19年
VG1-H890 官報創刊前後 近藤金廣 原書房 昭和53
VG1-H958 完本･紙つぶて 谷沢永一 文藝春秋 1978

VG1-H6953 完本　茶話　上
薄田泣菫　矢沢永一　浦西
和彦　編

冨山房 昭和58[1983]

VG1-H6954 完本　茶話　中
薄田泣菫　矢沢永一　浦西
和彦　編

冨山房 昭和58[1983]

VG1-H6955 完本　茶話　下
薄田泣菫　矢沢永一　浦西
和彦　編

冨山房 昭和59[1984]

VG1-H9764 完本読書人の壺中 谷沢永一 潮出版社 1990
VG1-H8532 巻末御免 谷沢永一 PHP研究所 1989
VG1-H4943 漢民族の研究 呉主恵 貿易會館文化部 昭和24
VG1-H6730 看聞御記　「王者」と「衆庶」のはざまにて 横井淸 そしえて 1979
VG1-H3192 官令沿革表 大蔵省記録局編 大藏省 明治18

VG1-H11197
キーワードでよむドイツ統一　岩波ブックレット
170

永井清彦 岩波書店 1990

VG1-H3362 近代日本史の基礎知識 藤原彰　今井清一　編 有斐閣 昭和47
VG1-H3431 気運は盛りあがりつつあるが － 日本出版販売　株式会社 昭和35
VG1-H9682 起原と珍聞 植原路郎 実業之日本社 1929[昭和4]
VG1-H4153 鬼園の琴 内田百間 三笠書房 1952
VG1-H2984 鬼苑漫筆 内田百聞 三笠書房 昭和31
VG1-H4144 鬼苑漫筆 内田百間 三笠書房 昭和31
VG1-H9065 記憶装置の解体 加藤一夫 エスエル出版会 1989
VG1-H7079 大下藤次郎紀行文集 近藤信行　編 美術出版社 昭和61
VG1-H9524 祇園祭　写真記録 － 祇園祭山鉾連合会 昭和53
VG1-H3254 紀海音全集　第四巻 海音研究会編 清文堂出版 昭和54
VG1-H5648 気界散策 根本順吉 日本エディタースクール 昭和57
VG1-H2908 議会政治展示会目録開設80年記念 － － 昭和45
VG1-H3014 幾何學講義　第二巻 菊地大麓 大日本圖書 明治39
VG1-H8556 企画とプランニングの方法 高橋憲行 日本実業出版社 1988
VG1-H10249 企画の技法 加藤秀俊 中央公論社 1980

VG1-H2558 企画編集教室講義ノート
布川角左衛門　清水英夫
他

日本エディタースクール [昭和41]

VG1-H2487 企画編集教室講義ノート　(昭和44年度春期) 布川角左衛門　他 日本ｴﾃﾞｨﾀｰｽｸｰﾙ [昭和44]
VG1-H11142 飢餓と難民　岩波ブックレット　112 犬養道子 岩波書店 1988
VG1-H2022 木から紙になるまで 成田潔英 丸善出版 昭和22

VG1-H7370 季刊　iichiko　No.1 －
日本ベリエールアートセ
ンター

昭和61

VG1-H8644 木簡学入門 大庭修　[著] 講談社 1984
VG1-H6506 機関紙80年ものがたり － 日本機関紙出版センター 1980
VG1-H1806 機関紙の編集 － 日本機関紙協会 1957
VG1-H1805 機関紙編集讀本 山主俊夫 浅間書房 昭和24
VG1-H2724 稀観本集 － 天理大學出版部 昭和30
VG1-H722 聞き書･日本児童出版美術史 － 太平出版社 1974
VG1-H8722 聞き書　日本児童出版美術史 上笙一郎　編著 太平出版社 1974
VG1-H900 聞き上手･話し上手 扇谷正造 講談社 昭和54
VG1-H5723 聴きとりでつづる新聞史 － 日本新聞協会 1978
VG1-H5162 危機に立つ大企業 R･A･スミス ダイヤモンド社 昭和40
VG1-H7192 危機の行動力 会田雄次　百瀬明治 力富書房 昭和61

VG1-H8352
企業、大学等における出版物からの複写実態調査概
要報告書

日本書籍出版協会　[ほか
編]

日本書籍出版協会 1988

VG1-H7399 [企業出版]入門 近江哲史 印刷学会出版部 昭和61
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VG1-H2000 機業地を巡りて 宮脇梅吉
日本人造絹織物工業組合
聯合會

昭和17

VG1-H8895 企業博物館時代 諸岡博熊 創元社 1989
VG1-H8896 企業博物館時代 諸岡博熊 創元社 1989
VG1-H4181 戲曲の技巧　上巻 フライターク 岩波書店 昭和24
VG1-H8317 菊池寛 菊池寛 文藝春秋 1988
VG1-H414 菊池寛 永井龍男 時事通信出版局 昭和36
VG1-H415 菊池寛 永井龍男 時事通信出版局 昭和36
VG1-H10450 菊池寛　話の屑籠と半自叙伝 菊池寛 文藝春秋 1988[昭和63]
VG1-H416 菊池寛傳 鈴木氏亨 實業之日本社 昭和12
VG1-H5891 菊池寛傳 鈴木氏享 実業之日本社 昭和12
VG1-H412 菊池寛の時代 金子勝昭 たいまつ社 1979
VG1-H5639 菊池寛の時代　たいまつ新書50 金子勝昭 たいまつ社 昭和54
VG1-H9012 菊池信義装幀の本 菊池信義 リブロポート 1989
VG1-H3081 菊と刀　上 ルース･ベネディクト 社會思想研究會出版部 昭和23
VG1-H4556 菊と刀　下巻 ルース･ベネデイクト 關嘉彦 昭和23
VG1-H11054 ｢きけわだつみのこえ｣　37年　岩波ブックレット　6 大島孝一 岩波書店 1982
VG1-H3626 危険な言葉 P.ウイッテンバーグ 有信堂 昭和28
VG1-H3513 危険な思想家 山田宗睦 光文社 昭和40
VG1-H270 木佐木日記 木佐木勝 図書新聞社 1965
VG1-H269 木佐木日記　(第二巻) 木佐木勝 現代史出版会 昭和50
VG1-H11781 貴様と俺と零戦と 大村神剣会　編 大村神剣会 1979年

VG1-H1923 記事の書き方･直し方 堀川直義
日本経営者団体連盟弘報
部

昭和40

VG1-H1282 記者の目､女の目 下村満子 PHP研究所 昭和55
VG1-H7261 記者ハンドブック 共同通信社　編 共同通信社 昭和56
VG1-H1681 記者遍路 森恭三 朝日新聞社 1974
VG1-H2556 技術革新時代における著作権制度の課題 放送著作権制度研究会 著作権資料協会 1978
VG1-H3522 技術哲學 三木清 岩波書店 昭和17
VG1-H11844 奇術のたのしみ 松田道弘 筑摩書房 1985年
VG1-H3310 技術文化史 矢崎彈 山雅房 昭和16
VG1-H6532 奇書 岡田甫 有光書房 昭和39
VG1-H4688 氣象ノート 藤原咲平 蓼科書房 昭和23
VG1-H5268 偽書考　理れた奇書上記の謎 田中勝也 桃源社 昭和55
VG1-H10083 稀書自慢 荒俣宏 中央公論社 1991
VG1-H10177 絆　出版七日会四十年の歩み － 出版七日会 1990
VG1-H7780 帰省 宮崎八百吉 民友社 明治25
VG1-H7137 軌跡　雑誌『東洋経済』の九十年 高柳弘 東洋経済新報社 昭和60
VG1-H3143 貴族の戀 ツルゲネフ 成象堂 大正3
VG1-H1371 基礎理論　講座現代の社会とコミュニケーション　1 － 東京大学出版会 1973
VG1-H4682 北を駈ける　シベリア放浪記 所武雄 沙羅書房 昭和24
VG1-H8729 北嶋雪山の生涯 高野和人 青潮社 1971
VG1-H10819 北のアンティクアリアン 藤島隆　菅原英一 北の文庫 1988

VG1-H9837 北の中世
中世の里シンポジュウム実
行委員会

日本エディタースクール
出版部

1992

VG1-H6968 北原白秋選集　斎藤茂吉選 北原白秋 アルス 昭和2
VG1-H5184 北向きの部屋 中山善之助 日本評論新社 1961
VG1-H4622 北村久治･人と歩み 日本著作権協議会 日本著作権協議会 昭和58
VG1-H996 来るべき書物 M.ブランショ 現代思潮社 1973
VG1-H4753 吉右衞門句集 中村吉右衛門 笛発行所 昭和22
VG1-H4124 吉右衛門自傳 中村吉右衛門 啓明社 [昭和26]
VG1-H4431 議長ソクラテス 渋川驍 筑摩書房 昭和40
VG1-H7575 貴重図書解読目録 国学院大学　編 国学院大学 昭和57
VG1-H5452 気遣い部落　周游紀行 きだみのる 冨山房 昭和56
VG1-H10319 狐の書評 狐 本の雑誌社 1992
VG1-H9452 喜怒哀楽　百科の時代　ある戦後出版傍流史 山川泰夫 中央公論事業出版 1989

VG1-H8892 気と身体 片山洋次郎
日本エディタースクール
出版部

1989

VG1-H8584 気になる病気の基礎知識　130人の専門医が語る 大矢仁美　編著
日本エディタースクール
出版部

1988

VG1-H4755 絹の随筆 森田たま 講談社 昭和36
VG1-H10407 ギネスブック　1993 ピーター･マシューズ　[編] 騎虎書房 1992

VG1-1652
キネマ旬報 : 別冊　1946-1987　キネマ旬報ベス
ト・テン史

キネマ旬報社 1988

VG1-H8779 きのうの空 松本道子 牧羊社 1989
VG1-H7578 木下杢太郎展　生誕百年 － 神奈川文学振興会 昭和60
VG1-H4258 木下利玄全歌集 木下利玄 岩波書店 昭和26
VG1-H5253 生のまま､素のまま 瀧井孝作 櫻井書店 昭和34
VG1-H955 牙ある蟻 谷沢永一 冬樹社 1978
VG1-H10116 厳しい環境下における出版界の自己変革について 井尻千男 全国出版協会 1981[昭和56]
VG1-H7508 黄表紙解題 森銑三 中央公論社 昭和47
VG1-H10893 寄附行為維持員名簿 － 日本出版クラブ 1969
VG1-H97 奇本･珍本･本の虫 庄司淺水 学風書院 昭和29
VG1-H98 奇本･珍本･本の虫 庄司淺水 学風書院 昭和29
VG1-H6150 基本､本づくり　改訂版 鈴木敏夫 印刷学会出版部 昭和49
VG1-H874 基本･本づくり　第3版 鈴木敏夫 印刷学会出版部 昭和54

VG1-H871 基本出版会計 前田秀男
現代ジャーナリズム出版
会

昭和45

VG1-H8888 基本的情念
イリガライ･リュス　著　西
川直子　訳

日本エディタースクール
出版部

1989

VG1-H3952 基本的人権の歴史 阿部照哉　他 有斐閣 1979
VG1-H90 氣紛れ日記 内田魯庵 双雅房 昭和11
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VG1-H10167 君たちはどう生きるか 吉野源三郎 新潮社 1948
VG1-H5638 君も編集者にならないか 間宮達男 山手書房 昭和55

VG1-H6314
キミはこんな社長のいる文芸春秋社を信じることが
できるか

丸山実　ほか 幸洋出版 1983

VG1-H6263
キミはこんな社長のいる文芸春秋社を信ずることが
できるか

丸山実　坂口義弘 幸洋出版 1983

VG1-H4574 義務について キケロー 関書院 昭和34
VG1-H8735 木村伊兵衛写真全集　昭和時代　第1巻 木村伊兵衛 筑摩書房 昭和59
VG1-H8736 木村伊兵衛写真全集　昭和時代　第2巻 木村伊兵衛 筑摩書房 昭和59
VG1-H8737 木村伊兵衛写真全集　昭和時代　第3巻 木村伊兵衛 筑摩書房 昭和59
VG1-H8738 木村伊兵衛写真全集　昭和時代　第4巻 木村伊兵衛 筑摩書房 昭和59
VG1-H4836 きものおぼえ書 森田たま 大日本雄弁会講談社 昭和32
VG1-H10041 キャクストン印刷の謎 ロッテ･ヘリンガ 御松堂出版 1991
VG1-H10442 客観報道 浅野健一 筑摩書房 1993

VG1-H7289 逆光のなかの中世 阿部謹也
日本エディタースクール
出版部

1986

VG1-H11790 伽羅枕 尾崎徳太郎 春陽堂 明治三十五
VG1-H2551 伽羅まくら 尾崎紅葉 春陽堂 明治28

VG1-H11190 キャリアと家族　岩波ブックレット　163
マーガレット･ドラブル　津
島佑子

岩波書店 1990

VG1-H3818 九鬼周造文庫目録 － 甲南大学哲学研究室 昭和51
VG1-H10293 泣菫随筆 薄田泣菫 冨山房 1993
VG1-H10129 汲古書院総合目録　1987 － 汲古書院 1987
VG1-H5342 汲古随想 田中敬 早川図書 昭和54
VG1-H9 汲古随想 田中敬 書物展望社 昭和8
VG1-H4710 旧師旧友 大内兵衛 岩波書店 昭和23
VG1-H6016 旧師旧友 大内兵衛 岩波書店 昭和23

VG1-H9776 厩舎物語 大月隆寛
日本エディタースクール
出版部

1990

VG1-H10166 九州大学出版会　図書目録　1989 － 九州大学出版会 1989
VG1-H2048 九州の製紙業 成田潔英 丸善 昭和24
VG1-H11619 ｷｭｺｳﾚｯｼｬﾊﾟｯﾊﾟｯﾊﾟｯ 巌谷小波先生考案 － -
VG1-H3008 キュリー夫人傳 － 白水社 1951
VG1-H11235 教育委員を住民の手で　岩波ブックレット　209 宇田川宏 岩波書店 1991
VG1-H10073 教育映画と共に六十余年 土肥武雄 タイムクリエイティブ 1988[昭和63]
VG1-H11095 教育基本法をどう読むか　岩波ブックレット　48 堀尾輝久 岩波書店 1985
VG1-H7113 教育史教科書 中嶋半次郎 金港堂書籍 明治36
VG1-H1958 教育史圖表 入澤宗壽 内外書房 大正13
VG1-H6319 教育出版30年のあゆみ － 教育出版 昭和53
VG1-H11201 教育勅語と学校教育　岩波ブックレット　174 高嶋伸欣 岩波書店 1990

VG1-H9735 教育学校思想 吉本隆明　山本哲士
日本エディタースクール
出版部

1983

VG1-H4639 教育と權威 田中耕太郎 岩波書店 昭和21

VG1-H10394 教育と権力 マイケル･W･アップル
日本エディタースクール
出版部

1992

VG1-H5838 教育と御伽の参考古書目録 － 百足屋文庫 大正14
VG1-H10136 教育図書総目録　1987 － 教育図書総目録刊行会 1987
VG1-H4650 教育と政治 田中耕太郎 好學社刊 昭和21
VG1-H6042 教育と政治と私 末川博 評論社 昭和28
VG1-H3517 教育の泉をもとめて 中川幸男 新評論 1966

VG1-H6719 教育の荒廃を問う　体驗的教育観 宇野藤吾
岩波ブックセンター　信
山社

1982

VG1-H11212 教育の心を問いつづけて　岩波ブックレット　185 谷昌恒 岩波書店 1991
VG1-H3248 教育の流れを変えよう 永井道雄 朝日新聞社 1978
VG1-H2940 教育文化の統計 － 国立国会図書館 昭和32
VG1-H11069 教科書問題とは何か　岩波ブックレット　21 山住正巳 岩波書店 1983
VG1-H1959 教育要覧 － 時事通信社 昭和23
VG1-H1910 教育論文の書き方　教員採用試験 － 大阪教育図書　株式会社 昭和41

VG1-H7150 業界新聞 西浦義道
現代ジャーナリズム出版
会

昭和55

VG1-H5112 教會暦年の研究 佐々木順三 聖公會出版社 昭和14
VG1-H11057 行革　岩波ブックレット　9 伊東光晴 岩波書店 1982
VG1-H3868 教科書 山住正己 岩波書店 1974
VG1-H6000 教科書を国民の手に 本多公栄 新日本出版社 1982
VG1-H803 教科書から見た明治初期の言語　文字の教育 文部省 光風出版 昭和33
VG1-H1956 教科書検定 家永三郎 日本評論社 昭和45
VG1-H8605 教科書検定 高橋史朗 中央公論社 1988
VG1-H7527 教科書検定　教育を追う 毎日新聞社　編 毎日新聞社 昭和59[1984]
VG1-H1950 教科書懇話会の歴史 水谷三郎 教科書懇話会精算人 昭和36
VG1-H5908 教科書戦争 － 三一書房 1981
VG1-H1948 教科書訴訟 － 第一法規出版 昭和44
VG1-H7389 教科書図書館蔵書目録 － 教科書研究センター 昭和61
VG1-H1953 教科書の変遷 － 東京書籍 昭和34
VG1-H1949 教科書の歴史 高橋昇 広島図書 昭和27
VG1-H1952 教科書の歴史　(別冊國定教科書の内容分析表) 唐澤富太郎 創文社 昭和35
VG1-H1957 教科書物語 中村圭吾 ノーベル書房 昭和45
VG1-H7412 行間を読む 赤祖父哲二 こびあん書房 昭和59
VG1-H11604 柳橋新誌　完 成島栁北□ 山城屋政吉 明治7年
VG1-H6530 狂書目録 征木高司 筑摩書房 昭和58
VG1-H4638 共産主義と世界觀 田中耕太郎 春秋社 昭和25
VG1-H4813 共産主義と人間尊重 小泉信三 文藝春秋新社 昭和26
VG1-H4812 共産主義批判の常識 小泉信三 新潮社 昭和24
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VG1-H7235 共産主義批判の常識 小泉信三 新潮社 昭和24
VG1-H5060 共産党の生態 佐野學 ニュープラン社 昭和23
VG1-H3040 教師三昧 山田美妙斉 春陽堂 明治23
VG1-H11103 教師にのぞむこと　岩波ブックレット　56 俵萌子 岩波書店 1986
VG1-H3604 教師の作文 黎明書房編集部　編 黎明書房 昭和29
VG1-H7353 教師の天分子どもの天分 松田道雄 筑摩書房 昭和55[1980]
VG1-H6363 業種別診断報告書(製本業) － 東京商工指導所 昭和57
VG1-H3107 曉鐘 土井晩翠 岡崎屋書店 大正10
VG1-H6864 形相　歌集 南原繁 創元社 昭和23
VG1-H2222 京都印刷一千年史 － 京都府印刷工業協同組合 昭和45

VG1-H10836 共同印刷90年史
共同印刷　株式会社　社史
編纂委員会　編

共同印刷　株式会社 1987

VG1-H5882 協同組合関係図書目録 － 家の光協会 昭和37
VG1-H2103 共同製本と金子福松 庄司淺水　(他)　（編） 共同製本　(株) 昭和37
VG1-H9347 共同訳聖書について 日本聖書協会 日本聖書協会 1975[昭和50]
VG1-H5221 郷土玩具のふるさと 石川貞昭 山と渓谷社 昭和37

VG1-1327 京都産業大学図書館年報　3号
京都産業大学図書館年報
編集委員会

1984

VG1-1327 京都産業大学図書館年報　4号
京都産業大学図書館年報
編集委員会

1985

VG1-H2037 京都紙商組合沿革史 八木吉輔　(編) 京都紙商組合事務所 昭和15
VG1-H616 京都出版関係綜合名簿 － 日本出版協會京都支部 昭和26

VG1-H5290 京都出版史　第一次資料 －
日本書籍出版協会京都支
部

昭和56

VG1-H10179 京都出版史　明治元年～昭和二十年 京都出版史編纂委員会　編
日本書籍出版協会京都支
部

1991

VG1-H39 京都書籍商史 蒔田稲城 － -

VG1-H1043 京都書店会館 －
京都府出版物小売協同組
合

昭和48

VG1-H8641 京都庶民生活史　CDI編 － 京都信用金庫 1973
VG1-H7149 京都書林仲間資料 岸雅裕　編 岸雅裕 昭和56
VG1-H5724 京都新聞社九十年史 － 京都新聞社 昭和44
VG1-H7784 京都大学文学部五十年史 京都大学文学部 著者に同 昭和31
VG1-H3281 京都帝國大学文学部三十周年史 西田直二郎　編 京都帝國大学文学部 昭和10

VG1-H2238 京都の印刷史 牧治三郎
東京都印刷工業組合京橋
支部五十周年記念事業委
員会

昭和47

VG1-H2907 京都府立醫學専門学校 － － 明治41
VG1-H8314 京都町なかの暮らし 寿岳章子　沢田重隆　[編] 草思社 1988
VG1-H10692 京に暮らすよろこび 寿岳章子 草思社 1992
VG1-H3123 今日の政党 岩淵辰雄 弘文堂 昭和24
VG1-H7276 京の夢　キリスト教書店主の一代記 永江嘉津弥 燦集出版社 1986
VG1-H11127 恐怖のアウシュヴィッツ　岩波ブックレット　93 タデウス･シマンスキ 岩波書店 1987

VG1-H518 教文社々長海老原丑之助追懐録 －
故海老原丑之助君追懐録
編纂會

昭和8

VG1-H44 享保以後大阪出版書籍目録 － 大阪圖書出版業組合 昭和11
VG1-H5285 業務日誌余日　わが出版販売の50年 松本昇平 新文化通信社 1981
VG1-H4582 教養哲学史 玉井茂 青木書店 1963
VG1-H7479 共立出版六十年史 － 共立出版 昭和61
VG1-H11276 玉英堂稀覯本書目 － 玉英堂書店 1987
VG1-H7619 玉英堂古書目録　第116号 － 玉英堂書店 昭和51
VG1-H9310 玉音放送 竹山昭子 晩聲社 1989
VG1-H8628 極限に生きる　シベリア抑留記 広瀬和一郎 広林書房 1983
VG1-H7329 清里の父　ポール･ラッシュ伝 山梨日日新聞社　編 ユニバース出版社 昭和61
VG1-H5008 虚子一日一句 星野立子 (編) 朝日新聞社 昭和40
VG1-H7309 漁書のすさび　古本隨筆 小林高四郎 西田書店 1986
VG1-H3890 極光のかげに 高杉一郎 冨山房 昭和52
VG1-H8910 虚報はこうしてつくられた 佐瀬昌盛 力富書房 1988
VG1-H5108 虚無の探究 田所義行 福村書店 1949
VG1-H6865 魚鱗 鹿児島壽藏 清新書房 昭和27
VG1-H9876 切山椒 安藤惟親 万葉堂出版 1983[昭和58]
VG1-H5154 ギリシア･ラテンの文学 呉茂一　中村光夫 新潮社 1962
VG1-H9593 ギリシア･ローマ神話　改訳　下巻 ブルフィンチ 岩波書店 1953[昭和28]
VG1-H4425 ギリシア神話　(上巻) 呉茂一 新潮社 昭和32
VG1-H4426 ギリシア神話　(下巻) 呉茂一 新潮社 昭和32
VG1-H4464 ぎりしあの詩人たち 呉茂一 筑摩書房 昭和31
VG1-H11843 ｷﾞﾘｼｱ悲劇Ⅰ ｱｲｽｷｭﾛｽ 筑摩書房 1985年
VG1-H3320 キリシタン 松田毅一 淡交社 昭和44
VG1-H3319 キリシタン人物の研究 H. チースリク 吉川弘文館 昭和38
VG1-H198 きりしたん版集　一 － 天理大學出版部 昭和51
VG1-H154 きりしたん文化史点描 助野健太郎 ナツメ社 昭和31
VG1-H4819 切支丹屋敷 長與善郎 大日本雄辯會講談社 昭和31
VG1-H4207 ギリシャ･ローマ神話 バルフィンチ 岩波書店 昭和23

VG1-H9324
ギリシャ文化と日本文化　神話歴史風土　(書斎の本
棚　5)

藤縄謙三 力富書房 1988

VG1-H9341 キリスト教育信仰と大学教育 川瀬一馬 川瀬一馬 1973[昭和48]

VG1-H10139 キリスト教書総目録　1992 －
キリスト教書総目録刊行
会

1992

VG1-H7598 キリスト教図書目録　'69 － キリスト教文書センター 昭和44
VG1-H4547 基督教と日蓮聖人の宗教 山川智應 乾元社 昭和26
VG1-H11583 基督教の起源 波多野精一 創元社 昭和21年
VG1-H4860 基督教の起源 波多野精一 創元社 昭和21
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VG1-H9820 基督友会の実践 ハワード･H･ブリトン 基督友会日本年会 1955
VG1-H10785 キリストに倣いて モニック･原山 学苑社 1991
VG1-H10786 キリストに倣いて　続 モニック･原山 学苑社 1993
VG1-H7033 基督友会東京月会･戸山月会会員名簿　昭和34年度 東京月会事務所 月会事務所 昭和33
VG1-H7034 基督友会東京月会会員名簿　昭和32年度 東京月会事務所 月会事務所 昭和32
VG1-H8306 霧と星の歌 串田孫一 朋文堂 1958
VG1-H8121 桐の花 北原白秋 日本近代文学館 1969[昭和44]
VG1-H4845 桐畑 里見弴 岩波書店 昭和26
VG1-H2043 杞柳皮利用製紙試驗成績 － 農林省農務局 昭和6
VG1-H7148 桐生悠々自伝 太田雅夫　編 伝統と現代社 昭和55
VG1-H4818 麒麟兒 長與善郎 一燈書房 昭和24
VG1-H4107 希臘にて 竹山道雄 早川書房 昭和24
VG1-H3758 記録の百科事典　世界一編 ノリス＆ロス･マクワーター 竹内書店 1971
VG1-H3759 記録の百科事典　日本一編 － 竹内書店 1971
VG1-H8124 銀 木下利玄 日本近代文学館 1969[昭和44]
VG1-H4934 禁煙物語 丸山竹秋 同和春秋社 昭和26
VG1-H4151 禁客寺 内田百間 ダヴイッド社 1954
VG1-H3150 勤行聖典 － 全人社 昭和26
VG1-H5937 ぎんざ　1982 福西七重　(編) 日本リクルートセンター 1982
VG1-H5439 銀座の柳 車谷弘 文藝春秋 昭和55
VG1-H11595 禁止外字出版物目録 － 神戸関税 昭和3年
VG1-H11596 禁止外字出版物目録 － 神戸関税 昭和4年
VG1-H5709 禁止されたる　政黨全 － 半狂堂 昭和7
VG1-H1169 禁止單行本目録 － 内務省警保局 昭和10
VG1-H1200 禁止単行本目録　明治21年-昭和9年 － 湖北社 1976
VG1-H10253 禁じられた珍本 城市郎 桃源社 1967
VG1-H9463 禁じられた珍本 城市郎 桃源社 1967
VG1-H3278 近世文化年代記 石田傳吉 地方改良協會出版部 昭和30
VG1-H5815 近世印刷文化史考 － 大阪出版社 昭和13
VG1-H6077 近世貸本屋の研究 長友千代治 東京堂出版 昭和57
VG1-H6321 近世貸本屋の研究 長友千代治 東京堂出版 昭和57
VG1-H152 近世畸人傳 伴蒿蹊 岩波書店 昭和23
VG1-H37 近世京都出版資料 － 日本古書通信社 昭和51
VG1-H6064 近世京都出版文化の研究 宗政五十緒 同朋舎 昭和57

VG1-H7324 近世再考 塚本学
日本エディタースクール
出版部

昭和61

VG1-H8770 近世作家伝攷 野間光辰 中央公論社 昭和60
VG1-H5710 近世自殺者列傳全 － 半狂堂 -
VG1-H10617 近世事物起源考 速水建夫 魚住書店 昭和39
VG1-H3557 近世社会の成立と崩壊 大阪歴史学会　編 吉川弘文館 昭和51
VG1-H8224 近世出版法の研究 中村喜代三 日本学術振興会 昭和47
VG1-H2954 近世儒林年表 内野五郎三 松雲堂 大正15
VG1-H3165 近世説美少年録 － 三教書院 明治44
VG1-H6020 近世に於ける「我」の自覚史 朝永三十郎 小山書店 昭和25
VG1-H6328 近世日蓮宗出版史研究 冠賢一 平楽寺書店 1983
VG1-H8697 近世日蓮宗出版史研究 冠覧一 平楽寺書店 1983
VG1-H68 近世日本文庫史 竹林熊彦 大雅堂 昭和18
VG1-H157 近世藩校に於ける出版書の研究 笠井助治 吉川弘文館 昭和37
VG1-H4705 近代畫家群 矢代幸雄 新潮社 昭和30
VG1-H3692 近代化と教育 永井道雄 東京大学出版会 1974
VG1-H1954 近代教科書の成立 仲新 大日本雄辯會講談社 昭和24
VG1-H5280 近代教科書の変遷　東京書籍七十年史 － 東京書籍　(株) 昭和55
VG1-H1918 近代経営のためのPR ジョン･W･ヒル 東洋経済新報社 昭和39
VG1-H6684 近代劇全集　第9巻 小山内薫　他 第一書房 昭和2
VG1-H179 近代挿繒考 木村莊八 双雅房 昭和18
VG1-H5952 近代詩人百人　別冊太陽　24 － 平凡社 1978
VG1-H1187 近代ジャアナリズム発達史　(岩波講座世界文學) 木村毅 岩波書店 昭和8
VG1-H3737 近代社會 小西四郎　編 朝倉書店 昭和30
VG1-H8766 近代諸作家追跡の基礎 小山内時雄 津軽書房 昭和56
VG1-H7731 近代資料会大市目録抄 － [近代資料会] 刊年不明
VG1-H7928 近代世界文学　1　チョーサー,ラブレー － 筑摩書房 1974[昭和49]
VG1-H7937 近代世界文学　10　ゴーゴリ,レールモントフ － 筑摩書房 1974[昭和49]
VG1-H7939 近代世界文学　12　ホーソーン,マーク･トウェイン － 筑摩書房 1974[昭和49]
VG1-H7940 近代世界文学　13　メルヴィル － 筑摩書房 1974[昭和49]
VG1-H7941 近代世界文学　14　ポオ,ポオドレール － 筑摩書房 1974[昭和49]
VG1-H7942 近代世界文学　15　ドフトエフスキー － 筑摩書房 1974[昭和49]
VG1-H7943 近代世界文学　16　トルストイ － 筑摩書房 1974[昭和49]
VG1-H7944 近代世界文学　17　フローベル － 筑摩書房 1974[昭和49]
VG1-H7945 近代世界文学　18　ゾラ － 筑摩書房 1974[昭和49]
VG1-H7946 近代世界文学　19　モーパッサン － 筑摩書房 1975[昭和50]
VG1-H7929 近代世界文学　2　セルバンデス － 筑摩書房 1974[昭和49]
VG1-H7947 近代世界文学　20　ジェイムズ － 筑摩書房 1975[昭和50]
VG1-H7948 近代世界文学　21　チェーホフ － 筑摩書房 1975[昭和50]
VG1-H7949 近代世界文学　22　ゴーリキー － 筑摩書房 1975[昭和50]
VG1-H7950 近代世界文学　23　ロマン･ロラン － 筑摩書房 1975[昭和50]
VG1-H7951 近代世界文学　24　ロマン･ロラン　② － 筑摩書房 1975[昭和50]
VG1-H7952 近代世界文学　25　ジイド,モーリャック － 筑摩書房 1975[昭和50]
VG1-H7953 近代世界文学　26　リルケ － 筑摩書房 1975[昭和50]
VG1-H7954 近代世界文学　27　トーマス･マン － 筑摩書房 1975[昭和50]
VG1-H7955 近代世界文学　28　ヘッセ － 筑摩書房 1975[昭和50]
VG1-H7956 近代世界文学　29　カフカ － 筑摩書房 1975[昭和50]
VG1-H7930 近代世界文学　3　シェイクスピア － 筑摩書房 1974[昭和49]
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VG1-H7957 近代世界文学　30　ロレンス － 筑摩書房 1975[昭和50]
VG1-H7958 近代世界文学　31　フォースター,ハックスリ － 筑摩書房 1975[昭和50]
VG1-H7959 近代世界文学　32　フォークナー － 筑摩書房 1975[昭和50]
VG1-H7960 近代世界文学　33　ヘミングウェイ － 筑摩書房 1975[昭和50]
VG1-H7961 近代世界文学　34　ショーロホフ － 筑摩書房 1975[昭和50]
VG1-H7962 近代世界文学　35　ショーロホフ　② － 筑摩書房 1975[昭和50]
VG1-H7931 近代世界文学　4　デフォー,スウィフト － 筑摩書房 1974[昭和49]
VG1-H7932 近代世界文学　5　リチャードソン,スターン － 筑摩書房 1974[昭和49]
VG1-H7933 近代世界文学　6　ゲーテ － 筑摩書房 1974[昭和49]
VG1-H7934 近代世界文学　7　スタンダール － 筑摩書房 1974[昭和49]
VG1-H7935 近代世界文学　8　バルザック － 筑摩書房 1974[昭和49]
VG1-H7936 近代世界文学　9　プーシキン,ツルゲーネフ － 筑摩書房 1974[昭和49]
VG1-H11063 金大中氏事件の真実　岩波ブックレット　15 ｢世界｣編集部　編 岩波書店 1983
VG1-H939 近代読者の成立 前田愛 有精堂出版 昭和48
VG1-H917 近代読者論 外山滋比古 みすず書房 1976
VG1-H3510 近代と反近代 宮川透 第三文明社 1977
VG1-H3701 近代日本研究入門 中村隆英　伊藤隆　編 東京大学出版会 1977
VG1-H3753 近代日本思想史年表　第4巻 近代日本思想史研究會 靑木書店 1957
VG1-H10429 近代日本女性史　①　教育 渋川久子 鹿島研究所出版会 1970[昭和45]
VG1-H10430 近代日本女性史　②　婦人参政権 吉見周子 鹿島研究所出版会 1971[昭和46]
VG1-H10431 近代日本女性史　③　文学 板垣弘子 鹿島研究所出版会 1972[昭和47]
VG1-H10432 近代日本女性史　④　科学 山下愛子 鹿島研究所出版会 1970[昭和45]
VG1-H10433 近代日本女性史　⑤　音楽 渡鏡子 鹿島研究所出版会 1971[昭和46]
VG1-H10434 近代日本女性史　⑥　美術 佐藤靄子 鹿島研究所出版会 1970[昭和45]
VG1-H10435 近代日本女性史　⑦　芸能 土岐迪子 鹿島研究所出版会 1970[昭和45]
VG1-H8612 近代日本総合年表 岩波書店編集部　編 岩波書店 1968
VG1-H10831 近代日本総合年表　第三版 岩波書店編集部　編 岩波書店 1968
VG1-H242 近代日本大出版事業史 杉村武 － 1953
VG1-H735 近代日本大出版事業史 杉村武 出版ニュース社 昭和42
VG1-H3691 近代日本と中国　上 竹内好　橋川文三　編 朝日新聞社 1974

VG1-H3969 近代日本の思想　(2)
和田守　竹山護夫　栄沢幸
二

有斐閣 1979

VG1-H3968 近代日本の思想　(3)
宮本盛太郎　河原宏　堀真
清

有斐閣 1978

VG1-H6257 近代日本の新聞広告と経営 － 朝日新聞社 1979
VG1-H6258 近代日本の新聞広告と経営　資料篇 － 朝日新聞社 1979
VG1-H6119 近代日本の新聞読者層 山本武利 法政大学出版局 1981
VG1-H6120 近代日本の新聞読者層 山本武利 法政大学出版局 1982

VG1-H3765 近代日本の特異性
岡義武　木村健康　飯塚浩
二

白日書院 昭和23

VG1-H3555 近代日本の文学 猪野謙二 福村書店 1952
VG1-H3455 近代日本の文学史 伊藤整 光文社 昭和33
VG1-H3498 近代日本の名著　第7 いいだもも　編 徳間書店 昭和41
VG1-H7064 近代日本の良心 荒正人　編 光書房 昭和34
VG1-H5121 近代日本文学 長谷川泉 明治書院 昭和33
VG1-H7963 近代日本文学　1　二葉亭四迷　尾崎紅葉集 － 筑摩書房 1980[昭和55]
VG1-H7972 近代日本文学　10　田山花袋集 － 筑摩書房 1980[昭和55]
VG1-H7973 日本近代文学　11　徳田秋聲集 － 筑摩書房 1980[昭和55]
VG1-H7974 近代日本文学　12　夏目漱石集　(一) － 筑摩書房 1980[昭和55]
VG1-H7975 近代日本文学　13　夏目漱石集　(二) － 筑摩書房 1980[昭和55]
VG1-H7976 近代日本文学　14　夏目漱石集　(三) － 筑摩書房 1980[昭和55]
VG1-H7977 近代日本文学　15　正宗白鳥集 － 筑摩書房 昭和54
VG1-H7978 近代日本文学　16　岩野泡鳴　近松秋江集 － 筑摩書房 昭和55
VG1-H7979 近代日本文学　17　永井荷風集 － 筑摩書房 昭和55
VG1-H7980 近代日本文学　18　谷崎潤一郎集　(一) － 筑摩書房 昭和55
VG1-H7981 近代日本文学　19　谷崎潤一郎集　(二) － 筑摩書房 昭和55
VG1-H7964 近代日本文学　2　幸田露伴集 － 筑摩書房 1980[昭和55]
VG1-H7982 近代日本文学　20　武者小路実篤集 － 筑摩書房 昭和55
VG1-H7983 近代日本文学　21　志賀直哉集 － 筑摩書房 昭和55
VG1-H7984 近代日本文学　22　有島武郎集 － 筑摩書房 昭和55
VG1-H7985 近代日本文学　23　芥川龍之介集 － 筑摩書房 昭和55
VG1-H7986 近代日本文学　24　菊池寛　室生犀星集 － 筑摩書房 昭和55
VG1-H7987 近代日本文学　25　長興善郎　野上彌生子集 － 筑摩書房 昭和55
VG1-H7988 近代日本文学　26　佐藤春夫集 － 筑摩書房 昭和55
VG1-H7989 近代日本文学　27　山本有三集 － 筑摩書房 昭和55
VG1-H7990 近代日本文学　28　広津和郎　宇野浩二集 － 筑摩書房 昭和55
VG1-H7991 近代日本文学　29　横光利一集 － 筑摩書房 昭和55
VG1-H7965 近代日本文学　3　北村透谷　樋口一葉集 － 筑摩書房 1980[昭和55]
VG1-H7992 近代日本文学　30　川端康成集 － 筑摩書房 昭和55
VG1-H7993 近代日本文学　31　小林秀雄集 － 筑摩書房 昭和55
VG1-H7994 近代日本文学　32　堀井基次郎　堀辰雄　中島敦集 － 筑摩書房 昭和55

VG1-H7995
近代日本文学　33　岡本かの子　林芙美子　宇野千
代集

－ 筑摩書房 昭和55

VG1-H7996
近代日本文学　34　武田麟太郎　島木健作　織田作
之助集

－ 筑摩書房 昭和55

VG1-H7997 近代日本文学　35　尾崎士郎　坂口安吾　太宰治集 － 筑摩書房 昭和55
VG1-H7966 近代日本文学　4　泉鏡花　徳富蘆花集 － 筑摩書房 1980[昭和55]
VG1-H7967 近代日本文学　5　森鴎外集　(一) － 筑摩書房 1980[昭和55]
VG1-H7968 近代日本文学　6　森鴎外集　(二) － 筑摩書房 1980[昭和55]
VG1-H7969 近代日本文学　7　國木田独歩集 － 筑摩書房 1980[昭和55]
VG1-H7970 近代日本文学　8　島崎藤村集　(一) － 筑摩書房 1980[昭和55]
VG1-H7971 近代日本文学　9　島崎藤村集　(二) － 筑摩書房 1980[昭和55]
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VG1-H3349 近代日本文学を学ぶために 出口一雄 第一書店出版部 昭和51
VG1-H8772 近代日本文学誌　本･人･出版社 紅野敏郎 早稲田大学出版部 1988
VG1-H8773 近代日本文学誌　本･人･出版社 紅野敏郎 早稲田大学出版部 1988
VG1-H8774 近代日本文学誌　本･人･出版社 紅野敏郎 早稲田大学出版部 1988
VG1-H10616 近代日本文学辞典 久松潜一　吉田精一 東京堂出版 昭和29
VG1-H1995 近代日本名著と文献 岡野他家夫 有明書房 昭和41
VG1-H5526 近代日本ユーモア叢書　第1 岡本一平 勁草書房 1981
VG1-H5527 近代日本ユーモア叢書　第2 長谷川如是閑 勁草書房 1981
VG1-H5528 近代日本ユーモア叢書　第3 佐々木味津三 勁草書房 1981
VG1-H3885 近代の超克 西谷哲治　他 冨山房 昭和54

VG1-H564 近代文学研究叢書　第五巻
昭和女子大学近代文学研究
室

昭和女子大学光葉会 昭和32

VG1-H2960 近代文学史展 － 日本近代文学館 昭和38
VG1-H2925 近代文学書目録 － 文学堂書店 昭和44
VG1-H7125 近代文学展 － 日本近代文学館 昭和57
VG1-H7730 近代文学名作展 － [毎日新聞社] 昭和42
VG1-H5109 近代文學論争 臼井吉見 筑摩書房 昭和31
VG1-H1113 近代文藝筆禍史 齋藤昌三 崇文堂 大正13
VG1-H1244 近代文藝筆禍史 齋藤昌三 崇文堂 大正13
VG1-H9602 近代民主政治　第4 [ジェイムス]ブライス 岩波書店 1948[昭和23]
VG1-H4468 近代名作鑑賞 長谷川泉 至文堂 昭和38
VG1-H5550 金達寿小説全集　1 金達寿 筑摩書房 1980
VG1-H5552 金達寿小説全集　3 金達寿 筑摩書房 1980
VG1-H5553 金達寿小説全集　4 金達寿 筑摩書房 1980
VG1-H5554 金達寿小説全集　5 金達寿 筑摩書房 1980
VG1-H5555 金達寿小説全集　6 金達寿 筑摩書房 1980
VG1-H7938 近代世界文学　11　オースティン,ブロンテ － 筑摩書房 1974[昭和49]
VG1-H4703 銀杏の窓 宮澤後義 廣文館 昭和23
VG1-H11684 勸農新書　巻二 林遠里 穴山篤太郎　他 明治13年
VG1-H11830 銀のくじゃく 安房直子 筑摩書房 1985年
VG1-H10217 銀の匙 中勘助 岩波書店 1935
VG1-H8143 銀の匙 中勘助 日本近代文学館 1969
VG1-H3011 金原明善翁 碧瑠璃園 興風書院 明治43
VG1-H10879 錦芳集 宮内庁皇太后宮職　編 朝日新聞社 平成元
VG1-H6887 錦芳集 東龍太郎 朝日新聞社 昭和44
VG1-H7543 勤労青年と読書 － 朝日新聞東京本社広告部 昭和36
VG1-H9301 偶像再興 和辻哲郎 岩波書店 1938[昭和13]
VG1-H10660 空想書房 安野光雅 平凡社 1991
VG1-H10364 グーテンベルク聖書の行方 富田修二 図書出版社 1992
VG1-H1024 グーテンベルクの銀河系 マーシャル･マクルーハンン 竹内書店 1968
VG1-H9015 グーテンベルクの鬚 大輪盛登 筑摩書房 1988
VG1-H11209 空母ミッドウェーと日本　岩波ブックレット　182 梅林宏道 岩波書店 1991
VG1-H10006 クェーカー三百年史 ハワード･H･ブリントン 基督友会日本年会 1961
VG1-H9827 クェーカーの真義 シドニー･ルーカス 日本基督友会 1957
VG1-H9215 九鬼周造全集　第10巻 九鬼周造 岩波書店 1982
VG1-H9216 九鬼周造全集　第11巻 九鬼周造 岩波書店 1980
VG1-H9206 九鬼周造全集　第1巻 九鬼周造 岩波書店 1981
VG1-H9207 九鬼周造全集　第2巻 九鬼周造 岩波書店 1980
VG1-H9208 九鬼周造全集　第3巻 九鬼周造 岩波書店 1981
VG1-H9209 九鬼周造全集　第4巻 九鬼周造 岩波書店 1981
VG1-H9210 九鬼周造全集　第5巻 九鬼周造 岩波書店 1981
VG1-H9211 九鬼周造全集　第6巻 九鬼周造 岩波書店 1981
VG1-H9212 九鬼周造全集　第7巻 九鬼周造 岩波書店 1981
VG1-H9213 九鬼周造全集　第8巻 九鬼周造 岩波書店 1981
VG1-H9214 九鬼周造全集　第9巻 九鬼周造 岩波書店 1981
VG1-H9217 九鬼周造全集　別巻 九鬼周造 岩波書店 1982
VG1-H7637 草刈籠 木村素衛 弘文堂書房 昭和17
VG1-H860 草刈鎌 臼井吉見 筑摩書房 1980
VG1-H7391 草野心平展 － 吉井画廊出版部 昭和60
VG1-H7569 草野心平展 － [吉井画廊出版部] [昭和60]
VG1-H3036 草枕 夏目金之助 春陽堂 大正2
VG1-H4543 くさまくら － 臼井武夫 [昭和40]
VG1-H8303 串田孫一絵はがき文庫　第1集 串田孫一 竹内書店 1963
VG1-H5239 句集　愛日抄 富安風生 角川書店 昭和36
VG1-H9425 句集　青田風 関泰祐 立花書房 1987
VG1-H4493 句集　烏首[ﾀｸ] 水橋武比古 [水橋武比古] 昭和35
VG1-H9424 句集　渦潮 小林源次 － 1989
VG1-H7331 句集　傘寿光 高藤武馬 古川書房 昭和61

VG1-H5243 句集　喜寿以後 富安風生
若葉社内句集｢喜寿以後｣
刊行委員会

昭和40

VG1-H4487 句集　この花 大場美夜子 なんうん社 昭和33
VG1-H4660 句集　花徑 徳永善枝 澁柿圖書刊行会 昭和34
VG1-H7313 句集　まんさく 野村秀子 総合情報社 昭和61
VG1-H4687 句集「落椎」 青木健作 兀山人居 昭和28
VG1-H453 句集西行の日 角川源義 牧洋社 昭和50
VG1-H2071 鯨のお詣り 小穴隆一 中央公論社 昭和15
VG1-H10186 くづし字手本 － 大日本雄辯會講談社 1940
VG1-H5050 くずれたるの記 浜中浩 国文社 昭和48
VG1-H3780 崩れゆく日本をどう救うか 松下幸之助 ＰＨＰ研究所 昭和50
VG1-H1464 口紅から機関車まで　上巻 レイモンド.ローウイ 学風書院 昭和28
VG1-H1465 口紅から機関車まで　下巻 レイモンド.ローウイ 学風書院 昭和28
VG1-H5887 沓掛伊左吉著作集書物文化史考 沓掛伊左吉 八潮書店 昭和57
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VG1-H10680 沓掛伊左吉著作集 沓掛伊左吉 八潮書店 1982
VG1-H6540 沓掛コレクション蔵書票 八潮書店 八潮書店 昭和57
VG1-H578 苦闘の九十年を迎えて 望月政治 望月政治 昭和50
VG1-H595 苦闘の九十年を迎えて 望月政治 望月政治 昭和50
VG1-H331 苦闘の九十三年を迎えて 望月政治 社会思想社 昭和53
VG1-H4811 國を思ふ心 小泉信三 文藝春秋新社 昭和30
VG1-H7340 國を思ふ心 小泉信三 文芸春秋新社 昭和30
VG1-H4951 国木田独歩 長谷川泉 福村書店 1957
VG1-H2951 国の刊行物解説目録 － 国立国会図書館 昭和46
VG1-H8846 苦悩多き日々に 芹沢光治良 広論社 1979
VG1-H3037 虞美人艸 夏目金之助 春陽堂 明治44
VG1-H11828 熊撃ち 吉村昭 筑摩書房 1985年
VG1-H7561 熊本市調査 － 朝日新聞西部本社広告部 昭和38

VG1-H2130 組合10年史 －
凸版印刷労働組合板橋支
部

1957

VG1-H7768 組頭勤向規則 若松縣 出版者不明 [明治31]
VG1-H456 雲か山か 牧野武夫 学風書院 昭和31
VG1-H11766 雲か山か　雑誌出版うらばなし 牧野武夫 学風書院 昭和31年
VG1-H7074 雲か山か　出版うらばなし 牧野武夫 中央公論社 昭和51
VG1-H5320 雲か山か 牧野武夫 学風書院 昭和31
VG1-H11581 雲霧五郎 西村秀三郎 秀美堂書店 大正5年
VG1-H8300 雲と大地の歌 串田孫一 番町書房 1966
VG1-H1276 苦悶するデモクラシー 美濃部亮吉 文藝春秋 昭和43
VG1-H1834 暗い夜の私 野口富士男 講談社 昭和44
VG1-H10804 クラウン百科事典 三省堂編修所　編 三省堂 1968
VG1-H3207 暮らしの京ことば 寿岳章子 朝日新聞社 1979
VG1-H6018 暮らしの京ことば 寿岳章子 朝日新聞社 1979
VG1-H466 暮しの道具学 南和子 筑摩書房 昭和62
VG1-H7359 暮らしの中の語源事典 故事ことわざ研究会　編 アロー出版社 昭和55
VG1-H8136 藏の中 宇野浩二 日本近代文学館 1969[昭和44]
VG1-H7815 グラビア印刷業実態調査報告書 － 通商産業省繊維局紙業課 昭和40
VG1-H11555 グラフィック･マテリアル　① － 大日本印刷　株式会社 -
VG1-H2577 グラフィック･マテリアル　1 － 大日本印刷 [1971]
VG1-H1919 グラフィックデザイナー入門 村田洋治 高橋書店 昭和42
VG1-H4968 クリール孔子 クリール 岩波書店 昭和36
VG1-H10353 グリコのおまけ － 筑摩書房 1992
VG1-H3415 栗田案内 － 栗田書店 1964
VG1-H632 栗田確也の追憶 － 栗田出版会 昭和53

VG1-H7521 栗田確也の追憶
「栗田確也の追憶」編集委
員会　編

栗田出版会 昭和53

VG1-H7522 栗田確也の追憶
「栗田確也の追憶」編集委
員会　編

栗田出版会 昭和53

VG1-H8671 栗田確也の追憶
｢栗田確也の追憶｣編集委員
会　編

栗田出版会 1978

VG1-H8672 栗田確也の追憶
｢栗田確也の追憶｣編集委員
会　編

栗田出版会 1978

VG1-H8673 栗田確也の追憶
｢栗田確也の追憶｣編集委員
会　編

栗田出版会 1978

VG1-H8674 栗田確也の追憶
｢栗田確也の追憶｣編集委員
会　編

栗田出版会 1978

VG1-H11785 栗田確也の追憶
「栗田確也の追憶」編集委
員会　代表布川角左衛門

栗田出版会 1978年

VG1-H7820 栗田出版販売株式会社寄贈雑誌目録 － 北海道立図書館 昭和53
VG1-H9957 グリムの昔話　1 佐々梨代子　訳 こぐま社 1990
VG1-H9958 グリムの昔話　2 佐々梨代子　訳 こぐま社 1990
VG1-H9959 グリムの昔話　3 佐々梨代子　訳 こぐま社 1990
VG1-H9960 グリムの昔話　4 佐々梨代子　訳 こぐま社 1992
VG1-H534 厨に近く 小林勇 中央公論社 昭和53
VG1-H9994 クルクルサーカス － 大日本絵画 1983
VG1-H4072 狂った季節 廣津和郎 六興出版社 昭和25
VG1-H3876 クレオパトラ 野上豊一郎 冨山房 昭和54
VG1-H4175 黒い月の世界 中谷宇吉郎 創元社 昭和33

VG1-H7851 黒い灯
リッテン･イルムガルト　著
野上弥生子　訳

和光社 昭和29

VG1-H8793 黒岩涙香　探偵小説の元祖 伊藤秀雄 三一書房 1988
VG1-H6623 黒岩涙香研究　幻影城評論研究叢書 伊藤秀雄 幻影城 昭和53
VG1-H8148 黒髪 近松秋江 日本近代文学館 1969
VG1-H10362 黒沢明の世界 佐藤忠男 三一書房 1973
VG1-H10035 黒田麹蘆の業績と｢漂荒紀事｣ 平田守衛 京都大学学術出版会 1990
VG1-H8313 黒田麹廬の業績と｢漂荒紀事｣ 平田守衛 平田守衛 1987
VG1-H9277 クロニクル　別冊 京都信用金庫 京都信用金庫 1973
VG1-H9447 クロニック講談社の80年 － 講談社 1990
VG1-H142 黒船から百年 － 朝日新聞社 昭和29
VG1-H8587 クロワッサン症候群 松原惇子 文芸春秋 1988
VG1-H11077 軍事化される日本　岩波ブックレット　30 ｢世界｣編集部　編 岩波書店 1984

VG1-H5208 軍縮と平和の旅 宮本せつ子
神奈川県軍縮婦人セン
ター

昭和37

VG1-H1686 群書索引　廣文庫　概要 物集高見　物集高量 名著普及会 昭和51
VG1-H9499 群書索引･廣文庫　概要 物集高見　物集高量 名著普及會 昭和51
VG1-H10480 群像　豊島の文化人 高瀬西帆 サンライズ社 1992

VG1-H10213 軽印刷全史　日軽印30周年記念
日軽印30周年記念誌編纂委
員会

日本軽印刷工業会 1989
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VG1-H2405 ｢経営者支配｣について 神田忠雄 － 昭和37
VG1-H1346 経営とコミュニケーション 亀井一綱 日本経済新聞社 昭和33
VG1-H10677 経営は生きものである 石橋勝治 日本標準 昭和63
VG1-H2700 慶應義塾大学圖書館蔵　和漢書善本解題 慶應義塾圖書館　編 慶應義塾圖書館 昭和33
VG1-H7602 慶應書房目録　第79号　社会人文科学 － 慶應書房 昭和51
VG1-H10154 慶應通信　図書目録　1989 － 慶應通信 1989
VG1-H4479 荊棘園詩鈔 齋藤[ｼｮｳ] 松雲堂書店 昭和28

VG1-H10959 経済･消費動向の現状と今後の展望 松下滋
全国出版協会出版科学研
究所

昭和63

VG1-H5203 経済学､哲学手稿
カール･マルクス著　藤野渉
訳

大月書店 1963

VG1-H6807 経済学の現在 － 理想社 昭和60
VG1-H540 經濟記者修業 石山賢吉 ダイヤモンド社 昭和13
VG1-H4795 經濟原論 小泉信三 日本評論社 昭和25
VG1-H7326 經濟人･職分人 上田辰之助 理想社 昭和17
VG1-H6660 経済的自由と倫理 アイヴァン･ヒル 創元社 1982
VG1-H3607 經濟哲學の基本問題 杉村廣蔵 理想社 昭和23
VG1-H1267 經済統制 波多野鼎 改造社 昭和13
VG1-H1268 經済統制下の日本 － 改造社 昭和12
VG1-H3948 警察の人権侵害 千代丸健二 三一書房 1979
VG1-H8318 警察の盗聴を裁く 上田誠　[ほか]　編著 労働旬報社 1988
VG1-H4966 刑事責任論 不破武夫 弘文社 昭和23
VG1-H4519 刑事法上の諸問題 不破武夫 弘文堂 昭和25
VG1-H8482 芸者学入門 熱海金城館企画室　編 熱海金城館 昭和44
VG1-H5069 藝術二十講 Alain.Autheur 河出書房 昭和26
VG1-H3601 藝術學 橋本政尾 斎藤書店 昭和24
VG1-H6790 藝術学　様式の美学 矢崎美盛 弘文堂 昭和28
VG1-H3267 芸術祭十五年史(資料編) － 文部省 昭和37
VG1-H3764 藝術と思想 岡崎義恵 角川書店 昭和23
VG1-H6184 芸術と社会 北野大吉 更生閣 大正13
VG1-H3790 藝術と道徳 西田幾多郎 岩波書店 大正13
VG1-H4220 芸術とはなにか トルストイ 岩波書店 昭和33
VG1-H4364 藝術におけるわが生涯　上 スタニスラフスキー 岩波書店 昭和28
VG1-H4365 藝術におけるわが生涯　中 スタニスラフスキー 岩波書店 昭和29
VG1-H4366 藝術におけるわが生涯　下 スタニスラフスキー 岩波書店 昭和31
VG1-H6859 藝術に就いて 深田康算 岩波書店 昭和23
VG1-H3390 芸術年鑑　1952年版 － 教育弘報社 昭和27
VG1-H3377 藝術年表 寺尾勇　編 駸々堂 昭和25
VG1-H4136 芸術の運命 谷川徹三 岩波書店 昭和39
VG1-H1461 藝術の宣傳に及ぼす効果と實際 鈴木吉祐 太陽堂書店 昭和11
VG1-H4661 藝術の慰め 福永武彦 講談社 昭和40
VG1-H2164 形象コミュニケーション 乾孝　釜萢和子 誠信書房 1965
VG1-H1309 形象と文明 篠田浩一郎 白水社 1977
VG1-H4864 經史論考 諸橋轍次 清水書店 昭和20
VG1-H11598 佳人之奇遇　初編 東海散士 柴氏 -
VG1-H8462 蔵書一代・継 石橋一哉 胡蝶の会 昭和58
VG1-H10128 勁草書房綜合図書目録　1968 － 勁草書房 1968
VG1-H38 慶長以来書賈集覧 － 高尾書店 昭和43
VG1-H8033 鶏頭 高濱虚子 日本近代文学館 1968
VG1-H4769 藝のこと､藝術のこと 小宮豐隆 角川書店 昭和39
VG1-H2257 刑法改正をどう考えるか － 法務省刑事局 昭和49
VG1-H11277 刑法改正に関する要望書 － － 昭和57
VG1-H3138 啓蒙とは何か － 岩波書店 1976
VG1-H7167 啓蒙とは何か カント 岩波書店 昭和49
VG1-H10441 鶏留啼記 今井田勲 湯川書房 1978
VG1-H9139 鶏留啼記 今井田勲 湯川書房 1978
VG1-H5248 藝は長し 福原麟太郎 垂水書房 昭和31
VG1-H4652 ゲーテ シュワイツェル 新教出版社 昭和24
VG1-H4138 ゲーテ藝術論集 ゲーテ 福村書店 昭和22
VG1-H10600 ゲーテ事典 相良守峯 河出書房 1950
VG1-H4453 ゲーテ箴言抄 土井虎賀壽 秋田屋 昭和22
VG1-H5019 ゲーテ全集　第二巻　ファウスト ゲーテ 人文書院 昭和35
VG1-H5231 ゲーテの言葉 － 夏目書店 昭和21
VG1-H4424 ゲーテの世界 菊池栄一 東京大学出版会 1953

VG1-H5209
ゲエテ名作選　ウイルヘルム･マイステル修行時代
(一)

ゲエテ 中央公論社 昭和24

VG1-H5210
ゲエテ名作選　ウイルヘルム･マイステル修行時代
(二)

ゲエテ 中央公論社 昭和24

VG1-H5211
ゲエテ名作選　ウイルヘルム･マイステル修行時代
(三)

ゲエテ 中央公論社 昭和25

VG1-H5139 ゲーテ物語 菊池榮一 梧桐書院 昭和26
VG1-H4746 ケーベル先生 和辻哲郎 弘文堂書房 昭和23
VG1-H4774 ケーベル先生とともに 久保勉 岩波書店 昭和26
VG1-H6956 ケーベル先生とともに 久保勉 岩波書店 昭和27
VG1-H8510 激動するアジアと朝鮮日韓民衆の連帯を求めて 青地晨(等)　著 世界政治経済研究所 1976
VG1-H7051 激動の片隅で　私の昭和回想録 山下信庸 鹿島出版会 昭和60
VG1-H1945 けさ女句集 長田けさ女 長田幹雄 昭和27
VG1-H8152 月下の一群 堀口大學 日本近代文学館 昭和44

VG1-H9484 欠陥英和辞典の研究
副島隆彦&Dictionary-
Busters

JICC出版局 1989

VG1-H11940 月刊誌・書籍の購入と週刊誌購入の関係
出版科学研究所　東京出版
販売株式会社

出版科学研究所　東京出
版販売　株式会社

1959年11月
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VG1-H3399 月刊誌の今後 － 出版科学研究所 昭和40

VG1-736
月刊誌は果して週刊誌や書籍に押されているか
No.1　月刊誌はどの程度買われているか

出版科学研究所 1965

VG1-736
月刊誌は果して週刊誌や書籍に押されているか
No.2　月刊誌に対する人々の態度

出版科学研究所 1965

VG1-736
月刊誌は果して週刊誌や書籍に押されているか
No.3　月刊誌を買った人と週刊誌や書籍を買った人

出版科学研究所 1965

VG1-H7431 欠陥大百科　ア-ン 筒井康隆 河出書房新書 昭和55[1980]
VG1-H6239 「月刊ペン」事件の内幕 丸山実 幸洋出版 1982
VG1-H4216 結婚の幸福 トルストイ 岩波書店 昭和33
VG1-890 月信 : 古書目録　No.1 季冬書叢 1975
VG1-H9768 決断の一手 河口俊彦 力富書房 1985
VG1-H3407 月賦に関する調査 － 朝日新聞東京支社広告部 1963
VG1-H3878 月曜閑談 サント･ブーヴ 冨山房 昭和53
VG1-H2447 ケニア著作権法　-1996法第3号- － 著作権資料協会 1966
VG1-H8021 下人論　中世の異人と境界 安野眞幸 日本エディタースクール 1987
VG1-H8378 ゲョエテ研究 茅野蕭々 第一書房 昭和8
VG1-H9413 ゲョエテ研究　上巻 茅野蕭々 第一書房 1943
VG1-H9414 ゲョエテ研究　下巻 茅野蕭々 第一書房 1943
VG1-H9415 ゲョエテ研究　学生版 茅野蕭々 第一書房 1933
VG1-H10613 権威主義国家の中で 久野収 筑摩書房 1976

VG1-H8907 検閲　1945～1949
ブラウ･モニカ　著　立花誠
逸　訳

時事通信社 1988

VG1-H1136 現下の出版物取締に就いて － 東京出版協會 昭和6
VG1-H5867 研究紀要　第11号　54年度 － 東京都立中央図書館 昭和55
VG1-H5915 研究紀要　第13号　56年度 － 東京都立中央図書館 昭和57
VG1-H5865 研究紀要　第3号　46年度 － 東京都立日比谷図書館 昭和47
VG1-H5866 研究紀要　第8号　51年度 － 東京都立中央図書館 昭和52
VG1-H5401 研究調査報告書　47年度 － 全国公共図書館協議会 昭和48
VG1-H5402 研究調査報告書　48年度 － 全国公共図書館協議会 昭和49
VG1-H5403 研究調査報告書　49年度 － 全国公共図書館協議会 昭和50
VG1-H1155 研究の自由　謂ゆる京大事件 瀧川幸辰 生活社 昭和22
VG1-H11851 研究の手引　歴史（一）国史 － 慶應通信　株式曾社 昭和27年
VG1-H517 研究報告･営業面より観た業界の諸問題 － 營業共同研究會 -

VG1-H11695
研究報告放送文化基金　昭和53年度助成・援助分
放送に関する技術の研究・開発

財団法人　放送文化基金 財団法人　放送文化基金 昭和55年12月

VG1-H4863 玄魚 水原秋櫻子 近藤書店 [昭和32]
VG1-H1676 建業十有五年 － 時事通信社 昭和35
VG1-H7698 元曲金銭記 吉川幸次郎 筑摩書房 昭和18
VG1-H8816 玄玄　詩集 草野心平 筑摩書房 昭和56
VG1-H11544 健康空気の基礎知識 － ダスキン -
VG1-H1891 原稿作法 奥山益朗 東京堂出版 昭和45
VG1-H1873 原稿執筆入門 竹俣一雄 ナツメ社 昭和51
VG1-H3219 健康談義 佐藤通次 新日本春秋社 昭和46
VG1-H2523 現行著作権法の立法と解釈 小林尋次 文部省 昭和33
VG1-H3865 原稿の書き方 尾川正二 講談社 昭和52
VG1-H11206 健康のための住宅読本　岩波ブックレット　179 小泉英雄 岩波書店 1990

VG1-H6929 原稿料の研究 松浦総三
日本ジャーナリスト専門
学院

1978

VG1-H981 言語学の誕生 風間喜代三 岩波書店 1978
VG1-H10396 言語としてのニュー･ジャーナリズム 玉木明 学藝書林 1992
VG1-H8450 言語の科学　第1号 服部四郎　編 東京言語研究所 1970
VG1-H5847 現在品図書目録 － 博文館 大正10
VG1-H5152 現実と逃避 ルカーチ 平凡社 昭和32
VG1-H4724 現實の再建 清水幾太郎 白日書院 昭和22
VG1-H4387 源氏物語　一 紫式部 岩波書店 昭和26
VG1-H4388 源氏物語　二 紫式部 岩波書店 昭和27
VG1-H4389 源氏物語　三 紫式部 岩波書店 昭和27
VG1-H4390 源氏物語　四 紫式部 岩波書店 昭和28
VG1-H4391 源氏物語　五 紫式部 岩波書店 昭和27
VG1-H7899 源氏物語　五十四帖の世界 おのりきぞう 右文書院 1987

VG1-H3656 源氏物語　講座　下
東京大学文学部源氏物語研
究会　編

紫乃故郷舍 昭和24

VG1-H8194 源氏物語　(豆本)　1 おのりきぞう 駿河豆本の会 昭和60
VG1-H8195 源氏物語　(豆本)　2 おのりきぞう 駿河豆本の会 昭和60
VG1-H8196 源氏物語　(豆本)　3 おのりきぞう 駿河豆本の会 1985
VG1-H8197 源氏物語　(豆本)　4 おのりきぞう 駿河豆本の会 1985
VG1-H8198 源氏物語　(豆本)　5 おのりきぞう 駿河豆本の会 1985
VG1-H8199 源氏物語　(豆本)　6 おのりきぞう 駿河豆本の会 1986
VG1-H8200 源氏物語　(豆本)　7 おのりきぞう 駿河豆本の会 1986
VG1-H8201 源氏物語　(豆本)　8 おのりきぞう 駿河豆本の会 1986
VG1-H5001 源氏物語絵詞小論 上野直昭 － 昭和34
VG1-H5201 源氏物語研究 關みさを 河出書房 昭和27
VG1-H4625 賢者と政治　モンテーニュの政治論 關根秀雄 生活社 昭和21
VG1-H6652 現代世相語 稲垣吉彦 創拓社 昭和55

VG1-H7727
減税は都市に於ける勤労者世帯の雑誌･書籍購入費に
どれほどの増加をもたらすか

－ 東京出版販売 昭和32

VG1-H10896 健全な家庭づくりのために 青少年育成国民会議　編 青少年育成国民会議 1978
VG1-H1139 検束･拘留･押収･捜索と如何に闘ふべきか 奈良正路 希望閣 昭和3
VG1-H8205 現代イスラム小事典 加賀谷寛　｢ほか｣　編著 エッソ石油広報部 1987
VG1-H2101 現代印刷技術総覧 小堀正三　(他) 日本印刷新聞社 1962
VG1-H7177 現代絵本研究 日本児童文学者協会 ほるぷ総連合 昭和52
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VG1-H9677 現代を知るキーワード300
サンケイマーケティング
編

サンケイ新聞社 1982[昭和57]

VG1-H10401 現代科学と人間 湯川秀樹 岩波書店 1961[昭和36]
VG1-H5048 現代學生の性行動 朝山新一 臼井書房 昭和24
VG1-H6235 現代学校図書館事典 － ぎょうせい 昭和57
VG1-H6297 現代学校図書館事典 － ぎょうせい 昭和57
VG1-H2248 現代活版術 島屋政一 大阪出版社 大正13
VG1-H1242 現代基本権の展開　(現代法叢書) 小林直樹 岩波書店 1976
VG1-H3640 現代国語表記辞典 関宦市　富山民蔵　編 廣文館 昭和26
VG1-H10304 現代語語源小辞典 杉本つとむ 開拓社 1983
VG1-H8898 現代コミュニケーション 川中康弘 ヴェリタス出版社 昭和46
VG1-H1390 現代コミュニケーションの理論 稲葉三千男 青木書店 1975
VG1-H2678 現代雑誌九十種の用語用字　第一分冊 国立国語研究所　編 国立国語研究所 昭和37
VG1-H2679 現代雑誌九十種の用語用字　第三分冊 国立国語研究所　編 国立国語研究所 昭和39
VG1-H6503 現代雑誌論 清水哲男 三一書房 1973
VG1-H11813 現代史　上　日本の百年 林茂　編 毎日新聞社 昭和32年
VG1-H3325 現代史の死角 上前淳一郎 新潮社 昭和53
VG1-H4959 現代史の謎 加瀬俊一 文藝春秋新社 昭和37
VG1-H6371 現代物故者事典　1980-1982 － 日外アソシエーツ 1983
VG1-H1962 現代事務技術者講座　(1～6) － 実務教育研究所 昭和39
VG1-H682 現代ジャーナリズム 山本明 雄渾社 1967
VG1-H1549 現代ジャーナリズム研究 木村毅 公人書房 昭和8
VG1-H1665 現代ジャーナリズム研究 木村毅 公人書房 昭和8
VG1-H1193 現代ジャーナリズム事件誌 松浦総三 白川書院 1977
VG1-H1470 現代ジャーナリズム事件誌 松浦総三 白川書院 1977
VG1-H1518 現代ジャーナリズム入門 扇谷正造 角川書店 昭和47
VG1-H1311 現代ヂャーナリズムの理論と動向 長谷川如是閑 (他) 内外社 昭和6
VG1-H1312 現代ジャーナリズム論 － 駸々堂 昭和23
VG1-H1314 現代ジャーナリズム論 鈴木均 三一書房 1971
VG1-H1579 現代ジャーナリズム論 杉山平助 白揚社 昭和10
VG1-H1256 現代社会と言論の自由 伊藤正己 有信堂 1974
VG1-H4728 現代社会批判 清水幾太郎 大日本雄弁会講談社 昭和29
VG1-H5960 現代出版学 清水英夫 竹内書店 1972
VG1-H2655 現代出版業大鑑 出版タイムス社　(他)　編 現代出版業大艦刊行會 昭和10

VG1-H10572 現代出版産業論 小出鐸男
日本エディタースクール
出版部

1992

VG1-H2653 現代出版文化人總覧　昭和十八年版 協同出版社編集部　編 協同出版社 昭和18
VG1-H2667 現代出版文化人總覧　昭和十八年版 協同出版社編集部　編 協同出版社 昭和18
VG1-H6085 現代出版論 清水英夫 理想出版社 1980
VG1-H8947 現代出版論 清水英夫 理想出版社 1980
VG1-H3938 現代出版論､書く､作る､売る､読む､自由の軌跡 清水英夫 理想出版社 1980
VG1-H3392 現代商業美術全集　第21巻 アトリエ社　編 アルス 昭和4
VG1-H3393 現代商業美術全集　第21巻 アトリエ社　編 アルス 昭和4

VG1-H6563
現代情報双書　6　出版界コンフィデンシャル
PART1

植田康夫 東京書店 -

VG1-H5174 現代書簡文新講 服部嘉香 早稲田大学出版部 昭和31
VG1-H1289 現代人権論 芦部信喜 有斐閣 昭和53
VG1-H6370 現代人の情報行動 中野収 日本放送出版協会 昭和55
VG1-H976 現代人の読書 紀田順一郎 三一書房 1966
VG1-H9043 現代人の読書術 紀田順一郎 毎日新聞社 1972
VG1-H4804 現代人物論 小泉信三 角川書店 昭和30
VG1-H5450 現代人物論 小泉信三 角川書店 昭和30
VG1-H8375 現代人物論 小泉信三 角川書店 昭和30

VG1-H894 現代新聞･放送批判 新井直之
日本ジャーナリスト専門
学院出版部

昭和54

VG1-H5742 現代新聞小説事典　国文学解釈と鑑賞　42巻15号 － 至文堂 昭和52
VG1-H5743 現代新聞小説事典　国文学解釈と鑑賞　42巻15号 － 至文堂 昭和52
VG1-H1631 現代新聞の原理 島崎憲一 弘文堂新社 昭和43
VG1-H3690 現代心理学用語辞典 南博　編 河出書房 昭和31
VG1-H4944 現代政治の思想と行動　上巻 丸山眞男 未来社 1956
VG1-H4945 現代政治の思想と行動　下巻 丸山眞男 未来社 1957
VG1-H3721 現代青年の意識と行動 吉田昇　門脇厚司　編 日本放送出版協会 昭和53

VG1-H8396 現代世界と人類学
クロード・レヴィ＝スト
ロース

サイマル出版会 1988

VG1-H3174 現代世界文學展望 － 大日本雄辯會講談社 昭和27
VG1-H10047 現代短歌全集　15巻 － 筑摩書房 1981
VG1-H6844 現代短歌大系　第3巻　浪漫期 小泉苳三 河出書房 昭和27
VG1-H6845 現代短歌大系　第5巻　近代期1 窪田章一郎 河出書房 昭和28
VG1-H6846 現代短歌大系　第9巻　近代期5 香川進 河出書房 昭和28
VG1-H6735 現代長篇小説全集　第6巻 丹羽文雄 春陽堂 昭和24
VG1-H2220 現代デザイン事典 美術出版社編集部 美術出版社 1969
VG1-H2214 現代デザイン理論のエッセンス － ぺりかん社 1974
VG1-H9292 現代哲學辭典 三木清　編 日本評論社 1947[昭和22]
VG1-H4518 現代哲学入門 下村寅太郎　編 有斐閣 昭和33

VG1-H1308 現代テレビ批判 鈴木均
日本ジャーナリスト専門
学院出版部

昭和53

VG1-H5994 現代読者考 尾崎秀樹　(他)
日本エディタースクール
出版部

昭和57

VG1-H973 現代読書の技術 紀田順一郎 柏書房 1976
VG1-H1819 現代讀書法 田中菊雄 三笠書院 1953
VG1-H4929 現代讀書法 田中菊雄 柁谷書院 昭和18
VG1-H7323 現代読書法 田中菊雄 講談社 昭和62
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VG1-H5351 現代読書論　Ⅰ　書物と人生 紀田順一郎　山下武 柏書房 1981
VG1-H9785 現代読書論　1　書物と人生 紀田順一郎　山下武 柏書房 1981
VG1-H5352 現代読書論　Ⅱ　書物と生活 紀田順一郎　山下武　編 柏書房 1981
VG1-H7068 現代読書論　Ⅱ　書物と生活 紀田順一郎　山下武　編 柏書房 昭和56[1981]

VG1-H9786 現代読書論　2　書物と生活 紀田順一郎　山下武 柏書房 1981
VG1-H5753 現代図書館事情講義要綱　(下) － 国立国会図書館 昭和25
VG1-H1814 現代に生きる古典 堀秀彦 春陽堂書店 昭和33
VG1-H3361 近代日本思想史の基礎知識 橋川文三　鹿野政直　編 有斐閣 昭和46
VG1-H5942 現代日本思想大系　第28 唐木順三　(編) 筑摩書房 1975
VG1-H6398 現代日本執筆者大事典　2巻 紀田順一郎 日外アソシエーツ 1984
VG1-H6399 現代日本執筆者大事典　3巻 紀田順一郎 日外アソシエーツ 1984
VG1-H6400 現代日本執筆者大事典　4巻 紀田順一郎 日外アソシエーツ 1984
VG1-H6397 現代日本執筆者大事典　77/82　1巻 紀田順一郎 日外アソシエーツ 1984
VG1-H10038 現代日本執筆者大事典　77/82　5巻 紀田順一郎 日本アソシエーツ 1986
VG1-H2656 現代日本執筆者大事典　第1巻 佃　実夫 日本アソシエーツ 昭和53
VG1-H2657 現代日本執筆者大事典　第2巻 佃　実夫 日本アソシエーツ 昭和53
VG1-H2658 現代日本執筆者大事典　第3巻 佃　実夫 日本アソシエーツ 昭和53
VG1-H2659 現代日本執筆者大事典　第4巻 佃　実夫 日本アソシエーツ 昭和54
VG1-H2660 現代日本執筆者大事典　第5巻　(索引) 佃　実夫 日本アソシエーツ 昭和55
VG1-H6539 現代日本の書票 附西洋の書票 日本書票協会 文化出版局 昭和53
VG1-H7512 現代日本のブックデザイン　1975－1984 原弘　[等] 講談社 昭和61[1986]

VG1-H9167 現代日本のブックデザイン　1975～1984 原弘　[ほか]　編著 講談社 1986
VG1-H1594 現代日本文學全集　第五十一篇 山本三生　編 改造社 昭和6
VG1-H3009 現代日本文学全集　第46篇 山本有三･倉田百三 改造社 昭和4
VG1-H11751 現代日本文学年表 吉田精一 筑摩書房 昭和33年
VG1-H3381 現代日本文學大年表　昭和編1 久松濳一　木俣修　編 明治書院 昭和46
VG1-H11750 現代日本文学大年表　明治編 久松潛一　他編 明治書院 昭和43年
VG1-H3385 現代日本文學大年表 明治編 久松濳一　木俣修　編 明治書院 昭和43
VG1-H3382 現代日本文學年表 吉田精一　編 筑摩書房 昭和36
VG1-H2834 現代日本文芸総覧　上巻 小田切進 明治文献 昭和44
VG1-H2835 現代日本文芸総覧　上巻 小田切進 明治文献 昭和44
VG1-H2836 現代日本文芸総覧　中巻 小田切進 明治文献 昭和43
VG1-H2837 現代日本文芸総覧　補巻 小田切進 明治文献 昭和48
VG1-H3294 現代日本文明史　(第18巻　世相史) 柳田國男　大藤晴彦 東洋経済新報社出版部 昭和18
VG1-H4718 現代の経験 清水幾太郎 現代思潮社 1963
VG1-H5557 現代の視点　76号 － 毎日新聞社広告局 1975
VG1-H5558 現代の視点　77号 － 毎日新聞社広告局 1975
VG1-H5559 現代の視点　78号 － 毎日新聞社広告局 1975
VG1-H3647 科学に基づく現代の宗教 原田三夫 新月社 1975
VG1-H6086 現代の出版 植田康夫 理想出版社 昭和55
VG1-H9763 現代の出版 植田康夫 理想出版社 1980

VG1-H850 現代の出版業 青木春雄
日本エディタースクール
出版部

昭和50

VG1-H8953 現代の出版業 青木春雄
日本エディタースクール
出版部

昭和50

VG1-H1041 現代の出版人五十人集 － 出版ニュース社 昭和31
VG1-H10855 現代の肖像　(続)　百歌人 － 東京四季出版 平成3
VG1-H1526 現代の新聞 長島又男 三一書房 1959
VG1-H8914 現代の新聞 桂敬一 岩波書店 1990
VG1-H3710 現代の成人教育 A･S･M･ヒーリー 日本放送出版協会 昭和47
VG1-H4608 現代の哲學 高橋里美 岩波書店 大正6
VG1-H1733 現代の圖書館 L.R.マッコルビン 河出書房 昭和28
VG1-H1408 現代のマス･コミュニケーション 南博 要書房 昭和30
VG1-H5734 現代のマスコミ　ジュリスト総合特集 － 有斐閣 昭和51
VG1-H5735 現代のマスコミ　ジュリスト総合特集 － 有斐閣 昭和51
VG1-H7194 現代のマスコミ入門 佐藤毅　編 青木書店 昭和61
VG1-H1091 現代筆禍文献大年表 斎藤昌三　編 粹古堂 昭和7
VG1-H10671 現代風俗史年表　1945→1985 世相風俗観察会　編 河出書房新社 1986
VG1-H4924 現代フランス戯曲選集　1 － 白水社 1960
VG1-H4457 現代フランス戯曲選集　2 － 白水社 1960
VG1-H4458 現代フランス戯曲選集　3 － 白水社 1961
VG1-H4935 現代フランス文學研究 白井健三郎 未来社 1954
VG1-H5845 現代文学芸術雑誌展　展示目録 － 立教大学日本文学研究会 昭和36
VG1-H3502 現代文学者の病蹟 春原千秋　梶谷哲男 新宿書店 昭和46
VG1-H3257 現代文學人名辞典 東大学生文化指導会　編 東大学生文化指導會 昭和23
VG1-H10068 現代日本文学全集　第56編 － 改造社 1931[昭和6]
VG1-H10069 現代日本文学全集　別巻 山本実彦　編 改造社 1931[昭和6]
VG1-H2286 現代文化と著作権 勝本正晃 雄渾社 昭和31
VG1-H3215 現代文章宝鑑 小田切秀雄　ほか　共編 柏書房 1979
VG1-H5171 現代文明と人間性 Ｄ･リースマン 朝日新聞社 昭和37
VG1-H4727 現代文明論 清水幾太郎 岩波書店 昭和28
VG1-H5702 現代ポルノ考 山口圭一 本郷出版社 1978
VG1-H6629 現代マスコミ人物事典　1985年度版 松浦総三 幸洋出版株式会社 1984
VG1-H10728 現代マスコミ人物事典総目次　1989年版 ｢表現の自由｣研究会 二十一世紀書院 1989
VG1-H935 現代マスコミ入門 扇谷正造 実業之日本社 昭和52
VG1-H1407 現代マスコミ文章論 赤井直恭 有峰書店 昭和45
VG1-H10508 現代漫画家列伝 飯沢匡 創樹社 1978
VG1-H7352 現代メディア論 香内三郎　[等] 新曜社 昭和62
VG1-H4545 現代譯　論語 下村湖人 池田書店 昭和29
VG1-H9039 現代流行本解体新書 谷沢永一　渡部昇一　著 PHP研究所 1989

VG1-H2243 現代レイアウト入門 多川精一
現代ジャーナリズム出版
会

昭和45
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VG1-H3762 建築藝術論 ブルーノ･タウト 岩波書店 昭和23
VG1-H1003 検定不合格　倫理･社会 久野収　(他) 三一書房 1978
VG1-H3348 原典アメリカ史　別巻 アメリカ学会　訳(編) 岩波書店 昭和33
VG1-H367 剣道読本 野間恒 大日本雄辯会講談社 昭和14
VG1-H4100 剣と十字架 竹山道雄 文藝春秋新社 昭和38
VG1-H8629 原爆の子　広島の少年少女のうったえ 長田新　編 岩波書店 1974
VG1-H11145 原爆被爆者の半世紀　岩波ブックレット　116 伊東壮 岩波書店 1988
VG1-H11116 原発事故　日本では?　岩波ブックレット　75 髙木任三郎 岩波書店 1986
VG1-H292 現場に不満の火を燃やせ 神吉晴夫 オリオン社 昭和38
VG1-H6806 憲法 － 筑摩書房 昭和60
VG1-H5217 憲法を守る力 佐藤功 弘文堂 昭和27
VG1-H1260 憲法と私たち 憲法問題研究会編 岩波書店 1963
VG1-H1259 憲法問題 恒藤恭 岩波書店 1964
VG1-H5761 件名目録 － 国立国会図書館 昭和27
VG1-H1214 権力とマスコミ 清水英夫 学陽書房 昭和49
VG1-H6783 権力はワイセツを嫉妬する　日活ポルノ裁判を裁く 斎藤正治 風媒社 1978
VG1-H4123 権利濫用の研究 末川博 岩波書店 昭和24
VG1-H7490 言論　20世紀の軌跡 籔下彰治朗　刀弥館正久 朝日新聞社 昭和61
VG1-H8245 ｢言論｣が危うい 神奈川新聞社　編 神奈川新聞社 1987
VG1-H1122 言論･出版の自由 伊藤正己 岩波書店 昭和34
VG1-H9268 言論･出版の自由 伊藤正己 岩波書店 1970[昭和45]
VG1-H1120 言論及び出版の自由 河原畯市郎 有斐閣 昭和29
VG1-H1164 言論昭和史 三枝重雄 日本評論新社 昭和33
VG1-H8900 言論人の生態 殿岡昭郎 高木書房 1981
VG1-H6785 言論人の生態　思考と行動と知性を衝く 殿岡昭郎 高木書房 昭和56
VG1-H1156 言論と自由 J･ミルトン 新月社 昭和24
VG1-H5427 言論とマスコミ　近代日本風俗史7 日本風俗史学会編 雄山閣 昭和43
VG1-H6507 言論の自由　Ⅱ － 朝日新聞社社労組 [昭和52]
VG1-H6508 言論の自由　Ⅲ － 朝日新聞社社労組 [昭和53]
VG1-H6509 言論の自由　Ⅵ － 朝日新聞社社労組 [昭和54]
VG1-H6510 言論の自由　Ⅴ － 朝日新聞社社労組 [昭和55]
VG1-H6511 言論の自由　Ⅶ － 朝日新聞社社労組 [昭和57]
VG1-H6512 言論の自由　Ⅷ － 朝日新聞社社労組 [昭和58]
VG1-H6513 言論の自由　Ⅸ － 朝日新聞社社労組 [昭和59]
VG1-H1134 言論の自由を守るために 伊藤正己 有信堂 昭和36
VG1-H1198 言論の自由といふ事 福田恒存 新潮社 昭和48
VG1-H1166 言論の自由と権力の抑圧 W･ゲルホーン 岩波書店 1959
VG1-H1197 言論の自由の源流 香内三郎 平凡社 1976
VG1-H1118 言論の弾圧 双川喜文 法政大学出版局 昭和34

VG1-H1163 言論の敗北　横浜事件の真実
美作太郎　篠田親昌　渡辺
潔

三一書房 1959

VG1-H7471 言論法研究　2 清水英夫 学陽書房 昭和62
VG1-H3940 言論法研究　憲法21条と現代 清水英夫 学陽書房 昭和54
VG1-H4856 戀ごころ 里見弴 文藝春秋新社 昭和30
VG1-H4470 小泉八雲詩人論 小泉八雲 北星堂書店 昭和16
VG1-H9393 恋の泉 中村眞一郎 新潮社 1962
VG1-H4232 戀ぶみ濫用　他三篇 ケラー 岩波書店 昭和26
VG1-H9221 五井昌久全集　第2巻 五井昌久 白光真宏会出版局 1980
VG1-H9222 五井昌久全集　第5巻 五井昌久 白光真宏会出版局 1981
VG1-H1292 公安百年史 藤田五郎編著 公安問題研究協会 昭和53

VG1-H8924
広域圏におけるテレビ･ローカル放送　｢神奈川県･和
歌山県｣

東京大学新聞研究所　編 東京大学新聞研究所 1984

VG1-H6140 行為としての読書 W.イーザー 岩波書店 1982
VG1-H7592 皇位の尊さについて　皇学館大学講演叢書　第35輯 佐藤通次 皇学館大学出版部 昭和52
VG1-H4217 項羽と劉邦 長與善郎 岩波書店 昭和34
VG1-H8145 項羽と劉邦 長興善郎 日本近代文学館 1969
VG1-H7245 紅焔 木下径子 成瀨書房 1986
VG1-792 講演会の記録　エレクトロニクスと出版 片方善治 出版科学研究所 1970
VG1-792 講演会の記録　変化する時代と世相 林雄二郎 出版科学研究所 1970
VG1-792 講演会の記録　CATV(有線テレビ)と出版 野崎茂 出版科学研究所 1971
VG1-H602 工学書協会20年の歩み － 工学書協会 昭和43
VG1-H601 工学書協会30年の歩み － 工学書協会 昭和54
VG1-H9438 工学書協会の概要 － 工学書協会 1988
VG1-H2701 豪華図書展示即売会出品目録 講談社　編 講談社 昭和52
VG1-H8639 交感するリビア　中東と日本を結ぶ 江口朴郎　板垣雄三　編 藤原書店 1990

VG1-H11293 講義ノート　昼間部総合科1年課程<第39期> －
出版学校日本エディター
スクール

-

VG1-H11294 講義ノート　昼間部総合科2年課程<第38期> －
出版学校日本エディター
スクール

-

VG1-H11295 講義ノート　昼間部総合科2年課程<第40期> －
出版学校日本エディター
スクール

-

VG1-H8796 高級な友情　小林秀雄と青山二郎 野々上慶一 小沢書店 平成元年
VG1-H4664 工業所有権法 豊崎光衛 有斐閣 昭和35

VG1-H1988 公共図書館における都民の図書要求 －
図書館問題研究会東京支
部

1974

VG1-H5394 工藝研究1 工藝研究会編 長谷川書店 1948
VG1-H3757 工芸文化 柳宗悦 文藝春秋社 昭和17
VG1-H10710 高原の青い空の下 中川なをみ 小峰書店 1991
VG1-H11202 侯孝賢の世界　岩波ブックレット　175 田村志津枝 岩波書店 1990
VG1-H4127 高校生時代への旅 萩原一雄 新評社 1979
VG1-H1454 廣告五十年史 坂本英男 日本電報通信社 昭和26
VG1-H1455 廣告五十年史 坂本英男 日本電報通信社 昭和26
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VG1-H10195 広告六十年　博報堂創立六十周年記念 － 博報堂 1955
VG1-H1488 広告六十年　博報堂創立60周年記念 － 博報堂 昭和30
VG1-H1489 広告六十年　博報堂創立60周年記念 － 博報堂 昭和30
VG1-H1462 廣告界の今昔 高木貞衛 萬年社 昭和5
VG1-H5716 広告活動と表現の自由 清水英夫 － 昭和49
VG1-H7788 広告月報　第44号 － 朝日新聞大坂本社広告部 1963
VG1-H11068 皇国史観　岩波ブックレット　20 永原慶二 岩波書店 1983
VG1-H1449 広告事典 － 東洋書館 昭和27
VG1-H8557 広告世相史　コピーの原点をさぐる 今野信雄 中央公論社 1985
VG1-H1463 廣告通論 粟屋義純 學文堂 昭和8
VG1-H8546 広告電通賞20年誌 － 電通 昭和43
VG1-H1468 廣告の社會學 米山桂三　石野巖 日本電報通信社 昭和26
VG1-H7170 広告の社会史 山本武利 法政大学出版局 昭和59
VG1-H9461 広告のなかの自伝 新井静一郎 マドラ出版 1989
VG1-H1445 広告の日本史 松本剛 新人物往来社 昭和48
VG1-H1448 広告のはなし　100パーセントきく 永田久光　(編) 学風書院 昭和30
VG1-H5349 広告の表現と法規 豊田彰 電通 1980
VG1-H5350 広告の表現と法規 豊田彰 電通 1980
VG1-H6129 広告の本 天野祐吉 筑摩書房 1983

VG1-H1456 廣告文化の課題 松宮三郎
千葉商事　株式会社　出
版部

昭和23

VG1-H8287 広告みたいな話 天野祐吉 新潮社 1987
VG1-H1452 廣告要論 粟屋義純 同文館 昭和9
VG1-H1457 廣告論 中川静 千倉書房 昭和5
VG1-H9919 恍惚と不安と 樋渡勝男 沖積舎 1990[平2]
VG1-H3712 恍惚の人 有吉佐和子 新潮社 昭和47
VG1-H9338 講座　近代仏教　第2巻 法蔵館編集部　編 法蔵館 1961[昭和36]
VG1-H10729 講座　現代ジャーナリズム　1 － 時事通信社 昭和49
VG1-H10730 講座　現代ジャーナリズム　2 － 時事通信社 昭和48
VG1-H10731 講座　現代ジャーナリズム　3 － 時事通信社 昭和48
VG1-H10732 講座　現代ジャーナリズム　4 － 時事通信社 昭和49
VG1-H10733 講座　現代ジャーナリズム　5 － 時事通信社 昭和48
VG1-H5410 講座　現代日本のマス･コミュニケーション　1巻 － 青木書店 1972

VG1-H1383
講座･コミュニケーション　3　世界のコミュニケー
ション

－ 研究社 1973

VG1-H1395 講座･コミュニケーション　5　事件と報道 － 研究社 1972
VG1-H3230 講座現代ジャーナリズムⅠⅤ － 時事通信社 昭和48
VG1-H1580 講座現代ジャーナリズム　Ⅱ　新聞 － 時事通信社 昭和48
VG1-H3917 講座現代日本のマス･コミュニケーション　第4巻 高木教典　他 青木書店 1973
VG1-H8536 講座現代の社会とコミュニケーション　5 内川芳美　(等)編 東京大学出版会 1973
VG1-H3751 講座社會學　第7巻　大衆社會 福武直　日高六郎　編 東京大學出版會 1960
VG1-H3326 講座日本史　(第10巻　現代歴史学の展望) 歴史学研究会　編 東京大学出版会 1971
VG1-H6359 講座日本文学　別巻　研究書目解題 全国大学国語国文学会 三省堂 昭和46

VG1-H9743 講座日本歴史　1
歴史学研究会　日本史研究
会　編

東京大学出版会 1984

VG1-H9752 講座日本歴史　10
歴史学研究会　日本史研究
会　編

東京大学出版会 1985

VG1-H9753 講座日本歴史　11
歴史学研究会　日本史研究
会　編

東京大学出版会 1985

VG1-H9754 講座日本歴史　12
歴史学研究会　日本史研究
会　編

東京大学出版会 1985

VG1-H9755 講座日本歴史　13
歴史学研究会　日本史研究
会　編

東京大学出版会 1985

VG1-H9744 講座日本歴史　2
歴史学研究会　日本史研究
会　編

東京大学出版会 1984

VG1-H9745 講座日本歴史　3
歴史学研究会　日本史研究
会　編

東京大学出版会 1984

VG1-H9746 講座日本歴史　4
歴史学研究会　日本史研究
会　編

東京大学出版会 1985

VG1-H9747 講座日本歴史　5
歴史学研究会　日本史研究
会　編

東京大学出版会 1985

VG1-H9748 講座日本歴史　6
歴史学研究会　日本史研究
会　編

東京大学出版会 1985

VG1-H9749 講座日本歴史　7
歴史学研究会　日本史研究
会　編

東京大学出版会 1985

VG1-H9750 講座日本歴史　8
歴史学研究会　日本史研究
会　編

東京大学出版会 1985

VG1-H9751 講座日本歴史　9
歴史学研究会　日本史研究
会　編

東京大学出版会 1985

VG1-H2044 工産品ニ關スル調査　第2編 － 兵庫縣内務部商工課 昭和7
VG1-H4451 黄嗣永帛書の研究 山口正之 全國書房 昭和21
VG1-H4027 広辞苑　第2版補訂版 － 岩波書店 -
VG1-H10767 広辞苑　第二版補訂版 新村出　編 岩波書店 1976
VG1-H786 ｢広辞苑｣物語 － 芸術生活社 昭和45
VG1-H6997 甲子西遊百首并附記 川瀨一馬 川瀨一馬　刊 昭和60
VG1-H10016 向日庵抄物集　上巻 壽岳章子 清文堂出版 1987
VG1-H10017 向日庵抄物集　下巻 壽岳章子 清文堂出版 1987
VG1-H8507 皇室伝統 谷沢永一 PHP研究所 1989
VG1-H10067 皇室の御紋章 佐野惠作 三省堂 1933[昭和8]
VG1-H11195 皇室報道の読み方岩波ブックレット　168 亀井淳 岩波書店 1990
VG1-H4462 孔子と老子 諸橋轍次 不昧堂 昭和27
VG1-H2998 五重塔 幸田露伴 靑木嵩山堂 明治33
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VG1-H10615 考証　江戸事典 南條範夫　村雨退二郎 人物往来社 1966
VG1-H10295 荒城の月 木村毅 春陽堂書店 1943
VG1-H425 向上の道 佐藤義亮 新潮社 昭和13
VG1-H4226 好色一代男 井原西鶴 岩波書店 昭和30
VG1-H4224 好色一代女 井原西鶴 岩波書店 昭和35
VG1-H4225 好色二代男 井原西鶴 岩波書店 昭和33
VG1-H3735 好色物語 小池藤五郎 桃源社 昭和38

VG1-H10488 港市論 安野眞幸
日本エディタースクール
出版部

1992

VG1-H8032 紅塵 正宗白鳥 日本近代文学館 1968
VG1-H9337 口唇皮上に光を放つ　"執筆活動半世紀" 名著普及会　編 名著普及会 1987[昭和62]

VG1-H2193 校正･印刷と著作権 鈴木敏夫
日本経営者団体連盟弘報
部

昭和40

VG1-H2210 校正への招待 深沢義雄 深沢義雄 昭和45
VG1-H2195 校正おそるべし 加藤康司 有紀書房 昭和34
VG1-H2188 校正及び送假名の仕方 水野秀雄 慶應書房 昭和16

VG1-H1049 校正技術 －
日本エディタースクール
出版部

昭和47

VG1-H10937 校正実務講座 － 実務教育研究所 -
VG1-H2151 校正実務講座 布川角左衛門 実務教育研究所 1968
VG1-H2181 校正実務講座　校正ハンドブック － 実務教育研究所 -
VG1-H10944 校正実務講座　テキスト　上巻 布川角左衛門　ほか　編 実務教育研究所 -
VG1-H10945 校正実務講座　テキスト　下巻 布川角左衛門　ほか　編 実務教育研究所 -
VG1-H2182 校正実務講座　テキスト　Ⅰ － 実務教育研究所 1970
VG1-H2183 校正実務講座　テキスト　Ⅱ － 実務教育研究所 1970
VG1-H2184 校正実務講座　ワークブック － 実務教育研究所 [1970]
VG1-H2197 校正実務と研究 加藤康司 有紀書房 昭和41
VG1-H6101 校正実務ハンドブック 島野一 みき書房 昭和55
VG1-H10143 光生館図書目録　1986 － 光生館 1986
VG1-H10144 光生館図書目録　1992 － 光生館 1992
VG1-H2196 校正入門 西沢秀雄 岩崎書店 1957
VG1-H2204 校正の工夫 藤田初巳 印刷学会出版部 昭和44
VG1-H2205 校正の工夫 藤田初巳 印刷学会出版部 昭和41
VG1-H2206 校正の工夫 藤田初巳 印刷学会出版部 昭和41
VG1-H2207 校正の工夫 藤田初巳 印刷学会出版部 昭和52
VG1-H2199 校正の研究 － 大阪毎日新聞社 昭和3

VG1-H841 校正の散歩道 吉沢典子
日本エディタースクール
出版部

昭和54

VG1-H8930 校正の散歩道 古沢典子
日本エディタースクール
出版部

昭和54

VG1-H2208 構成の進め方 加藤康司 実務教育出版 昭和45
VG1-H2209 校正の美学 長谷川鑛平 法政大学出版局 1969
VG1-H10946 校正ハンドブック － 実務教育研究所 -
VG1-H2201 校正ハンドブック 戸台俊一 ダヴィッド社 1963
VG1-H6100 校正ハンドブック 戸台俊一 ダヴィッド社 1980
VG1-H7719 校正ハンドブック 布川角衛門　[ほか]　編 実務教育研究所 昭和43
VG1-H8006 校正ハンドブック 実務教育研究所 実務教育研究所 [   ]
VG1-H8929 校正ハンドブック － － 1981

VG1-H7720 校正必携
現代ジャーナリズム研究所
編

著者に同 昭和40

VG1-H10384 校正夜話 西島九州男
日本エディタースクール
出版部

1982[昭和57]

VG1-H6218 校正夜話 西島九州男 日本エディタースクール 昭和57

VG1-H848 巷説出版界 大輪盛登
日本エディタースクール
出版部

昭和52

VG1-H3725 構想力の論理　第一 三木清 岩波書店 昭和14

VG1-H2023 楮及楮紙考 －
王子製紙　(株)　販売部
總務課

昭和16

VG1-H9370 皇太子殿下御誕生奉祝　昭和天覧試合 宮内省　監修 大日本雄辯会講談社 1934[昭和9]

VG1-H8660 皇太子の窓
ヴァイニング･エリザベス･
グレイ　著　小泉一郎　訳

文芸春秋 1989

VG1-H9838 皇太子の窓 E.G.ヴァイニング 文藝春秋新社 1953
VG1-H10356 幸田露伴 柳田泉 眞善美社 1947[昭和22]
VG1-H4693 幸田露伴 齊藤茂吉 洗心書林 昭和24
VG1-1614 講談倶楽部 [復刻版]　1巻1号 講談社 1911
VG1-H365 講談社の歩んだ五十年　明治･大正編　昭和編 － 講談社 昭和34
VG1-H8529 交通遺児家庭の補償調査 － 交通遺児育英会 昭和54
VG1-H9272 交通事故による重度後遺症者調査　昭和53年版 － 交通遺児育英会 1978[昭和53]
VG1-H7697 香道 杉本文太郎 雄山閣 昭和16
VG1-H10987 高等学校補助教材図書目録　1957 高等教科書協会　編 高等教科書協会 昭和32
VG1-H10988 高等学校補助教材図書目録　1958 高等教科書協会　編 高等教科書協会 昭和33
VG1-H10989 高等学校補助教材図書目録　1959 高等教科書協会　編 高等教科書協会 昭和34
VG1-H10990 高等学校補助教材図書目録　1960 高等教科書協会　編 高等教科書協会 昭和35
VG1-H10991 高等学校補助教材図書目録　1961 高等教科書協会　編 高等教科書協会 昭和36
VG1-H2872 高等学校補助教材図書目録　1962年版 － 高等教科書協会 昭和37
VG1-H10976 高等学校補助教材目録　昭和26年度 高等教科書協会　編 高等教科書協会 1951
VG1-H10977 高等学校補助教材目録　昭和27年度 高等教科書協会　編 高等教科書協会 1952
VG1-H10978 高等学校補助教材目録　昭和28年度 高等教科書協会　編 高等教科書協会 1953
VG1-H10979 高等学校補助教材図書目録　昭和29年度 高等教科書協会　編 高等教科書協会 1954
VG1-H10980 高等学校補助教材図書目録　昭和30年度 高等教科書協会　編 高等教科書協会 1955
VG1-H10981 高等学校補助教材図書目録　昭和31年度 高等教科書協会　編 高等教科書協会 1956
VG1-H10983 高等諸学校教科書目録　昭和22年度 － 高等教科書協会 -
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VG1-H10984 高等諸学校教科書目録　昭和23年度 － 高等教科書協会 1947

VG1-H7053 高度成長と日本人　PART2　家庭編 高度成長期を考える会　編
日本エディタースクール
出版部

昭和60[1985]

VG1-H9710 高度成長と日本人　Part1 高度成長期を考える会　編
日本エディタースクール
出版部

1985

VG1-H8297 幸福をめぐる断想 串田孫一 三笠書房 1960
VG1-H3576 幸福ということ 網野菊 竜南書房 1958
VG1-H4223 幸福論 ヒルティ 岩波書店 昭和36
VG1-H4222 幸福論　第二部 ヒルティ 岩波書店 昭和37

VG1-H8595
光文社争議団、出版帝国の“無類派”たち　2414日
の記録

光文社闘争を記録する会 社会評論社 1977

VG1-H6310 弘文荘敬愛書図録Ⅱ　弘文荘古書販売目録 反町茂雄 弘文荘 昭和59
VG1-H5897 弘文荘敬愛書図録　弘文荘創業50年記念 反町茂雄 弘文荘 昭和57
VG1-H2961 弘文莊善本目録 反町茂雄　(編) 弘文荘 昭和52
VG1-H3260 航米記 木村鉄太 青潮社 昭和49
VG1-H1652 神戸新聞五十五年史 － 神戸新聞社 昭和28
VG1-H1590 神戸新聞による世相60年 西松五郎 のじぎく文庫 昭和39

VG1-H7464 神戸の本棚 植村達男
勁草出版サービスセン
ター

昭和61

VG1-H1017 広報･社内誌編集ハンドブック 佐藤礼次郎 日本経営出版会 昭和53
VG1-H212 工房雜記 恩地孝四郎 興風館 昭和17
VG1-H11770 興亡の支那を凝視めて 山本實彦 改造社 昭和13年
VG1-H272 興亡の支那を凝視めて 山本實彦 改造社 昭和13
VG1-H8225 広報編集事典 片岡純治 ぎょうせい 昭和54
VG1-H1840 広報編集の技術 － 医歯薬出版　株式会社 昭和34
VG1-H2374 稿本著作権ニ関する外國法令集　(一) － 文部省 昭和23

VG1-H11154
皇民化政策から指紋押捺まで　岩波ブックレット
128

徐京植 岩波書店 1989

VG1-H3504 公明党の体質を究明する －
日本共産党中央委員会出
版部

1970

VG1-H3955 紅毛碧眼日本語談義 ドメニコ･ラガナ　他 小学館 昭和54
VG1-H8116 高野聖 泉鏡花 日本近代文学館 1968[昭和43]
VG1-H3027 紅葉遺稿 尾崎紅葉 博信堂書 昭和44
VG1-H3023 紅葉遺文 － 隆文館 昭和43
VG1-H2974 紅葉句帳 － 文祿堂書店 明治40
VG1-H3032 紅葉全集 尾崎徳太郎 博文館 明治43
VG1-H2992 紅葉より小波へ 巖谷季雄 手紙研究會 大正9
VG1-H1241 小賣商廉賣問題 増地庸治郎　國弘貞人 同文館 昭和14

VG1-H604 小売全連二十年史 －
日本出版物小売業組合全
国連合会

昭和41

VG1-H11084 高齢化社会の健康問題　岩波ブックレット　37 長谷川和夫　羽田澄子 岩波書店 1984
VG1-H11236 高齢化社会の在宅ケア　岩波ブックレット　210 若月俊一　井益雄 岩波書店 1991
VG1-H4314 紅樓夢　(一) 曹雪芹 岩波書店 昭和23
VG1-H4323 紅樓夢　(十) 曹雪芹 岩波書店 昭和25
VG1-H4324 紅樓夢　(十一) 曹雪芹 岩波書店 昭和25
VG1-H4325 紅樓夢　(十二) 曹雪芹 岩波書店 昭和26
VG1-H4326 紅樓夢　(十三) 曹雪芹 岩波書店 昭和26
VG1-H4327 紅樓夢　(十四) 曹雪芹 岩波書店 昭和26
VG1-H4315 紅樓夢　(二) 曹雪芹 岩波書店 昭和26
VG1-H4316 紅樓夢　(三) 曹雪芹 岩波書店 昭和26
VG1-H4317 紅樓夢　(四) 曹雪芹 岩波書店 昭和20
VG1-H4318 紅樓夢　(五) 曹雪芹 岩波書店 昭和24
VG1-H4319 紅樓夢　(六) 曹雪芹 岩波書店 昭和24
VG1-H4320 紅樓夢　(七) 曹雪芹 岩波書店 昭和26
VG1-H4321 紅樓夢　(八) 曹雪芹 岩波書店 昭和26
VG1-H4322 紅樓夢　(九) 曹雪芹 岩波書店 昭和25
VG1-H293 越えて来た道 都河竜 婦女界社 昭和5
VG1-H4731 聲なき民のこえ － 要書房 昭和26
VG1-H10315 声の残り　私の文壇交遊録 ドナルド･キーﾝ 朝日新聞社 1992
VG1-H8243 声は無けれど 丸岡秀子 岩波書店 1987
VG1-H8137 子をつれて 葛西善藏 日本近代文学館 1969[昭和44]
VG1-H233 故形田藤太遺篇論叢竝代々木山房形田文庫蔵書目録 － 東京武蔵野書院 昭和15
VG1-H1761 古活字本展覧會目録 川瀬一馬 － 昭和12
VG1-H9093 古活字本と文庫 林泰三 韓国書籍センター 1989
VG1-H8094 こがね丸 巖谷小波 日本近代文学館 1968
VG1-H10095 故亀井萬喜子刀自追想録 三浦理　編 三省堂 1928[昭和3]
VG1-H318 故亀井萬喜子刀自追想録 － 三省堂 昭和3
VG1-H7005 凩の時 大江志乃夫 筑摩書房 昭和60[1985]
VG1-H8261 古玩硯墨展 思文閣ロイヤル画廊　[編] 思文閣ロイヤル画廊 1981
VG1-H10201 故北村前社長を偲んで － 江ノ島鎌倉観光 1969
VG1-H2123 古希と叙勲 小林源次 [小林源次] [昭和46]
VG1-H4612 孤客 モリエエル 筑摩書房 昭和21
VG1-21 古今無類新書　25号 竹夭堂 1882
VG1-H5993 古今名家読書要訣 寺澤鎮　(編) 日就社出版部 明治44
VG1-H10242 悟空太閤記　(上) 松本利昭 廣済堂 1991
VG1-H8263 悟空の大冒険 著作権資料協会　編 著作権資料協会 1987
VG1-H3444 國學院大學紀要　第7巻 － 國學院大学 昭和44
VG1-H7822 国学院大学紀要　第7巻 － － 昭和44
VG1-H9380 國語音韻史　講義集一 橋本進吉　著 岩波書店 1966
VG1-H9381 國語學概論　　　橋本進吉博士著作集第1冊 橋本進吉　著 岩波書店 1965
VG1-H2952 國語学書目解説 土井忠生 岩波書店 昭和7
VG1-H2941 國語國文学年鑑　第1輯 久松潜一編 靖文社 昭和14
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VG1-H1857 国語の歴史 築島裕 東京大学出版会 1977
VG1-H6214 国際化時代の教育 木田宏 教科書研究センター 昭和56
VG1-H2391 國際関係から見た著作権問題 － 国立国会図書館 昭和26
VG1-H11300 国際出版連合第20回大会報告ならびに議事録 － 日本書籍出版協会 1976
VG1-H5655 国際障害年全国統一キャンペーン報告書 － 青少年育成国民会議 昭和57

VG1-H2541
国際著作権界における世界知的所有権機関(WIPO)の
活動

大山幸房 著作権資料協会 1976

VG1-H2542
国際著作権界における世界知的所有権機関(WIPO)の
活動

大山幸房 著作権資料協会 1976

VG1-H2513 国際著作権契約　基本条項の解説 土井輝生 著作権資料協会 1971
VG1-H2426 国際著作権合同研究部会第一回会議報告書 － 文化庁 昭和45
VG1-H2454 国際著作権合同作業部会 野村義男 著作権資料協会 1970
VG1-H11109 国際法からみた北方領土　岩波ブックレット　62 高野雄一 岩波書店 1986
VG1-H6122 国際報道と新聞 R.W.デズモンド 双柿舎 昭和58
VG1-H6812 国際ライブラリアンの半生 渡部昇一　田宮正晴 講談社 昭和60
VG1-H4465 國師杉浦重剛先生 藤本尚則 敬愛会 昭和29

VG1-H5614 国書からみた本邦最始の書籍目録 彌吉光長
國學院大学栃木短期大学
紀要13号

昭和54

VG1-H47 國書刊行會出版目録日本古刻書史　全 － 國書刊行会 明治42
VG1-H10556 獄中贅語 河上肇 河原書店 1947
VG1-H11187 国鉄改革と人権　岩波ブックレット　160 鎌田慧 岩波書店 1990
VG1-H11105 国鉄を考える　岩波ブックレット　58 井上ひさし　伊東光晴 岩波書店 1986
VG1-H7588 国鉄危険黒書 － 国鉄動力車労働組合 昭和49
VG1-H6720 国土を培ふもの　金原明善一代記 小野田龍彦 平凡社 昭和17
VG1-H2934 国文学書史年表 － 東京武藏書院 昭和12
VG1-H6866 國歩のなかに 太田靑丘 潮音社 昭和25
VG1-H4987 國民實踐要領 天野貞祐 酣燈社 昭和28
VG1-H4683 國民主權と天皇制 尾高朝雄 國立書院 昭和22
VG1-H6183 国民性十論 芳賀矢一 冨山房 明治42
VG1-H6023 国民統合の象徴 和辻哲郎 勁草書房 昭和23
VG1-H1768 國民讀書と図書群 堀内庸村 青年文化振興會出版部 昭和18
VG1-H7312 国民讀書と図書群 堀内康村 青年文化振興会出版部 昭和19
VG1-H4573 国民の言葉　現代国民文学全集　18 亀井勝一郎 角川書店 昭和33
VG1-H1617 国民の敵･容共･朝日新聞を衝く 野依秀市 実業之世界社 昭和34
VG1-H491 国民之友　総索引 － 明治文献 昭和43
VG1-H5886 国民之友　第一集 － 国友館 明治20
VG1-H2370 国民文化と｢翻訳権｣ － 日本書籍出版協会 1966
VG1-H115 国民文庫總目録 － 国民文庫刊行會 明治44

VG1-H8361 国立劇場所蔵図書目録　1
国立劇場調査養成部資料課
編

国立劇場 1978

VG1-H3947 国立国会図書館 藤野幸雄 教育社 1978
VG1-H1993 国立国会図書館年報　　昭和46年度 － 国立国会図書館 昭和48
VG1-H770 国立国会図書館三十年史 － 国立国会図書館 昭和54
VG1-H771 国立国会図書館三十年史　資料編 － 国立国会図書館 昭和55
VG1-H2956 国立国会図書館月報　1964.3　第36号 － 国立国会図書館 昭和39
VG1-H2333 国立国会図書館職員名簿　昭和41年12月10日現在 － 国立国会図書館 昭和41
VG1-H2390 国立国会図書館職員名簿　昭和51年12月1日現在 － 国立国会図書館 昭和51
VG1-H2438 国立国会図書館職員名簿　昭和50年12月1日現在 － 国立国会図書館 昭和50
VG1-H2852 国立国会図書館職員名簿　昭和30年12月1日現在 － － -
VG1-H2853 国立国会図書館職員名簿　昭和31年12月1日現在 － － -
VG1-H2854 国立国会図書館職員名簿　昭和32年12月15日現在 － － -
VG1-H9128 国立国会図書館所蔵古活字版図録 国立国会図書館図書部　編 国立国会図書館 平成元年
VG1-H7103 国立国会図書館所蔵個人文庫展　古典籍探究の軌跡 国立国会図書館　編集 国立国会図書館 昭和58
VG1-H7104 国立国会図書館所蔵個人文庫展　西欧学術の追求 国立国会図書館　編集 国立国会図書館 昭和57
VG1-H2776 国立国会図書館所蔵明治期刊行図書目録　書名索引 － 国立国会図書館 1976
VG1-H2771 国立国会図書館所蔵明治期刊行図書目録　第1巻 － 国立国会図書館 1971
VG1-H2772 国立国会図書館所蔵明治期刊行図書目録　第2巻 － 国立国会図書館 1972
VG1-H2773 国立国会図書館所蔵明治期刊行図書目録　第3巻 － 国立国会図書館 1973
VG1-H2774 国立国会図書館所蔵明治期刊行図書目録　第4巻 － 国立国会図書館 1974
VG1-H2775 国立国会図書館所蔵明治期刊行図書目録　第5巻 － 国立国会図書館 1974
VG1-H2882 国立国会図書館所蔵和雑誌目録 国立国会図書館整理部 国立国会図書館 昭和49

VG1-H2691
国立国会図書館所蔵和雑誌目録･追録　(昭和49年1月
-50年6月)

国立国会図書館　編 国立国会図書館 昭和50

VG1-H2895 国立国会図書館蔵書目録　(昭和23－33年)　第1編 － 国立国会図書館 昭和37
VG1-H2820 国立国会図書館蔵書目録(和漢書の部)　昭和35年版 － 国立国会図書館 昭和37

VG1-H10926
国立国会図書館展示会目録集覧　付　上野図書館展
覧会目録年表(稿)

稲村徹元 国立国会図書館 1985

VG1-H2830 国立国会図書館年報　昭和36年度 － 国立国会図書館 昭和38
VG1-H2831 国立国会図書館年報　昭和37年度 － 国立国会図書館 昭和39
VG1-H2832 国立国会図書館年報　昭和38年度 － 国立国会図書館 昭和39
VG1-H2833 国立国会図書館年報　昭和39年度 － 国立国会図書館 昭和41
VG1-H2694 国立国会図書館年報　昭和49年度 国立国会図書館総務部 国立国会図書館 昭和51
VG1-H11280 国立国会図書館年報　昭和55年度 － 国立国会図書館 昭和56
VG1-H8357 国立国会図書館年報　昭和61年度 国立国会図書館総務部　編 国立国会図書館 1988
VG1-H10794 国立国会図書館年報　昭和62年度 国立国会図書館総務部　編 国立国会図書館 昭和63年
VG1-H10795 国立国会図書館年報　昭和63年度 国立国会図書館総務部　編 国立国会図書館 平成元
VG1-H11281 国立国会図書館年報　平成元年度 － 国立国会図書館 平成2
VG1-H9064 国立国会図書館の課題 磯村英一　松浦総三　編 白石書店 1979
VG1-H2938 国立国会図書館例規集 － 国立国会図書館 昭和42
VG1-H9063 国立図書館 鈴木平八郎 丸善 1984
VG1-H7424 黒龍江への旅 高野悦子 新潮社 昭和61
VG1-H10337 国連から見た世界 明石康 サイマル出版会 1992
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VG1-H11183
国連子どもの権利条約を読む　岩波ブックレット
156

大田堯 岩波書店 1990

VG1-H7045 国連大学奮戦記ー国際誤解学のために 箕輪成男 サイマル出版会 昭和60[1985]
VG1-H9276 ここに生まれここに育って五十年 京都信用金庫 京都信用金庫 1973[昭和48]
VG1-H11839 こころ 夏目漱石 筑摩書房 1985年
VG1-H3035 こゝろ 夏目金之助 岩波書店 大正3
VG1-H3096 こころ 夏目金之助 岩波書店 大正7
VG1-H8123 こころ 夏目漱石 日本近代文学館 1969[昭和44]
VG1-H9857 心くばり経営のすすめ 大野栄三郎 オーエス出版 1984
VG1-H3941 心なき記事 清水英夫 山手書房 昭和55
VG1-H7257 心に生きる人びと 古垣鐵郎 朝日新聞社 昭和48
VG1-H11164 心にひびく映画　岩波ブックレット　138 高野悦子 岩波書店 1989
VG1-H6996 心の歳月 網野菊 新潮社 昭和48
VG1-H9430 こころの詩画集 惣司秀雄 長崎出版文化協会 1989
VG1-H11533 こころの手紙 小池邦夫　渡辺俊明 中央法規 1991
VG1-H10024 心の冒険　アーサー･シモンズ短篇集 アーサー･シモンズ 南雲堂 1991
VG1-H8295 心貧しき者の本 串田孫一 白馬出版 1972

VG1-H8893 心も若くからだも元気です
朝長正徳　文　古川タク
画

保健同人社 昭和61

VG1-H9973 心豊かな老い 島田とみ子 東京基督教女子青年会 1977
VG1-H457 小酒井五一郎追悼録 － 研究社 昭和38
VG1-H3495 故山日記 八杉貞利 明治図書出版　株式会社 昭和42
VG1-H6946 古事記 倉野憲司　校注 岩波書店 昭和38
VG1-H9552 古事記 幸田成友　校訂 岩波書店 1932[昭和7]
VG1-H9317 古事記及日本書紀の研究 津田左右吉 岩波書店 1924[大正13]
VG1-H642 古事記神名の謎 山下信庸 鹿島出版 昭和61
VG1-H1868 誤字誤用がわかる本 宝田正道 アロー出版社 昭和52
VG1-H10647 古寺巡礼 和辻哲郎 岩波書店 大正8
VG1-H778 古辞書概説 川瀬一馬 雄松堂書店 昭和52

VG1-H4587 五島慶太の追想 －
五島慶太伝記並びに追想
録編集委員会

昭和35

VG1-H3094 当代名流五十家訪問録 坪内善四郎編 博文館 明治32
VG1-H2963 古書逸品展示大即売会 反町　弘文荘主宰 － 昭和51
VG1-H966 古書街を歩く 紀田順一郎 新潮社 昭和54

VG1-H5354 古書散歩 惣郷正明
朝日イブニングニュース
社

昭和54

VG1-H9094 古書縦横 山下武 青弓社 1988
VG1-H5945 古書集覧 － 古書集覧発行所 昭和9
VG1-H72 古書集覧 － 古書集覧發行所 昭和9
VG1-H6055 古書巡礼 品川力 青英舎 昭和57
VG1-H75 古書新説 森銑三 七丈書院 昭和19
VG1-H3684 古書籍､名家筆跡､展観大即売会その他 － － 昭和49
VG1-H2727 古書籍在庫目録　日本志篇 巌松堂書店古典部　編 巌松堂書店古典部 昭和3
VG1-H8 古書叢話 河原萬吉 啓文社 昭和11
VG1-H71 古書通 河原萬吉　著 四六書院 昭和5
VG1-H656 古書店地図帖 紀田順一郎 圖書新聞社 1967
VG1-H739 古書店地図帖 図書新聞 図書新聞 1976
VG1-H9095 古書のある風景 山下武 青弓社 1990
VG1-H49 古書の研究 水谷弓彦 駿南社 昭和9
VG1-H9084 古書の世界と言葉 惣郷正明 南雲堂 1988
VG1-H9085 古書の世界と言葉 惣郷正明 南雲堂 1988
VG1-H9687 古書の楽しみ 坂本一敏 国鉄厚生事業協会 1983[昭和58]
VG1-H6270 古書の楽しみ　弥生叢書　17 坂本一敏 国鉄厚生事業協会 昭和58
VG1-H10760 古書のはなし 長沢規矩也 冨山房 昭和51
VG1-H9803 古書の誘惑 山下武 青弓社 1991
VG1-H9086 古書彷徨 青山毅 五月書房 1989
VG1-H9033 古書法楽 出久根達郎 新泉社 1990
VG1-H10490 古書無月譚 尾形界而 東京堂出版 1992[平成4]
VG1-H7606 古書目録　1979-2 － 文泉堂書店 昭和54
VG1-H10927 古書目録　1990-Ⅲ － 文泉堂書店 -
VG1-H7481 古書礼讃 山下武 青弓社 昭和61[1986]

VG1-H10574 古書礼讃 山下武 青弓社 1991
VG1-H11191 個人と国と国際と　岩波ブックレット　164 犬養道子 岩波書店 1990
VG1-H9409 個人と社会 エマソン 日本教文社 1960
VG1-H7708 古典籍下見展観大入札会目録 － 東京古典会 昭和61
VG1-H10062 孤絶 芹澤光治良 創元社 1943[昭和18]
VG1-H4076 小僧の神様 志賀直哉 岩波書店 昭和22
VG1-H7420 子育て読書をどうすすめるか 石上正夫 青木書店 昭和61
VG1-H11761 古代ｵﾘｴﾝﾄ史と私 三笠宮崇仁 学生社 昭和59年
VG1-H6647 古代ｵﾘｴﾝﾄ史と私 三笠宮崇仁 学生社 昭和59
VG1-H1934 誇大広告と懸賞販売の規制 公正取引委員会事務局編 ダイヤモンド社 昭和37
VG1-H9779 古代日本人の自然観 舟橋豊 審美社 1990
VG1-H10282 古代の書物 F.G.ケニオン 岩波書店 1953
VG1-H3831 古代の書物 F･G･ケニオン 岩波書店 昭和28
VG1-H3832 古代の書物 F･G･ケニオン 岩波書店 昭和28
VG1-H9680 古代の書物 F.G.ケニオン 岩波書店 1953[昭和28]
VG1-H3610 古代美と近代美 荒城季夫 靑磁社 昭和18
VG1-H7777 古著百種　第1号 － 駸々堂書店 明治22
VG1-H9579 蝴蝶 山田美妙 岩波書店 1948[昭和23]
VG1-H6837 胡蝶　3　[No.51～70]合冊 胡蝶の会 胡蝶の会 昭和60
VG1-H2450 国会議員への手紙 法貴次郎 東海大学出版会 昭和45
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VG1-H7747 国立国会図書館年報　昭和25年度
国立国会図書館管理部庶務
課　編

国立国会図書館 昭和27

VG1-H7748 国立国会図書館年報　昭和30年度
国立国会図書館管理部庶務
課　編

国立国会図書館 昭和32

VG1-H7749 国立国会図書館年報　昭和35年度
国立国会図書館総務部総務
課　編

国立国会図書館 昭和36

VG1-H7750 国立国会図書館年報　昭和40年度 国立国会図書館総務部　編 国立国会図書館 昭和41
VG1-H7751 国立国会図書館年報　昭和41年度 国立国会図書館総務部　編 国立国会図書館 昭和42
VG1-H7752 国立国会図書館年報　昭和43年度 国立国会図書館総務部　編 国立国会図書館 昭和45
VG1-H7753 国立国会図書館年報　昭和44年度 国立国会図書館総務部　編 国立国会図書館 昭和46
VG1-H7754 国立国会図書館年報　昭和45年度 国立国会図書館総務部　編 国立国会図書館 昭和47
VG1-H7755 国立国会図書館年報　昭和47年度 国立国会図書館総務部　編 国立国会図書館 昭和49
VG1-H7756 国立国会図書館年報　昭和48年度 国立国会図書館総務部　編 国立国会図書館 昭和50
VG1-H7757 国立国会図書館年報　昭和50年度 国立国会図書館総務部　編 国立国会図書館 昭和52
VG1-H7758 国立国会図書館年報　昭和51年度 国立国会図書館総務部　編 国立国会図書館 昭和53
VG1-H7759 国立国会図書館年報　昭和52年度 国立国会図書館総務部　編 国立国会図書館 昭和53
VG1-H3740 國家権力の諸段階 歴史学研究会　編 岩波書店 1950
VG1-H4876 國家と宗教　増補版 南原繁 岩波書店 昭和21
VG1-H11157 ｢国家秘密法｣Ⅱ　岩波ブックレット　131 日本ペンクラブ 岩波書店 1989

VG1-H11146
｢国家秘密法｣私たちはこう考える　岩波ブックレッ
ト　118

日本ペンクラブ 岩波書店 1988

VG1-H7475 国家秘密法は何を狙うか 奥平康弘　[等] 高文研 昭和62
VG1-H6797 滑稽新聞　壹 赤瀬川源平　吉野孝雄 筑摩書房 昭和60
VG1-H6842 滑稽新聞　第2冊 赤瀬川源平　吉野孝雄 筑摩書房 昭和60
VG1-H7923 滑稽新聞　第3冊 赤瀬川源平　吉野孝雄　編 筑摩書房 1985
VG1-H6171 滑稽新聞　第4冊第90号－第116号 赤瀬川源平　他 筑摩書房 昭和60
VG1-H7127 滑稽新聞　第伍冊 宮武外骨 筑摩書房 昭和60
VG1-H8716 ゴッホが愛した浮世絵 NHK取材班 日本放送出版協会 1988
VG1-H4747 古寺巡禮　改訂版 和辻哲郎 岩波書店 昭和22
VG1-H474 古典を讀もう － 岩波書店 昭和30
VG1-H9583 古典を読もう 岩波書店　編 岩波書店 1955[昭和30]
VG1-H826 古典読解辞典 － 東京堂 昭和28
VG1-H10238 古典の読み方 谷沢永一 PHP研究所 1992
VG1-H478 古典の讀みかた － 岩波書店 昭和28
VG1-H5992 古典の読み方 谷沢永一 祥伝社 昭和57
VG1-H4466 御殿場淸話 柳澤健 世界の日本社 昭和23
VG1-H3429 古典文法(内容見本) 宮崎健二 新月社 -
VG1-H7407 古典への案内 田中美知太郎 岩波書店 昭和51[1976]
VG1-H10938 子と親のために考えるクリエイティブ教育 － 千代田工科芸術専門学校 昭和61
VG1-H9290 子と親のために考えるビジネス教育 － 千代田ビジネス専門学校 1985[昭和60]
VG1-H9289 子と親のために考えるビジネス教育　第2集 － 千代田ビジネス専門学校 1986[昭和61]
VG1-H3500 孤独からの解放 南博 光書房 昭和34
VG1-H5188 孤獨な散歩者の夢想 新城和一 愛宕書房 昭和22
VG1-H4843 今年竹　後編 里見弴 岩波書店 昭和27
VG1-H4844 今年竹　前編 里見弴 岩波書店 昭和27
VG1-H3216 言の林 佐藤通次 日本教文社 昭和51
VG1-H1855 ことば･話･文章 金田一春彦 東京創元社 昭和31
VG1-H2822 ことばの泉　語法適用及畫引 落合直文 大倉書店 明治32
VG1-H3958 言葉の海へ 高田宏 新潮社 昭和54
VG1-H1856 ことばﾞのエチケット 石黒修 教育出版 1977
VG1-H11531 ことばのえほん　ABC 村上勉 あかね書房 1988
VG1-H3925 ことばの作法 外山滋比古 ダイヤモンド社 昭和54
VG1-H1014 ことばの栞 鈴木一郎 東京大学出版会 1978
VG1-H4020 ことばの情報歳時記 稲垣吉彦 創拓社 昭和54
VG1-H6717 言葉の文化 長谷川如是閑 中央公論社 昭和18
VG1-H7262 こども･こころ･ことば 松岡享子 こぐま社 1985
VG1-H11088 子どもたちが危ない　岩波ブックレット　41 佐藤忠良 岩波書店 1985
VG1-H3960 子供たちの復讐　(上) － 朝日新聞社 1979
VG1-H3961 子供たちの復讐　(下) － 朝日新聞社 1979

VG1-745
こどもと読書　No.1　“本はどの程度読まれている
か”

出版科学研究所 1965

VG1-745
こどもと読書　No.2　“どんな本が読まれている
か”

出版科学研究所 1965

VG1-745 こどもと読書　No.3　“本との結びつき” 出版科学研究所 1966

VG1-745
こどもと読書　No.4　“雑誌はどのように買われて
いるか”

出版科学研究所 1966

VG1-745 こどもと読書　No.5　“雑誌の魅力” 出版科学研究所 1966
VG1-745 こどもと読書　No.6　“余暇” 出版科学研究所 1968
VG1-H628 子どもと本　No.1 － ほるぷ出版 [昭和53]
VG1-H7180 子どもと本の世界 安藤美紀夫 角川書店 昭和56

VG1-H11791 子どもと本の世界に生きて
アイリーン・コルウェル著
石井桃子訳

日本図書館協会 1974年

VG1-H11113 子どもの権利とはなにか　岩波ブックレット　72 堀尾輝久 岩波書店 1986
VG1-H8182 子供の四季 坪田讓治 日本近代文学館 昭和44
VG1-H3871 子どもの図書館 石井桃子 岩波書店 1975
VG1-H6384 子どもの本をつくる 小宮山量平 日本エディタースクール 昭和59
VG1-H7181 子どもの本と読書を考える 渋谷清視 鳩の森書房 昭和53
VG1-H724 子どもの本の百年史 － 明治図書出版 1973
VG1-H7259 子どもの本の現在 清水真砂子 大和書房 1984
VG1-H7403 子どもの本の講座 和田寛 矢立出版 昭和61[1986]
VG1-H7733 こどもの本この百年展 － [毎日新聞社] [昭和40]
VG1-H3667 子どもの本の事典 坪田譲治　吉田精一　編 第一法規出版　株式会社 昭和44
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VG1-H7260 子供の本の現在 清水真砂子 大和書房 1985
VG1-H8761 ことわざの読本 尚学図書言語研究所　編 小学館 1989
VG1-H3039 此ぬし 尾崎紅葉 春陽堂 明治23
VG1-H7229 この一年 小泉信三 文藝春秋社 昭和34
VG1-H3665 この二十年 萩野悌　編 新樹社 昭和40
VG1-H4796 この一年 小泉信三 文藝春秋新社 昭和34
VG1-H3074 この子を残して 永井隆 大日本雄辯會講談社 昭和24
VG1-H3776 この父にして 齋藤茂太　北杜夫 毎日新聞社 昭和51
VG1-H9874 この人･直木三十五 植村鞆音 鱒書房 1991
VG1-H1627 この人'吉田秀雄' 永井龍男 朝日新聞社 昭和46
VG1-H3046 この道 佐藤通次 佐藤通次 1951
VG1-H3652 この道 佐藤通次 元々社 昭和30
VG1-H4093 この道を歩く 武者小路実篤 角川書店 昭和33
VG1-H4706 この世に生きること 福原麟太郎 文藝春秋新社 昭和29
VG1-H9202 小林勇文集　第10巻 小林勇 筑摩書房 1983
VG1-H9203 小林勇文集　第11巻 小林勇 筑摩書房 1983
VG1-H9193 小林勇文集　第1巻 小林勇 筑摩書房 1982
VG1-H9194 小林勇文集　第2巻 小林勇 筑摩書房 1983
VG1-H9195 小林勇文集　第3巻 小林勇 筑摩書房 1983
VG1-H9196 小林勇文集　第4巻 小林勇 筑摩書房 1983
VG1-H9197 小林勇文集　第5巻 小林勇 筑摩書房 1983
VG1-H9198 小林勇文集　第6巻 小林勇 筑摩書房 1982
VG1-H9199 小林勇文集　第7巻 小林勇 筑摩書房 1983
VG1-H9200 小林勇文集　第8巻 小林勇 筑摩書房 1983
VG1-H9201 小林勇文集　第9巻 小林勇 筑摩書房 1983
VG1-H10501 小林秀雄 江藤淳 講談社 1965
VG1-H10500 小林秀雄<論考> 中村光夫 筑摩書房 1977[昭和52]
VG1-H10746 小林秀雄全集　13巻 小林秀雄 新潮社 昭和54
VG1-H10745 小林秀雄全集　8巻 小林秀雄 新潮社 昭和53
VG1-H10497 小林秀雄とベルクソン 山崎行太郎 彩流社 1991
VG1-H10499 小林秀雄の宗教的魂 永藤武 日本教文社 平成2
VG1-H10498 小林秀雄の流儀 山本七平 新潮社 1986[昭和61]

VG1-H10930 コピーと著作権 －
著作権の集中的処理機構
設立準備委員会

1988

VG1-H10931 コピーと著作権 －
著作権の集中的処理機構
設立準備委員会

1988

VG1-H10932 コピーと著作権 －
著作権の集中的処理機構
設立準備委員会

1988

VG1-H1915 コピーライター成功への道
ベッシィ･アン･シェルハー
ス

久保田宣伝研究所 昭和42

VG1-H1935 コピーライター入門 鷹橋信夫 高橋書店 昭和41

VG1-1320
コピライト　別冊　1987.3　著作権文献・資料目録
1984～1986

著作権資料協会 1987

VG1-1320
コピライト　別冊　1988.3　著作権文献・資料目録
1987

著作権資料協会 1988

VG1-H8179 五百句 高濱虚子 日本近代文学館 昭和44
VG1-H11665 古文前集　上 － 三書房蔵 明治3年
VG1-H11666 古文前集　中 － － -
VG1-H11667 古文前集　下 吉野屋仁兵衛　他 三書房蔵 -
VG1-H11668 古文後集　上 － 三書房蔵 明治3年
VG1-H11669 古文後集　下 吉野屋仁兵衛　他 － -
VG1-H11181 誤報と虚報　岩波ブックレット　154 後藤文康 岩波書店 1990
VG1-H1123 誤報とその責任 山根眞治郎 内外通信社出版部 昭和16
VG1-H211 古本賣買の實際知識 大鳥逸平 古典社 昭和6
VG1-H4018 児孫の為めに余の生涯を語る 山縣悌三郎 弘隆社 1987

VG1-H4976 故マリア嘉治淑子夫人を偲びて －
嘉治淑子夫人追悼録刊行
会

昭和37

VG1-H9920 小宮義孝　<自然>　遺稿･追憶 曽田長宗　国井長次郎 土筆社 1982
VG1-H1392 コミュニケイションの科學 井口一郎 大洋圖書 昭和24
VG1-H1285 コミュニケーション 飽戸弘 筑摩書房 昭和52
VG1-H1315 コミュニケーション エイヤー　(他) みすず書房 昭和32
VG1-H1316 コミュニケーション エイヤー　(他) みすず書房 昭和32
VG1-H1372 コミュニケーション エルマD.ジョンソン 学芸図書 昭和44
VG1-H1394 コミュニケーション　行動と様式 東京大学新聞研究所編 東京大学新聞研究所 1974
VG1-H1338 コミュニケーション･プロセス D.K.バーロ 協同出版 昭和47
VG1-H5731 コミュニケーション研究　10号 － 上智大学 昭和53
VG1-H5730 コミュニケーション研究　11号 － 上智大学 昭和53
VG1-H5732 コミュニケーション研究　11号 － 上智大学 昭和53

VG1-H1355
コミュニケーション史　講座･コミュニケーション
2

編集委員:江藤文夫,鶴見俊
輔,山本明

研究社 1973

VG1-H8583 コミュニケーション事典 鶴見俊輔　粉川哲夫　編 平凡社 1988
VG1-H1496 コミュニケーション史の諸問題 － 電気通信総合研究所 昭和45
VG1-H1341 コミュニケーションと説得 C.I.ホヴランド 誠信書房 昭和40

VG1-H8581
コミュニケーションと文化変動、メディア･コミュニ
ティ普及

白水繁彦 白桃書房 1988

VG1-H1360 コミュニケーションの科学 田中靖政 日本評論社 昭和45
VG1-H3946 コミュニケーションの社会学 デニス･マクウェール 川島書店 1979

VG1-H1367
コミュニケーションの社会学　(現代社会学講座
Ⅳ)

山田宗睦　(編) 有斐閣 昭和38

VG1-H1384 コミュニケーションの社会理論 滝沢正樹 新評論 1976
VG1-H7296 コミュニケーションの新世界 鈴木輝男 蝸牛社 1978
VG1-H1335 コミュニケーションの本質 オットー･ラービンジャー 新泉社 1975
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VG1-H1482 コミュニケーションの本質 オットー･ラービンジャー 新泉社 1975
VG1-H30 コミュニケーションの歴史 Ｌ.ホグベン 岩波書店 1958
VG1-H1342 コミュニケーション発達史研究 井口大介 慶応通信 昭和43
VG1-H7483 コミュニケーション物語 竹内成明 人文書院 昭和61[1986]

VG1-H8565 コミュニティ･バンク論　2 CDI　編 京都信用金庫 1978

VG1-H8564
コミュニティ･バンク論　地域社会との融合をもとめ
て

CDI　編 京都信用金庫 1973

VG1-H1357 コミュニティ･メディア論 田村紀雄
現代ジャーナリズム出版
会

1972

VG1-H1409 コミュニティ･メディア論 田村紀雄
現代ジャーナリズム出版
会

1972

VG1-H9991 コメ自由化はおやめなさい 鯨岡辰馬 ネスコ 1990
VG1-H10180 米の自由化に関する影響試算について － 米対策研究会 1990

VG1-H3782 米百俵　小林虎三郎の思想 －
米百俵　小林虎三郎の思
想頒布会

昭和50

VG1-H2719 古文書學 吉村茂樹 東京大學出版會 1961
VG1-H5512 古文書学 伊木寿一 慶応通信 昭和39
VG1-H5618 古文書学　1 伊木寿一 慶大通信教育 昭和24
VG1-H5619 古文書学　2 伊木寿一 慶大通信教育 昭和25
VG1-H5623 古文書記録辞典編纂報告書 布施秀治 [布施秀治] 昭和19
VG1-H7641 古文書時代鑑　上 東京大学史料編纂所 東京大学出版会 昭和60
VG1-H7642 古文書時代鑑　下 東京大学史料編纂所 東京大学出版会 昭和60
VG1-H6291 古文書時代鑑　解説本 東京大学史料編纂所 東京大学出版会 昭和58
VG1-H7643 古文書時代鑑　解説本 東京大学史料編纂所 東京大学出版会 昭和60
VG1-H6289 古文書時代鑑　上　復刻版 東京大学史料編纂所 東京大学出版会 昭和58
VG1-H6290 古文書時代鑑　下　復刻版 東京大学史料編纂所 東京大学出版会 昭和58
VG1-H9072 古文書修補六十年 遠藤諦之輔 汲古書院 1987
VG1-H2476 古文書修補六十年　和装本の修補と造本 遠藤諦之輔 汲古書院 昭和62
VG1-H2500 古文書修補六十年　和装本の修補と造本 遠藤諦之輔 汲古書院 昭和62
VG1-H114 古文書の基礎知識 若尾俊平 柏書房 1979
VG1-H5622 古文書の栞　(郷土文化　11号) 猪熊信男 鎌田共済会 昭和31
VG1-H3850 誤訳 W.A.グロータース　柴田武 三省堂 昭和42

VG1-H1031 誤訳悪訳の病理 横井忠夫
現代ジャーナリズム出版
会

1971

VG1-H10371 コラムの饗宴 紀田順一郎 実業之日本社 1980[昭和55]
VG1-H5306 コラムの饗宴 紀田順一郎 実業之日本社 昭和55
VG1-H8405 コラムの饗宴 紀田順一郎 実業之日本社 昭和55
VG1-H1033 コラムのつぶやき　(下) 尾崎秀樹 スタジオVIC 1978
VG1-H1034 コラムのつぶやき　(上) 尾崎秀樹 スタジオVIC 1978
VG1-H7278 ゴランツ書店 シーラ･ホッジズ 晶文社 1985
VG1-H10518 コルシア書店の仲間たち 須賀敦子 文藝春秋 1992
VG1-H1138 これ以上は禁止 立花高四郎 先進社 昭和7
VG1-H3044 此一戦 水野廣徳 博文館 明治44
VG1-H3045 此一戦 水野廣徳 博文館 明治44
VG1-H3090 此一戦(新訂版) 水野廣徳 出版協同社 昭和33

VG1-H1032 これがコラムだ
大城立裕,佃実夫,大野明男
編

文和書房 昭和50

VG1-H3184 これからの国語 藤原与一 角川書店 昭和28
VG1-H7428 これからの出版流通 能勢仁 教育出版センター新社 昭和61
VG1-H7429 これからの出版流通 能勢仁 教育出版センター新社 昭和61
VG1-H9286 これからの青少年育成国民運動と国民議会の課題 青少年育成国民会議 青少年育成国民会議 1987[昭和62]
VG1-H1066 これからの知識産業 服部敏幸　(他) 東京出版販売 昭和46
VG1-H1086 これだけは覺えて得な映画法 － 新聞合同通信社映画部 昭和14
VG1-H3101 是丈は心得おくべし 加藤美侖 誠文堂 大正11
VG1-H811 これだけは品切れにせず － 悠々会 1958
VG1-H10890 これだけは読んでおきたい　岩波文庫　101 － 岩波書店 1986
VG1-H9569 ゴロヴィリヨフ家の人々　上 シチェードリン 岩波書店 1949[昭和24]

VG1-H7004 「殺し文句」の研究　日本の教育風土 新堀通也 理想社 昭和60[1985]

VG1-H514 コロナ社五拾年史 － コロナ社 昭和52
VG1-H8468 ｢コロホン｣の世界 古平隆 胡蝶の会 昭和60
VG1-H5444 衣の社会学 加藤秀俊 文藝春秋 昭和55

VG1-H8535 コンヴィヴィアリティのための道具
イリイチ･イバン　著　渡辺
京二　訳

日本エディタースクール
出版部

1989

VG1-H3026 金色夜叉 尾崎徳太郎 春陽堂 明44
VG1-H3028 金色夜叉　前編 尾崎徳太郎 春陽堂 明治38
VG1-H3030 金色夜叉 小栗風葉 新潮社 明治45
VG1-H3031 金色夜叉 武者小路實篤 坂上書院 昭和16
VG1-H3033 金色夜叉　中編 尾崎徳太郎 春陽堂 明治35
VG1-H3034 金色夜叉　後編 尾崎徳太郎 春陽堂 明治35
VG1-H8108 金色夜叉　前編 尾崎紅葉 日本近代文学館 1968[昭和43]
VG1-H8109 金色夜叉　中編 尾崎紅葉 日本近代文学館 1968[昭和43]
VG1-H8110 金色夜叉　後編 尾崎紅葉 日本近代文学館 1968[昭和43]
VG1-H8111 金色夜叉　続編 尾崎紅葉 日本近代文学館 1968[昭和43]
VG1-H8112 金色夜叉　続々編 尾崎紅葉 日本近代文学館 1968[昭和43]
VG1-H3191 金色夜叉の真相 巖谷小波 黎明閣 昭和3
VG1-H4367 今昔物語集　1　本朝篇　一 － 岩波書店 昭和27
VG1-H4368 今昔物語集　2　本朝篇 － 岩波書店 昭和28
VG1-H4369 今昔物語集　3　本朝篇 － 岩波書店 昭和28
VG1-H4370 今昔物語集　4　本朝篇 － 岩波書店 昭和28
VG1-H4371 今昔物語集　5　本朝篇 － 岩波書店 昭和29

VG1-H10370 <コンチクショウ>考　江戸の心性史 三橋修
日本エディタースクール
出版部

1992
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VG1-H10865 コンテンポラリーいけばな　2 － 婦人画報社 1989
VG1-H2698 近藤記念海事財団文庫目録 東京都立日比谷図書館 東京都立日比谷図書館 昭和41
VG1-H180 近藤瓶城翁傳 － 近藤圭造 大正4
VG1-H3268 混沌期の東京文壇 石川悌三 東京都総務局文書課 昭和25
VG1-H306 今日の教育 清水幾太郎 岩波書店 昭和22

VG1-H8653 コンビビアルな思想　メヒコからみえてくる世界 山本哲士
日本エディタースクール
出版部

1990

VG1-H10806 コンピュータ･ブックフェア　書籍･雑誌目録　1980 －
専門図書館協議会出版委
員会日本図書館協会専門
図書館部会

1980

VG1-H8523 コンピューター時代の知的所有権 松田政行 ぎょうせい 1988
VG1-H7361 コンピュータを持った編集者 柚口篤 出版研究センター 昭和61
VG1-H7416 コンピュータを持った編集者 柚口篤 出版研究センター 昭和61
VG1-H9007 コンピューターを持った編集者 柚口篤 出版研究センター 昭和61
VG1-H11548 コンピュータ組版マニュアル － 凸版印刷　株式会社 -
VG1-H8566 コンピュータ著作権法　日本-アメリカ カージャラ･D･S　椙山敬士 日本評論社 1989

VG1-H11140
コンピュータと子どもの未来　岩波ブックレット
109

佐伯胖　[ほか] 岩波書店 1988

VG1-H4128 崑崙の玉 井上靖 文藝春秋 昭和45
VG1-H7349 ザ･ジャパニーズ エドウィン･O･ライシャワー 文芸春秋 昭和54[1979]

VG1-H8912 ザ･ニュースペーパー
スミス･アンソニー　著　仙
名紀　訳

新潮社 1988

VG1-H8913 ザ･ニュースペーパー
スミス･アンソニー　著　仙
名紀　訳

新潮社 1988

VG1-H543 財界人を語る 石山賢吉 ダイヤモンド社出版部 昭和6
VG1-H8592 災害と情報 東京大学新聞研究所　編 東京大学新聞研究会 1986
VG1-H4189 西鶴諸國咄本朝櫻陰比事 井原西鶴 岩波書店 昭和23
VG1-H1162 最近十年間に於ける思想関係出版物總欖 安田新栄, 石倉俊雄編 刀江書院 昭和8
VG1-H2539 最近外国著作権判例集精選 野村義男 著作権資料協会 1975
VG1-H3401 最近の全集物 － 出版科学研究所 昭和37
VG1-H1275 最近の猥褻出版 長谷川卓也 三一書房 1979
VG1-H5957 歳月を美しく 壽岳しづ 靖文社 昭和22
VG1-H4665 歳月のかげに 畔柳二美 ダヴィッド社 昭和30
VG1-H11814 再現ﾄﾞｷｭﾒﾝﾄ（上）　日本の戦後 日本放送協会　編 日本放送出版協会 1977年
VG1-H9322 西郷隆盛の世界 上田滋 中央公論事業出版 1989[平成元]
VG1-H8621 西郷隆盛の悲劇 上田滋 中央公論社 1983

VG1-H10559 西郷南州先生遺芳 －
西郷南州先生七十五年祭
奉賛会

1952

VG1-H3614 西郷南洲先生遺芳 －
西郷南洲先生七十五年祭
奉賀会

昭和27

VG1-H3615 西郷南洲先生遺芳 －
西郷南洲先生七十五年祭
奉賀会

昭和27

VG1-H3616 西郷南洲先生遺芳 －
西郷南洲先生七十五年祭
奉賀会

昭和27

VG1-H3617 西郷南洲先生遺芳 －
西郷南洲先生七十五年祭
奉賀会

昭和27

VG1-H6188 再校輿地誌略　巻1 内田正雄　(編) 文部省 明治7
VG1-H7704 西国立志編 スマイルス 七書屋 明治10
VG1-H10558 西国立志編 スマイルス 自由閣 1887

VG1-H11588
西国立志編　原名自助論
第一冊

中村敬太郎　訳 木平謙一郎　版 明治4年

VG1-H3022 最後の日記 有島武郎 改造社 昭和3
VG1-H737 採算点入門 鈴木敏夫 ダヴィット社 昭和34
VG1-H9448 在出版界二十年 張静廬 上海書店 1984
VG1-H5356 最初の一冊 紀田順一郎 三一書房 1981
VG1-H5357 最初の一冊 紀田順一郎 三一書房 1981
VG1-H2126 最新印刷百科全書1　第壱巻 本間一郎 印刷出版研究所 昭和18
VG1-H8360 最新国語便覧 浜島書店編集部　編 浜島書店 1988

VG1-H10967 最新出版　就職ガイド　1984年度版 －
出版学校日本エディター
スクール

1984

VG1-H2849 最新出版社執筆者一覧 － 日本出版協會 昭和21
VG1-H8526 最新肖像権関係判例集 大家重夫　編著 ぎょうせい 平成元年
VG1-H2293 最新著作権関係判例集 著作権判例研究会　編 ぎょうせい 昭和53
VG1-H7056 最新著作権関係判例集　Ⅰ 著作権判例研究会　編 ぎょうせい 昭和61
VG1-H7057 最新著作権関係判例集　Ⅱ-1 著作権判例研究会　編 ぎょうせい 昭和61
VG1-H7058 最新著作権関係判例集　Ⅱ-2 著作権判例研究会　編 ぎょうせい 昭和61
VG1-H7059 最新著作権関係判例集　Ⅲ 著作権判例研究会　編 ぎょうせい 昭和61
VG1-H5470 最新著作権関係判例集　続Ⅰ 著作権判例研究会　(編) ぎょうせい 昭和55
VG1-H5471 最新著作権関係判例集　続Ⅱ 著作権判例研究会　(編) ぎょうせい 昭和55
VG1-H8884 最新手帳セミナー 紀田順一郎 双葉社 1988
VG1-H1787 最新讀書法 リチャード.ソン 博文堂 大正15
VG1-H2290 最新版　著作権法ハンドブック － 著作権資料協会 昭和51
VG1-H5395 最新版　著作権法ハンドブック － 文化庁 昭和54
VG1-H8340 犀星とわたし 犀星の会　編 白楽 1988
VG1-H8453 再蔵書一代 石橋一哉　編 胡蝶の会 昭和56
VG1-H10823 財団法人　日本出版クラブ三十年史 小宮山量平編 財団法人日本出版クラブ 1987
VG1-H4830 最澄と空海 長與善郎 創文社 昭和28
VG1-H5260 齋藤昌三著作集　第1巻 齋藤昌三 八潮書店 昭和55
VG1-H9079 斉藤昌三著作集　第5巻 後藤憲二　編 八潮書店 1981

VG1-H5261
齋藤昌三著作集第2巻　現代筆禍文献大年表等　第2
巻

齋藤昌三 八潮書店 昭和55

VG1-H5262 齋藤昌三著作集第2巻　書物随筆1第3巻 齋藤昌三 八潮書店 昭和55
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VG1-H5263 齋藤昌三著作集第4巻　書物随筆2第4巻 齋藤昌三 八潮書店 昭和56
VG1-H5264 齋藤昌三著作集第5巻　書物随筆3第5巻 齋藤昌三 八潮書店 昭和56

VG1-H3728 齋藤知一郎伝 北川桃雄
大昭和製紙齋藤知一郎顕
彰委員会

昭和37

VG1-H6833 斎藤茂吉伝 柴生田稔 新潮社 昭和54
VG1-H9456 齋藤夜居さん忍ぶ草 － 大平書屋 1989
VG1-H5943 裁判と国民　上 廣津和郎 廣松書店 1981
VG1-H5944 裁判と国民　下 広津和郎 廣松書店 1981
VG1-H10091 再販売価格維持制度 辻吉彦 小学館 1990
VG1-H10900 サイマルの本　1988年 － サイマル出版会 1988
VG1-H7169 西遊記 楠南谿子 集文館 明治44
VG1-H6712 西遊抄 安倍能成 小山書店 昭和19
VG1-H6149 佐伯勝太郎伝記弁論文集 印刷庁 印刷庁 昭和27
VG1-H7131 三枝博音文庫目録 － 横浜市立大学図書館 昭和50
VG1-H8042 酒ほがひ 吉井勇 日本近代文学館 1968
VG1-H388 榮えゆく道 野間清治 大日本雄辯会講談社 昭和7
VG1-H10044 酒蔵の町･新川ものがたり 高木藤夫　[ほか] 清文社 1991
VG1-H2580 嵯峨談語 片岡仁左衛門 三月書房 昭和51
VG1-H585 坂本嘉治馬自伝 坂本守正編 冨山房 昭和14

VG1-H11891 索引　第三　唐代ﾉ年号ﾄ朔閏
京都大学人文科学研究所古
典の校注と索引編纂班

京都大学　人文科学研究
所

1949年

VG1-H6656 見出し索引　日本名著全集江戸文芸之部附録 日本名著全集刊行会 日本名著全集刊行会 昭和4
VG1-H3908 索引の話 稲村徹元 日本図書館協会 昭和52
VG1-H8139 作者の感想 広津和郎 日本近代文学館 1969

VG1-H2317
作者の同意なしに作品の内容や題号を変更すること
ができるか？

長野伝蔵 文部省 昭和33

VG1-H819
作者の同意なしに作品の内容や題号を変更すること
ができるか?

長野伝蔵 文部省 昭和33

VG1-H321 作輔の面影 金原おやじ追慕の会編 金原出版 昭和41
VG1-H322 作輔の面影 － 金原出版 昭和41

VG1-H3654 作品集　瑩心流創流二十五周年記念 －
瑩心流創流二十五周年記
念会

昭和36

VG1-H1863 作文新辤林 畠山健　(編) 郁文舎 明治38
VG1-H11648 作文的例續編　巻一 加納久宣　編纂 松田周平 明治15年
VG1-H11649 作文的例續編　巻四 加納久宣　編纂 松田周平 明治15年
VG1-H11859 櫻田一条傳聞記 （原本解説） 芳根次朗 芳根次朗 1967年
VG1-H4177 櫻の園 チェーホフ 岩波書店 昭和20
VG1-H4184 櫻の園 チェーホフ 岩波書店 昭和37
VG1-H6979 櫻姫曙草紙 山東京傅 共隆社 明治19
VG1-H3126 酒の肴 青木正兒 弘文堂 昭和25
VG1-H3386 酒の本棚 サン･アド　編 サントリー　株式会社 昭和51
VG1-H8562 鎖国とシルバーロード、世界の中のジパング 木村正弘 サイマル出版会 1989
VG1-H10308 サザエさんの秘密 世田谷サザエさん研究会 データハウス 1993
VG1-H4889 佐々木小次郎　下巻 村上元三 朝日新聞社 昭和26
VG1-H4890 佐々木小次郎　中巻 村上元三 朝日新聞社 昭和25
VG1-H4891 佐々木小次郎　上巻 村上元三 朝日新聞社 昭和25
VG1-H3733 佐佐木信綱歌集 佐佐木信綱 竹柏會 昭和31
VG1-H3732 佐佐木信綱文集 佐佐木信綱 竹柏會 昭和31
VG1-H2250 佐々木能理男　著作権論集 佐々木能理男 佐々木徹太郎 1973
VG1-H3694 細雪 谷崎潤一郎 中央公論社 昭和25
VG1-H9455 ささやかな回想 笠原洪平 修学館 1989
VG1-H432 ささやかな墓標 佐藤仁編 嶋中鵬二 昭和23
VG1-H9907 山茶花　歌集 浪江八重子 － 1900
VG1-H1699 挿繪節用 山中古洞 芸艸堂 昭和17
VG1-H8226 さしえの50年 尾崎秀樹 平凡社 1987
VG1-H8720 さしえの50年 尾崎秀樹 平凡社 1987
VG1-H3559 沙石集 渡邊網也　校注 岩波書店 昭和41
VG1-H6706 坐禪の書 山田靈林 第一書房 昭和16
VG1-H7231 座談おぼえ書き 小泉信三 文藝春秋 昭和41
VG1-H9995 作家 M.B.ゴフスタイン ジー･シー･プレス 1986

VG1-H4037 作家への道 清水一嘉
日本エディタースクール
出版部

昭和55

VG1-H10272 雑学事典 夢想道成 梧桐書院 1980

VG1-H10825 作家研究大事典　明治･大正･昭和
重松泰雄監修、作家研究大
事典編纂会編

桜楓社 1992

VG1-H1846 作家とその名作 亀井勝一郎 毎日新聞社 昭和30

VG1-H7062
作家の生き方　シュトルム　カロッサ　ケストナー
の場合

高橋健二 読売新聞社 昭和47

VG1-H5905 作家の運命を変えた一冊の本 塩澤実信 流動出版 1981
VG1-H4306 作家の日記　(一) ドストエーフスキイ 岩波書店 昭和34
VG1-H4307 作家の日記　(二) ドストエーフスキイ 岩波書店 昭和34
VG1-H4308 作家の日記　(三) ドストエーフスキイ 岩波書店 昭和34
VG1-H4309 作家の日記　(四) ドストエーフスキイ 岩波書店 昭和34
VG1-H4310 作家の日記　(五) ドストエーフスキイ 岩波書店 昭和34
VG1-H4311 作家の日記　(六) ドストエーフスキイ 岩波書店 昭和34
VG1-H9909 作家の風景 小島千加子 毎日新聞社 1990
VG1-H6763 作家の友情 河威好蔵 新潮社 1980
VG1-H6205 作家論の崩壊 森安理文 右文書院 昭和46
VG1-H8775 作家論控之帳 臼井吉見 筑摩書房 1977
VG1-H79 雑考　げて雑誌の話 齋藤昌三 靑園莊 昭和19
VG1-H5674 雑誌｢詩と詩論｣｢新文学研究｣細目 小田切進 － 1960
VG1-H10708 雑誌｢改造｣の四十年 関忠果　ほか 光和堂 1977
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VG1-H271 雑誌｢改造｣の四十年 － 光和堂 1977
VG1-H7301 雑誌･創刊号蔵書目録　慶応-昭和 － 大塚文庫 昭和61
VG1-H380 雑誌王野間清治傳 關豊作 新聞解放社 昭和6
VG1-H681 雑誌を斬る 岡留安則 教育研究社 昭和54
VG1-H9986 雑誌を斬る 岡留安則 教育研究社 1979
VG1-H6078 雑誌をつくった編集者たち 塩沢実信 広松書店 1982
VG1-H8966 雑誌をつくった編集者たち 塩沢実信 広松書店 1982
VG1-H5665 雑誌企業の歴史と現状 永島寛一 － 1951
VG1-H404 雑誌記者 池島信平 中央公論社 昭和33
VG1-H405 雑誌記者 池島信平 中央公論社 昭和33
VG1-H410 雑誌記者 池島信平 中央公論社 昭和52
VG1-H5288 雑誌記者 池島信平 中央公論社 昭和33
VG1-H6570 雑誌記者　池島信平 塩澤実信 文芸春秋 昭和59
VG1-H8666 雑誌記者池島信平 塩沢実信 文芸春秋 1984
VG1-H6079 雑誌記者入門 猪野健治 みき書房 1981
VG1-H5670 雑誌広告掲載基準 － 日本雑誌広告会 昭和46
VG1-H5693 雑誌広告 － 日本雑誌広告協会 昭和52
VG1-H2538 雑誌広告掲載料金表'87 － 日本雑誌広告協会 [1987]
VG1-H6259 雑誌広告の理論と実務　改訂版 － 日本雑誌広告協会 昭和56

VG1-H775 雑誌新聞総かたろぐ －
メディア.リサーチ.セン
ター

1978

VG1-800

雑誌創刊のタイムテーブル　1～10（合冊）　１.児
童　婦人,　2.大衆　総合,　3.文芸　芸能　美術
音楽,　4.生活　趣味,　5.スポーツ　経済,　6.社会
時局　哲学,　7.学参　語学　教育,　8.地歴　法律
科学,　9.工学　医学　農水,　10.週刊誌

全国出版協会出版科学研
究所

1970

VG1-H445 雑誌総目次･索引集覧 － 日本古書通信社 昭和41
VG1-H3237 雑誌大研究 斎藤精一 日本工業新聞社 昭和54
VG1-H9742 雑誌大研究 斎藤精一 日本工業新聞社 1979
VG1-H6768 雑誌大研究　出版戦国時代を探る 斎藤精一 日本工業新聞社 昭和54
VG1-H686 雑誌づくりの実務 麻生謹吾 日本印刷新聞社 昭和43
VG1-H694 雑誌づくりの実務 麻生謹吾 日本印刷新聞社 昭和43
VG1-H7387 雑誌で見る戦後史 福島鑄郎 大月書店 昭和62[1987]
VG1-H6972 雑誌で読む戦後史 木本至 新潮社 昭和60
VG1-H2614 雑誌年鑑　昭和十四年版 日本読売新聞社　(編) 日本讀書新聞社 昭和14
VG1-H2615 雑誌年鑑　昭和十五年版 日本読売新聞社　(編) 日本讀書新聞社 昭和15
VG1-H2616 雑誌年鑑　昭和十六年版 日本読売新聞社　(編) 日本讀書新聞社 昭和16
VG1-H2617 雑誌年鑑　昭和十七年版 協同出版社　(編) 協同出版社 昭和17
VG1-H2618 雑誌年鑑　昭和十七年版 協同出版社　(編) 協同出版社 昭和17
VG1-806 雑誌の動き　´70　売行きの鈍い“大衆週刊誌” 全協･出版科学研究所 1970
VG1-H3949 雑誌の時代 尾崎秀雄　宗武朝子 主婦の友社 昭和54
VG1-H9105 雑誌の時代　その興亡のドラマ 尾崎秀樹　宗武朝子 主婦の友社 1979

VG1-H673 雑誌のつくり方 小林一博
現代ジャーナリズム出版
会

昭和47

VG1-H7544 雑誌の定期購読者と不定期購読者 － 朝日新聞東京本社広告部 昭和36

VG1-H10956 雑誌の都道府県別配送量 －
全国出版協会出版科学研
究所

平成元

VG1-H11032 雑誌の都道府県別配送量 －
全国出版協会出版科学研
究所

1991

VG1-H3537 雑誌の都道府県別配送量 － 全協･出版科学研究所 昭和62

VG1-H9472 雑誌の都道府県別配送量　[1987] －
全国出版協会出版科学研
究所

1988

VG1-H9473 雑誌の都道府県別配送量　[1989] －
全国出版協会出版科学研
究所

1990

VG1-H8349 雑誌の都道府県別配送量'85 － 全協出版科学研究所 1985
VG1-H5679 雑誌の話 － 雑誌研究委員会 昭和26
VG1-H10735 雑誌の編輯 － 内外社 昭和7
VG1-H670 雑誌の編輯 － 内外社 昭和7
VG1-H3400 "雑誌の見る頁と紙質" － 出版科学研究所 昭和40
VG1-H7857 雑誌の利用と索引　図書館講座整理篇　8 陶山国見 春陽堂 昭和29
VG1-H2646 雑誌編集経歴者名簿 － － 昭和36
VG1-H776 雑誌目録 － 東京大学出版会 昭和54
VG1-H9474 雑誌論入門 永島寛一 吾妻書房 1967
VG1-H4515 さつま漁村風土記 北山易美 いさな書房 昭和37
VG1-H423 佐藤義亮傳 － 新潮社 昭和28
VG1-H4553 佐藤敬三遺稿 佐藤敏子 佐藤敏子 -
VG1-H633 茶道ジャーナリズム六十年 － 淡交社 昭和43
VG1-H9453 佐藤義人の記念に 佐藤政人　[編] 大学書林 1989
VG1-H6810 佐野學一味を法廷に送るまで 鈴木猛 警友社 昭和6
VG1-H8853 砂漠を走る　東大寺乱　詩集 東大寺乱 沖積舎 昭和62
VG1-H3005 砂浜散策 木村毅 信正社 昭和11
VG1-H3586 サフラン摘み 吉岡実 青土社 1976
VG1-H8760 差別用語の基礎知識 高木正幸 土曜美術社 1988
VG1-H6832 さまざまな追想※ 野々上慶一 文藝春秋 昭和60
VG1-H6751 さまざまの出会い･続 高橋健二 木耳社 昭和58
VG1-H10509 左翼がサヨクになるとき 磯田光一 集英社 1986
VG1-H2860 左翼文化年報　1959年版 － 星光社 昭和34
VG1-H2861 左翼文化年報　1959年版 － 星光社 昭和34
VG1-H8020 サラダ記念日 俵万智 河出出版 1987
VG1-H5245 沙羅の光 富安風生 若葉社 昭和33
VG1-H10543 さらば国分寺書店のオババ 椎名誠 情報センター出版局 1979
VG1-H3997 サラリーマンの知的読書法 吉野俊彦 東洋経済新報社 昭和54
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VG1-H887 サラリーマンの読書 － 実業之日本社 昭和54
VG1-H5153 サルトルと唯物論 藤野渉 三一書房 1950
VG1-H4893 サルトルの哲學 金子武蔵 弘文堂 昭和29
VG1-H7327 猿まわし上下ゆき 村崎義正 筑摩書房 昭和58[1983]
VG1-H10683 澤田節蔵回想録 澤田壽夫 有斐閣 1985
VG1-H9599 サン･ルイス･レイ橋 ワイルダー 岩波書店 1951[昭和26]
VG1-H11246 三一書房図書目録　1973 － 三一書房 1972
VG1-H9278 三栄相互銀行三十年史 三栄相互銀行社長室　編 三栄相互銀行 1983[昭和58]
VG1-H6524 山家鳥虫歌 浅野建二 岩波書店 1984
VG1-H4595 産業革命 鈴木成高 弘文堂 昭和25
VG1-H1084 産業統制法規 － 文化研究社 昭和18
VG1-H10155 産業能率大学出版部　図書目録　1989 － 産業能率大学出版部 1989
VG1-H4262 参考　伊勢物語 － 岩波書店 昭和23

VG1-H7608 参考史料展覧目録　開拓使時代 －
北海道庁学務部北海道史
編纂掛

昭和7

VG1-H5881 参考図書目録 － 家の光協会 昭和36
VG1-H6683 三國志 弓館芳夫 第一書房 昭和16
VG1-H4372 三國志(三國演義)　第二冊 － 岩波書店 昭和28
VG1-H4373 三國志(三國演義)　第三冊 － 岩波書店 昭和29
VG1-H4374 三國志(三國演義)　第五冊 － 岩波書店 昭和32
VG1-H4375 三國志(三國演義)　第六冊 － 岩波書店 昭和35
VG1-H4376 三國志(三國演義)　第七冊 － 岩波書店 昭和36
VG1-H4377 三國志(三國演義)　第八冊 － 岩波書店 昭和39
VG1-H4378 三國志(三國演義)　第九冊 － 岩波書店 昭和40
VG1-H3470 残照 和辻照 和辻夏彦 昭和53
VG1-H4742 殘照 和辻照 和辻夏彦 昭和53
VG1-H6969 残照 阿部次郎 羽田書店 昭和24

VG1-H10830 三省堂の百年
三省堂百年記念事業委員会
編

三省堂 1982

VG1-H10842 さんしょっ子 安房直子 小峰書店 1989
VG1-H6625 山水 江森國友 書律山田 1984
VG1-H7631 算数教材研究　学習指導書 － 法政大学通信教育部 昭和30

VG1-H10196 三省堂書店百年史
三省堂書店百年史刊行委員
会　編

三省堂 1981

VG1-H10197 三省堂の百年
三省堂書店百年記念事業委
員会　編

三省堂 1982

VG1-H5653 三省堂の百年 － 三省堂 昭和57
VG1-H5632 三省堂の戦後出版小史 － － 昭和48
VG1-H5633 三省堂歴史資料 － － 昭和32
VG1-H6671 山莊記 野上彌生子 暮しの手帖社 昭和28
VG1-H7267 山莊記 野上彌生子 暮しの手帖社 昭和28
VG1-H11688 山荘記　　　　日本叢書21 野上弥生子 生活社 昭和20年
VG1-H7175 山荘靜思 前田多門 羽田書店 昭和22
VG1-H4562 三代のこころ 梶井剛　大橋八郎　米澤滋 東京出版センター 昭和41
VG1-H3973 三太郎の日記 阿部次郎 角川書店 昭和54
VG1-H6875 三太郎の日記　合本 阿部次郎 岩波書店 昭和23
VG1-H6045 三太郎の日記　第二 阿部次郎 岩波書店 大正4
VG1-H7063 三太郎の日記　補遺 阿部次郎 角川書店 昭和25
VG1-H10281 ｢サンデー毎日｣編集長日記 牧太郎 三一書房 1992
VG1-H7333 三頭の海豚　河井博信詩集 河井博信 芸風書院 昭和60
VG1-H3232 三本の金の髪の毛 － ほるぷ出版 昭和54
VG1-H4776 殘燎 平木恵治 柏葉社 昭和25
VG1-H7377 師･友･書籍　第2輯 小泉信三 岩波書店 昭和17
VG1-H7375 師･友･書籍　私の評論集 小泉信三 岩波書店 昭和9
VG1-H7376 師･友･書籍　私の評論集 小泉信三 岩波書店 昭和8
VG1-H9419 詩歌集　旅ゆく　他 河井博信 沖積舎 1990
VG1-H8210 シェイクスピア史劇 入江和生 研究社出版 1984
VG1-H11905 ｼｪｲｸｽﾋﾟｱ物語 ﾁｬｰﾙｽﾞ･ﾗﾑ作　野上弥生子訳 岩波書店 1956年
VG1-H3789 シエバの女王 野上豊一郎 東京出版 昭和22
VG1-H4633 シエバの女王 野上豐一郎 東京出版 昭和22
VG1-H5143 ジェルマンドル一家 ジョルジュ・サンド 第三書房 昭和23
VG1-H10330 辞苑 新村出　編 博文館 昭和12
VG1-H6961 兒童読物調査　第１輯 文部省社会教育局 文部省社会教育局 昭和13
VG1-H5061 志賀 潔 高橋功 法政大学出版局 昭和32
VG1-H7406 死海写本 E.M.ラペルーザ 白水社 昭和52[1977]
VG1-H5888 死海写本　新見宏･加納政弘訳 ミラー･バロウズ 山本書店 1974

VG1-H10755 死海文書の謎
マイケル･ベイジェント　リ
チャード･リー

柏書房 1992

VG1-H5182 自覚と辯證法 小山鞆繪 岩波書店 昭和24
VG1-H10726 自覚に於ける直観と反省 西田幾多郎 岩波書店 昭和16
VG1-H3884 詩学入門 エズラ･パウンド 冨山房 昭和54
VG1-H7368 視覚のいたずら 長尾みのる ダイヤモンド社 昭和55
VG1-H10780 志賀直哉私論 安岡章太郎 文藝春秋 1968
VG1-H4139 志賀直哉對談日誌 瀧井孝作 全國書房 昭和22
VG1-H4441 志賀直哉の文学 須藤松雄 南雲堂桜楓社 昭和38

VG1-H8876 時間の歴史
アタリ･ジャック　著　蔵持
不三也　訳

原書房 1986

VG1-H8343 私記日本経済評論社彷徨の十五年 栗原哲也 日本経済評論社 1986
VG1-H8456 色紙蒐集三十年 長井正一 胡蝶の会 昭和57
VG1-H10862 四季の食卓 鎌田昭男　ほか 鎌倉書房 1989
VG1-H10331 四季芳書　読書人の日常 紀田順一郎 実業之日本社 1992[平成4]
VG1-H7591 事業経営の道　皇学館大学講演叢書　第12輯 佐藤通次 皇学館大学出版部 昭和44
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VG1-H2011 紙業提要 成田潔英 王子製紙 昭和13
VG1-H2012 紙業提要　増訂版 王子製紙　(編) 丸善　(株) 昭和17
VG1-H2013 紙業提要　訂正版 成田潔英 丸善出版　(株) 昭和24
VG1-H2711 紙業年鑑　昭和31年版 － 紙業新聞社 昭和31
VG1-H2712 紙業年鑑　昭和33年版 － 紙業新聞社 昭和33

VG1-H11263 事業報告書､決算報告書　昭和61年度 －
ユネスコ･アジア文化セン
ター

-

VG1-H1121 時局宣傳資料 － 情報委員会 昭和12
VG1-H4119 詩琴酒の人 平山三郎 小澤書店 昭和54
VG1-H11080 死刑か無罪か　岩波ブックレット　33 佐野洋　西嶋勝彦 岩波書店 1984
VG1-H11193 死刑廃止を考える　岩波ブックレット　166 菊田幸一 岩波書店 1990
VG1-H9707 死刑物語 カール･B･レーダー 原書房 1982
VG1-H522 茂雄遺文抄 岩波茂雄 岩波書店 昭和27
VG1-H523 茂雄遺文抄 岩波茂雄 岩波書店 昭和27
VG1-H5581 事件きりぬき帖　100号 － 毎日新聞社広告局 1977
VG1-H5582 事件きりぬき帖　101号 － 毎日新聞社広告局 1977
VG1-H5583 事件きりぬき帖　102号 － 毎日新聞社広告局 1977
VG1-H5584 事件きりぬき帖　103号 － 毎日新聞社広告局 1978
VG1-H5585 事件きりぬき帖　104号　増刊 － 毎日新聞社広告局 1978
VG1-H5586 事件きりぬき帖　105号 － 毎日新聞社広告局 1978
VG1-H5587 事件きりぬき帖　106号 － 毎日新聞社広告局 1978
VG1-H5588 事件きりぬき帖　107号 － 毎日新聞社広告局 1978
VG1-H5589 事件きりぬき帖　108号 － 毎日新聞社広告局 1978
VG1-H5590 事件きりぬき帖　109号 － 毎日新聞社広告局 1978
VG1-H5591 事件きりぬき帖　110号 － 毎日新聞社広告局 1978
VG1-H5592 事件きりぬき帖　111号 － 毎日新聞社広告局 1978
VG1-H5593 事件きりぬき帖　112号 － 毎日新聞社広告局 1978
VG1-H5594 事件きりぬき帖　113号 － 毎日新聞社広告局 1978
VG1-H5595 事件きりぬき帖　114号 － 毎日新聞社広告局 1978
VG1-H5596 事件きりぬき帖　115号 － 毎日新聞社広告局 1978
VG1-H5597 事件きりぬき帖　116号　付1978年総索引 － 毎日新聞社広告局 1979
VG1-H5598 事件きりぬき帖　117号 － 毎日新聞社広告局 1979
VG1-H5599 事件きりぬき帖　118号 － 毎日新聞社広告局 1979
VG1-H5600 事件きりぬき帖　119号 － 毎日新聞社広告局 1979
VG1-H5601 事件きりぬき帖　120号 － 毎日新聞社広告局 1979
VG1-H5602 事件きりぬき帖　121号 － 毎日新聞社広告局 1979
VG1-H5603 事件きりぬき帖　122号 － 毎日新聞社広告局 1979
VG1-H5604 事件きりぬき帖　123号 － 毎日新聞社広告局 1979
VG1-H5605 事件きりぬき帖　124号 － 毎日新聞社広告局 1979
VG1-H5606 事件きりぬき帖　125号 － 毎日新聞社広告局 1979
VG1-H5607 事件きりぬき帖　126号 － 毎日新聞社広告局 1979
VG1-H5608 事件きりぬき帖　127号 － 毎日新聞社広告局 1979
VG1-H5609 事件きりぬき帖　128号　創刊10周年記念号 － 毎日新聞社広告局 1979
VG1-H5610 事件きりぬき帖　129号 － 毎日新聞社広告局 1980
VG1-H5611 事件きりぬき帖　130号 － 毎日新聞社広告局 1980
VG1-H5612 事件きりぬき帖　131号 － 毎日新聞社広告局 1980
VG1-H5560 事件きりぬき帖　79号 － 毎日新聞社広告局 1976
VG1-H5561 事件きりぬき帖　80号 － 毎日新聞社広告局 1976
VG1-H5562 事件きりぬき帖　81号 － 毎日新聞社広告局 1976
VG1-H5563 事件きりぬき帖　82号 － 毎日新聞社広告局 1976
VG1-H5564 事件きりぬき帖　83号 － 毎日新聞社広告局 1976
VG1-H5565 事件きりぬき帖　84号 － 毎日新聞社広告局 1976
VG1-H5566 事件きりぬき帖　85号 － 毎日新聞社広告局 1976
VG1-H5567 事件きりぬき帖　86号 － 毎日新聞社広告局 1976
VG1-H5568 事件きりぬき帖　87号 － 毎日新聞社広告局 1976
VG1-H5569 事件きりぬき帖　88号 － 毎日新聞社広告局 1976
VG1-H5570 事件きりぬき帖　89号 － 毎日新聞社広告局 1976
VG1-H5571 事件きりぬき帖　90号 － 毎日新聞社広告局 1977
VG1-H5572 事件きりぬき帖　91号　増刊 － 毎日新聞社広告局 1977
VG1-H5573 事件きりぬき帖　92号 － 毎日新聞社広告局 1977
VG1-H5574 事件きりぬき帖　93号 － 毎日新聞社広告局 1977
VG1-H5575 事件きりぬき帖　94号 － 毎日新聞社広告局 1977
VG1-H5576 事件きりぬき帖　95号 － 毎日新聞社広告局 1977
VG1-H5577 事件きりぬき帖　96号 － 毎日新聞社広告局 1977
VG1-H5578 事件きりぬき帖　97号 － 毎日新聞社広告局 1977
VG1-H5579 事件きりぬき帖　98号 － 毎日新聞社広告局 1977
VG1-H5580 事件きりぬき帖　99号 － 毎日新聞社広告局 1977
VG1-H3814 地獄の征服 阿部次郎 岩波書店 大正11
VG1-H5340 地獄の読書録 小林信彦 集英社 1980
VG1-H5160 地獄の爆彈 W.L.ローレンス 創元社 昭和26
VG1-H3148 地獄變 芥川龍之介 春陽堂 大正10
VG1-H6017 詩心の風光 片山敏彦 美篤書房 昭和21
VG1-H5987 仕事の妙味 石山堅吉 千倉書房 昭和11
VG1-H8861 事故のてんまつ 臼井吉見 筑摩書房 1977
VG1-H5809 資材統制と農林産業　2 － 農林大臣官房經濟課 昭和25
VG1-H5810 資材統制と農林産業　3 － 農林大臣官房經濟課 昭和25
VG1-H5811 資材統制と農林産業　4 － 農林大臣官房經濟課 昭和25
VG1-H5812 資材統制と農林産業　5 － 農林大臣官房經濟課 昭和25
VG1-H5813 資材統制と農林産業　6 － 農林大臣官房經濟課 昭和25
VG1-H5814 資材統制と農林産業　正誤表 － 農林大臣官房經濟課 昭和25
VG1-H6861 思索と體驗　三訂版 西田幾太郎 岩波書店 昭和15
VG1-H6862 思索と體驗　続 西田幾太郎 岩波書店 昭和12
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VG1-H6900 思索のあしあと 小泉信三 サンケイ新聞社出版局 昭和42
VG1-H5418 ｢死児｣という絵 吉岡実 思潮社 1980
VG1-H5453 獅子座　第2部　王政復古のこと(上) 臼井吉見 筑摩書房 1980

VG1-H7394 死者の書
矢島文夫　文　遠藤紀勝
写真

社界思想社 昭和61[1986]

VG1-H4478 詩集 山名將治 新鋭社 昭和32
VG1-H5242 詩集　曉の泉 片山敏彦 片山敏彦 昭和19
VG1-H3651 詩集　鮟鱇鯨 俵谷敏秋 北書房 1974
VG1-H8818 詩集　乾坤 草野心平 筑摩書房 昭和54
VG1-H9420 詩集　海沿いの道にて 川口澄子 思潮社 1986
VG1-H8817 詩集　雲気 草野心平 筑摩書房 昭和55
VG1-H8819 詩集　原音 草野心平 筑摩書房 昭和52
VG1-H4546 詩集　一人のために 安積得也 安積詩集刊行会 昭和36
VG1-H4045 詩集･二つの国 滝沢治平 毎日新聞社 昭和53
VG1-H3775 詩集　雪明りの路 伊藤整 伊藤貞子 昭和45
VG1-H4474 思春期の人間学 石田春夫 三共出版 1974
VG1-H10911 紙上古書展　第2回 － 紙魚之会 1991
VG1-H5519 紙上の嵐　谷沢永一文芸論集 谷沢永一 潮出版社 昭和56
VG1-H10571 辞書をつくる 見坊豪紀 玉川大学出版部 1976
VG1-H797 辞書をつくる　現代の日本語 見坊豪紀 玉川大学出版部 1976
VG1-H6633 辞書学その原理と実際 R.R.K.ハートマン 三省堂 1984

VG1-H8869 辞書学のすべて
シドニー・ランドウ　著
小島義郎　[ほか]　訳

研究社出版 1988

VG1-H2865 辞書事典総合目録 － 出版ニュース社 昭和36
VG1-H10397 辞書生活五十年史 斎藤精輔 図書出版社 1991
VG1-H10284 自叙伝　1 河上肇 岩波書店 1952
VG1-H10285 自叙伝　2 河上肇 岩波書店 1952
VG1-H10286 自叙伝　3 河上肇 岩波書店 1952
VG1-H10287 自叙伝　4 河上肇 岩波書店 1952
VG1-H10288 自叙伝　5 河上肇 岩波書店 1952
VG1-H6884 自敍傳の試み 和辻哲郎 中央公論社 昭和36
VG1-H796 辞書と日本語 見坊豪紀 玉川大学出版部 1977

VG1-H9155 辞書にない英語面白読本
辞書にないことば研究会
編

主婦と生活社 1986

VG1-H10112 辞書の世界史 トム･マッカーサー 三省堂 1991
VG1-H788 辞書の話 加藤康司 中央公論社 昭和51
VG1-H790 辞典の話 惣郷正明 東京堂出版 昭和46
VG1-H815 辞書のはなし － 角川書店 昭和40
VG1-H784 辞書風物誌 惣郷正明 朝日新聞社 昭和48

VG1-H783 辞書漫歩 惣郷正明
朝日イブニングニュース
社

昭和53

VG1-H6737 詩人石川善助　そのロマンの系譜 藤一也 萬葉堂出版 昭和56

VG1-H3450 詩人たち 伊達得夫
日本エディタースクール
出版部

昭和46

VG1-H8785 詩人たち　ユリイカ抄 伊達得夫
日本エディタースクール
出版部

昭和46

VG1-H3894 詩人の手紙 キーツ 冨山房 昭和52
VG1-H8591 地震予知と社会的反応 東京大学新聞研究所　編 東京大学新聞研究会 1979
VG1-H10864 静嘉堂文庫宋元版図録　解題扁 静嘉堂文庫　編 静嘉堂文庫 1992
VG1-H10863 静嘉堂文庫宋元版図録　図版扁 静嘉堂文庫　編 静嘉堂文庫 平成4
VG1-H4336 静かなドン　(一) ショーロホフ 岩波書店 昭和34
VG1-H4337 静かなドン　(二) ショーロホフ 岩波書店 昭和34
VG1-H4338 静かなドン　(三) ショーロホフ 岩波書店 昭和34
VG1-H4339 静かなドン　(四) ショーロホフ 岩波書店 昭和34
VG1-H4340 静かなドン　(五) ショーロホフ 岩波書店 昭和34
VG1-H4341 静かなドン　(六) ショーロホフ 岩波書店 昭和34
VG1-H4342 静かなドン　(七) ショーロホフ 岩波書店 昭和34
VG1-H4343 静かなドン　(八) ショーロホフ 岩波書店 昭和34
VG1-H10538 しづかな流 中勘助 岩波書店 1932
VG1-H4962 静かなる中心 スペンダー 國文社 1958
VG1-H4467 沈みつ浮きつ 山下龜三郎 四季社 昭和26

VG1-H8539 ｢死せる魂｣の社会史　近世ロシア農民の世界 土肥恒之
日本エディタースクール
出版部

1989

VG1-H2966 死線を越えて　下巻 賀川豊彦 改造社 大正13
VG1-H2967 死線を越えて　中巻 賀川豊彦 改造社 大正11
VG1-H2968 死線を越えて 賀川豊彦 改造社 大正10
VG1-H2972 死線を越えて 賀川豊彦 キリスト新聞社 昭和46
VG1-H3412 自然科学協会10年の歩み － 自然科学書協会 1956
VG1-H5650 自然と象徴 － 冨山房 1982
VG1-H4250 自然と人生 徳富蘆花 岩波書店 昭和23
VG1-H8104 自然と人生 徳富蘆花 日本近代文学館 1968[昭和43]

VG1-H8642 自然と民俗　心意のなかの動植物 篠原徹
日本エディタースクール
出版部

1990

VG1-H1203 思想言論の自由 ジョン･スチュアート･ミル 盛文館書店 大正3
VG1-H1117 思想･良心および言論の自由 清水英夫 一粒社 1966
VG1-H8394 思想改造工場 水島毅 世界日報社 1987
VG1-H9293 思想家の書誌　研究ノート 杉原四郎 日外アソシエーツ 1990
VG1-H11765 思想警察通論 重松鴻衛 日本警察社 昭和13年
VG1-H1160 思想警察通論　改訂増補 市松鴻衛 日本警察社 昭和16
VG1-H11658 思想戰讀本 情報局　編 内閣印刷局 昭和17年
VG1-H1237 思想統制　(現代史資料　42) 掛川トミ子　(編) みすず書房 1977
VG1-H1190 ｢思想の科學｣総索引　　1946年-1972年3月 － 思想の科学社 1972

61/172



布川文庫和図書タイトル五十音順 令和4年12月
国立国会図書館
人文総合情報室

請求記号 タイトル 著者名 出版者 出版年

VG1-H1158 思想の自由 長谷川正安 岩波書店 1976
VG1-H1263 思想の自由の歴史 J.B.ビュアリ 岩波書店 昭和26
VG1-H3542 思想の流れ 荒正人 毎日新聞社 昭和34
VG1-H3704 思想の遍歴　(上) 森戸辰男 春秋社 昭和47
VG1-H3705 思想の遍歴　(下) 森戸辰男 春秋社 昭和50
VG1-H1151 思想犯罪取締法要論 大竹武七郎 新光閣 昭和8
VG1-H1115 思想問題年表 － 青年教育普及会 昭和12
VG1-H4814 至尊の苦悩 小泉信三 内外情勢調査会 1964
VG1-H8686 児孫の為めに余の生涯を語る 山県悌三郎 弘隆社 1987
VG1-H2906 時代区分の成立根拠 大島康正 筑摩書房 昭和24
VG1-H7665 時代と文化 安倍能成 岩波書店 昭和16
VG1-H1666 時代の條件 池島重信　(編) 名取書店 昭和15
VG1-H10803 時代別　国語大辞典　上代編 上代語辞典編修委員会　編 三省堂 昭和42
VG1-H2324 ｢下請代金支払遅延等防止法｣　解説 － 公正取引協会 昭和31
VG1-H1629 下から読む新聞 永田久光 学風書院 昭和29
VG1-H1630 下から読む新聞 永田久光 学風書院 昭和29
VG1-H1002 史談裁判 森長英三郎 日本評論社 昭和44
VG1-H4460 絲竹集 竹田小時 ダイヤモンド社 昭和32
VG1-1608 思潮 [復刻版]　1巻1号 講談社 1917
VG1-H7858 視聴覚資料　図書館講座通論篇　8 矢口新 春陽堂 昭和29
VG1-H10676 史通内篇　東海大学古典叢書 西脇常記　訳注 東海大学出版会 1989

VG1-H2358
実演家　レコード製作者及び放送事業者の保護に関
する条約要覧

－ － 昭和38

VG1-H2385
実演家　レコード製作者及び放送事業者の保護に関
する条約要覧

－ － 昭和37

VG1-H2355
実演芸術家レコード製造者および放送事業者の保護
に関する国際条約案に対する諸政府の見解と提案

－ 文部省 昭和36

VG1-H4541 十誡　(ダス･ゲゼッツ) トーマス･マン 世界の日本社 1948
VG1-H2251 実学,著作権　(上) 鈴木敏夫 サイマル出版会 1976
VG1-H2252 実学,著作権　(下) 鈴木敏夫 サイマル出版会 1976

VG1-H11094
しっかり母さんとぐうたら息子の人生論　岩波ブッ
クレット　47

沢村貞子　植木等 岩波書店 1985

VG1-H447 ｢実業之日本｣の六十年と創立者･増田義一 － － -
VG1-H5281 実業之日本社七十年史 増田義彦 実業之日本社 昭和42
VG1-H5629 実業之日本社70年の歩み － － 昭和42
VG1-H4600 實在の省察 ロベルト･シンチンゲル 弘文堂書房 昭和23
VG1-H8290 実説内田百閒 雑賀進 論創社 1987
VG1-H4152 實説艸平記 内田百間 新潮社 昭和26
VG1-H5190 實踐理性批判 カント 創元社 昭和24
VG1-H4205 実踐論･矛盾論 毛沢東 岩波書店 昭和32
VG1-H5215 實存と虚無と頽廢 － 弘文堂 昭和24
VG1-H4449 實存主義者の時局觀 齋藤信治 學藝書房 昭和30
VG1-H4584 実存主義と革命 白井健三郎 現代思潮社 昭和35
VG1-H4141 實存哲学の話 高山岩男 寶文館 昭和24
VG1-H4969 實存理性の哲學 金子武蔵 弘文堂 昭和28

VG1-H6362 実態調査報告書　昭和56年度(製本白書) －
全日本製本工業組合連合
会

昭和57

VG1-H10060 実業之日本社七十年史 － 実業之日本社 1967[昭和42]
VG1-H2156 執筆　編集　校正 美作太郎　西沢秀雄 岩波書店 1964
VG1-H6093 執筆･編集･校正 美作太郎　ほか 岩波書店 1964
VG1-H2203 執筆･編集･校正･造本の仕方 美作太郎 ダイヤモンド社 昭和26
VG1-H2189 執筆･編集･校正･造本の仕方　(改訂) 美作太郎 ダイヤモンド社 昭和31
VG1-H6799 執筆　編集　校正 美作太郎　西沢秀雄 岩波書店 1964
VG1-H1250 疾風怒涛の巻　(回想の文学　①) 中島健蔵 平凡社 昭和52
VG1-H1974 実務･用字用語辞典 加藤康司 実務教育出版 昭和45
VG1-H7070 実務上より見たる出版法略義 成田総一郎 丸ノ内出版社 昭和8
VG1-H1838 実務文章の書き方と文法 白石大二 東京堂 昭和35
VG1-H2099 實用製本技術讀本 高橋秀三 製本社出版部 昭和11

VG1-H2260 実用法律事典10　著作権
中川善之助　阿部浩二
(編)

第1法規出版　(株) 昭和48

VG1-H793 実用本の辞典 植原路郎 出版ニュース社 昭和39
VG1-H4002 実録時事通信 木屋隆安 全貌社 昭和54
VG1-H400 実録文藝春秋時代　1 山本初太郎 原書房 昭和42
VG1-H401 実録文藝春秋時代　2 山本初太郎 原書房 昭和42
VG1-H2303 私的利用を目的とする音楽著作物のテープ録音 半田正夫 － -
VG1-H8448 私的録音･録画と複写に関する二つの論文 著作権資料協会　[編] 著作権資料協会 1988
VG1-H9119 辞典･事典総合目録　1989 出版年鑑編集部　編 出版ニュース社 1989
VG1-H10552 辞典･事典総合目録　1992 出版年鑑編集部　編 出版ニュース社 1992
VG1-H794 辞典･事典総合目録　'74 － 出版ニュース社 昭和49
VG1-H3967 辞典､事典の世界 杉本つとむ 桜楓社 昭和54
VG1-H8740 事典映画の図書 辻恭平 凱風社 1989
VG1-H6782 辞典活用ハンドブック 彌吉光長 出版ニュース社 1984
VG1-H2946 辞典･事典総合目録　'69 － 出版ニュース社 昭和43
VG1-H8765 自伝の書き方 保阪正康 新潮社 昭和63
VG1-H792 辞典の辞典 － 文和書房 昭和50
VG1-H9120 事典の小百科 紀田順一郎　千野栄一　編 大修館書店 1988
VG1-H9121 事典の小百科 紀田順一郎　千野栄一　編 大修館書店 1988
VG1-H10265 死と憐れみの書 ピエール･ロチ 白水社 1952
VG1-H2986 兒童自由詩集 － アルス 昭和3

VG1-H10917 児童書の新刊活動 －
全国出版協会出版科学研
究所

昭和57

VG1-H5523 児童生徒の漢字を書く能力とその基準 － 文部省 昭和27
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VG1-H1795 児童讀物の選び方 宮下正美 慶應出版社 昭和14
VG1-H6281 児童図書館　新版 小河内芳子　(編) 日本図書館協会 1982
VG1-H10079 児童図書館と私　上 小河内芳子 日外アソシエーツ 1981
VG1-H10080 児童図書館と私　下 小河内芳子 日外アソシエーツ 1981
VG1-H2919 児童図書目録　上巻 － 国立国会図書館 昭和46
VG1-H3888 児童の世紀 エレン･ケイ 冨山房 昭和54

VG1-H7859
児童のためのレファレンス･ブック　図書館講座サー
ビス篇　3

大門潔 春陽堂 昭和29

VG1-H3527 児童の村と生活学校 戸塚廉 双柿舎 1978

VG1-H9052 児童文学の世界　作品案内と入門講座
西本鶏介　偕成社編集部
編

偕成社 1988

VG1-H899 児童文学の戦後史 － 東京書籍 昭和53
VG1-H10640 児童文学の旅 石井桃子 岩波書店 1981
VG1-H11756 児童文学の旅 石井桃子 岩波書店 1981
VG1-H10758 児童文学論 坪田譲治 共文社 昭和51
VG1-H9918 児童文学論 リリアンH･スミス 岩波書店 昭和43
VG1-H8596 児童文化書々遊々 上笙一郎 出版ニュース社 1988
VG1-H5684 児童向出版物について － － 1953
VG1-H7184 斎藤茂吉展　生誕100年記念 － 山形県上山市 昭和57
VG1-H3995 児童読物よ､よみがえれ 山中恒 晶文社 1979
VG1-H4113 詩と哲學 谷川徹三 齋藤書店 昭和22
VG1-H6973 詩と反逆と死 大宅歩 文藝春秋 昭和41
VG1-H273 支那 山本實彦 改造社 昭和11
VG1-H6695 支那四千年史 後藤末雄 第一書房 昭和15
VG1-H6696 支那四千年史 後藤末雄 第一書房 昭和16
VG1-H8374 支那四千年史 後藤末雄 第一書房 昭和15
VG1-H4450 支那學研究法 武内義雄 岩波書店 昭和24
VG1-H4874 支那思想史 武内義雄 岩波書店 昭和22
VG1-H10267 支那思想と日本 津田左右吉 岩波書店 1938
VG1-H281 支那事変 山本實彦 改造社 昭和12
VG1-H11769 支那事變　北支之巻 山本實彦 改造社 昭和12年
VG1-H4253 支那小史　黄河の水 鳥山喜一 角川書店 昭和26
VG1-H4254 支那小史　黄河の水 鳥山喜一 角川書店 昭和29
VG1-H9817 支那人の古典とその生活 吉川幸次郎 岩波書店 1944
VG1-H5009 支那通史　巻之一 那珂通世 － [明治24]
VG1-H5010 支那通史　巻之二 那珂通世 － [明治24]
VG1-H5011 支那通史　巻之三 那珂通世 － [明治24]
VG1-H5012 支那通史　巻之三 那珂通世 － [明治24]
VG1-H5013 支那通史　巻之四 那珂通世 － [明治24]
VG1-H610 信濃書籍雑誌商組合三十年史 信濃書籍雑誌商組合 信濃毎日新聞社 昭和13
VG1-H4566 支那民俗誌　第六巻 永尾龍造 支那民俗誌刊行會 昭和17
VG1-H6005 シネマ人間紀行 高野悦子 毎日新聞社 昭和57
VG1-H7350 シネマ人間紀行 高野悦子 毎日新聞社 昭和57
VG1-H8426 詩のかきかたの秘密 松本利昭 松本書店 1981
VG1-H4555 篠田英之介詩集 篠田英之介 東京美術院 昭和37
VG1-H5003 篠田英之介詩集　仇野 篠田英之介 － 昭和40
VG1-H4554 篠田英之介詩集　海紅 篠田英之介 東京美術院 昭和37
VG1-H8425 詩の知しきの秘密 松本利昭 松本書店 1979
VG1-H369 しのぶ　草 － 野間左衛追悼録編纂会 昭和32
VG1-H11787 しのぶ草　野間左衛追悼録 野間左衛追悼録編纂会 野間左衛追悼録編纂会 昭和32年
VG1-H8492 詩の本 佐藤春夫 有信堂 昭和35
VG1-H4735 柴笛 澁川驍 筑摩書房 昭和21
VG1-H3580 私版　昭和文壇史 巖谷大四 虎見書房 昭和43
VG1-H8999 自費出版体験集 神戸康　[編] 東京経済 平成元年
VG1-H11046 自費出版読本 江口恒男 同信社 1984
VG1-H7415 自費出版入門 深田敦夫 日本機関紙出版センター 昭和61[1986]

VG1-H2066 支部史･千代田の印刷　　東京都印刷工業組合 －
東京都印刷工業組合　千
代田支部

昭和42

VG1-H10212 思文閣古書資料目録 － 思文閣出版 1991
VG1-H8319 自分を活かす生き方、殺す生き方 榎本博明　飯田耕一郎 力富書房 1988
VG1-H8820 自分を歪めないこと 串田孫一 リクルート出版 1988
VG1-H9535 思文閣古書資料目録　第120号 － 思文閣 1989.7
VG1-H9542 思文閣古書資料目録　第122号 － 思文閣 1990.5
VG1-H9939 自分探しの本棚 木下朋美 松香堂 1990

VG1-H7277 自分史　それぞれの書き方とまとめ方 鈴木政子
日本エディタースクール
出版部

1986

VG1-H6276 自分史の書き方 鈴木均 中経出版 昭和57
VG1-H6162 自分で仕立てる本 － 文化出版局 昭和52
VG1-H4095 自分の歩いた道 武者小路実篤 読売新聞社 昭和31
VG1-H1208 司法研究　第十四輯 － 司法省調査課 昭和6
VG1-H4255 脂肪の塊り モーパッサン 角川書店 昭和26
VG1-H4430 島崎藤村 渋川驍 筑摩書房 昭和39
VG1-H3883 島崎藤村･戦後文芸評論 平野謙 冨山房 昭和54
VG1-H6690 島村藤村文學讀本　秋冬の巻 島崎藤村 第一書房 昭和17
VG1-H11696 島津斎彬言行録 － 岩波書店 昭和19年11月
VG1-H5630 嶋中雄作　略年譜 － － 昭和46
VG1-H5631 嶋中雄作社長の思い出 － － 昭和46
VG1-H9328 四万十川　わが回想の八十年 小野恒雄 西田書店 1989
VG1-H5328 清水幾太郎と大宅壮一 松浦総三 世界政治経済研究所 1978
VG1-H989 清水幾太郎と大宅壮一 松浦総三 世界政治経済研究所 1978
VG1-H732 しみずうさぶらう畧伝 長井五郎 長井五郎 昭和45
VG1-H1704 紙魚の跡 赤堀又次郎 民友社 昭和5
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VG1-H86 蠧魚之自傳 内田魯庵 春秋社 昭和4
VG1-H10383 紙魚の退屈 富士正晴 人文書院 1972
VG1-H6275 紙魚午睡　本と本づくりの周辺 片柳庸史 サンブライト出版 昭和58
VG1-H9030 紙魚の昔がたり　明治大正篇 反町茂雄 八木書店 1990
VG1-H127 紙魚繁昌記 内田魯庵 書物展望社 昭和8
VG1-H77 紙魚繁昌記 内田魯庵 書物展望社 昭和18
VG1-H84 紙魚繁昌記 内田魯庵 書物展望社 昭和8
VG1-H58 紙魚文學 山口剛 三省堂大阪支店 昭和7
VG1-H5267 紙魚放光限定版　尾上蒐文洞古希記念 梶原正弘 詠品会 昭和56
VG1-H7433 紙魚昔がたり　昭和篇 反町茂雄　編 八木書店 昭和62
VG1-H88 蠧魚無駄話 庄司淺水 ブックドム社 昭和8
VG1-H11241 市民が地球を採点した　岩波ブックレット　216 地球の友　編 岩波書店 1991
VG1-H4047 市民社会と図書館の歩み 佐藤政孝 第一法規出版 昭和54
VG1-H5751 事務総論講義要綱　一般考査の部 － 国立国会図書館 昭和25
VG1-H5752 事務総論講義要綱　受入整理 － 国立国会図書館 昭和25
VG1-H4527 自滅の戰ひ 渡邊銕藏 東京修文館 昭和22
VG1-H10273 下中弥三郎 中野光 ほるぷ総連合 1972
VG1-H340 下中弥三郎 中野光 ほるぷ総連合 1971
VG1-H334 下中弥三郎事典 － 平凡社 昭和40
VG1-H1306 ジャーナリスト 池島信平　(他) 大蔵出版 1955
VG1-H1545 ジャーナリスト 酒井寅吉 平凡社 昭和31
VG1-H5332 ジャーナリスト 鈴木均 三一書房 1980
VG1-H6128 ジャーナリスト 鈴木均 三一書房 1980
VG1-H1305 ジャーナリストへの条件 小和田次郎 蝸牛社 1978
VG1-H3934 ジャーナリストへの条件 小和田次郎 蝸牛社 1797
VG1-H6784 ジャーナリスト感覚 太田克彦 冬樹社 昭和57
VG1-H1504 ジャアナリスト作法 進藤純孝 角川書店 昭和34
VG1-H1130 ジャアナリスト作法 進藤純孝 角川書店 昭和34
VG1-H3494 ジャーナリスト随筆選集　第3 － 言海書房 昭和11
VG1-H1304 ジャーナリストたちの履歴書 人間の科学の会 現代新社 1978
VG1-H3988 ジャーナリストたちの履歴書 － 現代新社 昭和54
VG1-H1129 ジャーナリストに何が可能か 鈴木均 三一書房 1972
VG1-H1543 ジャーナリスト入門 扇谷正造 実業之日本社 昭和41
VG1-H1544 ジャーナリスト入門 末松満　(編) みすず書房 昭和30
VG1-H6126 ジャーナリストの原点 － 大月書店 1982
VG1-H1516 ジャーナリストの誕生 ジャン･ダニエル サイマル出版会 1976
VG1-H6277 ジャーナリストへの条件 小和田次郎 蝸牛社 1979
VG1-H1004 ジャーナリズム 新井直之 東洋経済新報社 昭和54
VG1-H1509 ジャーナリズム 清水幾太郎 岩波書店 昭和24
VG1-H3841 ジャーナリズム 清水幾太郎 岩波書店 昭和24
VG1-H6943 ジャーナリズム読本 柳田邦夫 青峰社 昭和60[1985]
VG1-H1519 ジャーナリズムとその敵 鈴木均 芸立出版 昭和51
VG1-H1503 ジャーナリズム入門 － 銀杏書房 昭和23
VG1-H10312 ジャーナリズムの原点はゴシップである 鈴木明 マゼラン出版 1992
VG1-H1433 ジャーナリズムの思想 鶴見俊輔　(編) 筑摩書房 1966
VG1-H9926 ジャーナリズムの思想　現代日本思想大系　12 鶴見俊輔　編 筑摩書房 1965
VG1-H10523 ジャーナリズムの政治的機能 田中浩 御茶の水書房 1982
VG1-H406 ジャーナリズムの窓から 池島信平 修道社 昭和31
VG1-H7088 ジャーナリズムの読み方 戸叶陽三 太平出版社 昭和56[1981]
VG1-H1513 ジャーナリズムの理論と現象 喜多壮一郎 千倉書房 昭和7
VG1-H10031 ジャーナリズム博物誌 バルザック 新評論 1986

VG1-H10798 社会科学大事典　1
社会科学大事典編集委員会
編

鹿島出版会 1968

VG1-H10799 社会科学大事典　2
社会科学大事典編集委員会
編

鹿島出版会 1968

VG1-H10800 社会科学大事典　3
社会科学大事典編集委員会
編

鹿島出版会 1968

VG1-H4719 社会科学におけるシミュレーション リチャード･ドーリン　(他) 日本評論社 昭和40
VG1-H4046 社会科学入門 日高普 有斐閣 1980
VG1-H3812 社會科學年表　第一巻　1401年-1750年 山田秀雄　他　編 同文館 昭和31
VG1-H7629 社会科教材研究　1 林友春 法政大学通信教育部 昭和30
VG1-H3763 社會學講義 淸水幾太郎 岩波書店 昭和25
VG1-H4720 社會學講義 清水幾太郎 白日書院 昭和23
VG1-H3975 社会学の課題 T-ボットモア　梶谷素久 誠信書房 昭和55
VG1-H1411 社会学の方法 F.ズナニエッキー 新泉社 昭和46
VG1-H4194 社會再組織の科学的基礎 コント 岩波書店 昭和15

VG1-H6750 社会史研究　1　創刊号 阿部謹也　他
日本エディタースクール
出版部

昭和57

VG1-H2959 社会史研究　2 阿部謹也　他
日本エディタースクール
出版部

昭和58

VG1-H6603 社会史研究　5 阿部謹也　他
日本エディタースクール
出版部

昭和59

VG1-H3590 社会史研究　6 阿部謹也　(他)
日本エデイタースクール
出版部

昭和60

VG1-H330 社会思想研究会の歩み 社会思想研究会 社会思想社 昭和37
VG1-H1618 社会思想講座　他 高畠素之　(他) 文藝春秋社 大正14
VG1-H3951 社会思想史　(2) － 有斐閣 1979
VG1-H4797 社會思想史研究 小泉信三 和木書店 昭和22
VG1-H329 社会思想社小史 － 社会思想社 昭和42
VG1-H9305 社會史的思想史 三木清　[ほか] 岩波書店 1950[昭和25]

VG1-H5426 社会史への道 増田四郎
日本エディタースクール
出版部

1981
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VG1-H6634 社会主義の歴史　1　フランス革命から十九世紀末へ 関嘉彦 力富書房 1984
VG1-H7446 社会主義の歴史　2 関嘉彦 力富書房 昭和62[1987]
VG1-H3743 社會進化論 小山東助 博文館 昭和42
VG1-H3453 社会心理照魔鏡　-1956年版- 南博 光文社 昭和31
VG1-H1404 社会心理マス･コミュニケーション － 有斐閣 昭和47
VG1-H11824 社会心理ﾏｽ・ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ 佐藤毅他　編 有斐閣 昭和47年
VG1-H1362 社会生活とマスコミュニケーション － 近代科学社 昭和35
VG1-H1363 社会生活とマスコミュニケーション － 近代科学社 昭和35
VG1-H1963 社会通信教育の手引 － 文部省社会教育局 昭和39
VG1-H3054 社會的色慾論 緒方正清 丸善　(株)　書 明治32

VG1-H1391 社会的コミュニケーション
吉田民人　加藤秀俊　竹内
郁郎

培風館 昭和42

VG1-H7369 社会と秩序 立山龍彦 東海大学出版会 昭和61

VG1-H10961 社会ニーズの変化と出版業界 佐藤公久
全国出版協会出版科学研
究所

昭和62

VG1-H1859 社会の中の日本語 － 大修館書店 1976
VG1-H4685 社會の見方 串田孫一 岡書院 昭和26
VG1-H11682 社史・経済団体史展示目録 － 経団連図書館 1982年
VG1-H8572 社史についての文献一覧　解題付 近江哲史　編 ユニ･カレッジ 1989
VG1-H8036 邪宗門 北原白秋 日本近代文学館 1968
VG1-H731 写真130年史 田中雅夫 ダヴィット社 1974
VG1-H9521 写真150年展｢渡来から今日まで｣ － コニカプラザ 1989
VG1-H1437 写真ジャーナリズム 岸哲男 ダヴィッド社 1972
VG1-H6338 写真ジャーナリズム 岸哲男 ダヴィット社 1977
VG1-H8739 写真ジャーナリズム 岸哲男 ダヴィット社 1969
VG1-H6299 写真集　薗部澄　ふるさと 薗部澄 朝日新聞社 1983
VG1-H5816 写真集精興社印刷工場 － － -
VG1-H5365 写真昭和小史 － 東京写真大学同窓会 昭和52
VG1-H11553 写真植字 － 大日本印刷　株式会社 -
VG1-H2087 写真植字機五十年 馬渡力　(編) (株)　モリサワ 昭和49

VG1-H2124 写真植字機とともに三十八年※ 森沢信夫
モリサワ写真植字機製作
所

昭和35

VG1-H11538 写真植字統一見本帳 － モリサワ -

VG1-H2229 写真製版工業史 －
東京写真製版工業協同組
合

昭和42

VG1-H2230 写真製版工業史 －
東京写真製版工業協同組
合

昭和42

VG1-H888 写真製版ダイジェスト 山本隆太郎 印刷学会出版部 昭和54
VG1-H7692 写真にみる日本の本 庄司浅水 保育社 昭和59
VG1-H8512 社団法人　日本音楽著作権協会50年史 日本音楽著作権協会 日本音楽著作権協会 1989
VG1-H6322 社団法人教科書協会30年史 － 教科書協会 昭和59
VG1-H9162 社団法人日本雑誌協会会員社発行雑誌一覧 － 日本雑誌協会 昭和63
VG1-H497 社団法人日本事務能率協会20年のあゆみ － 日本事務能率協会 昭和44
VG1-H325 社団法人農山漁村文化協会三十五年史 － 農山漁村文化協会 昭和51
VG1-H10262 社長よ命を賭けろ 三鬼陽之助 講談社 1983
VG1-H4634 ジヤック･マリタンの政治哲学 田中耕太郎 有斐閣 [1949]
VG1-H8048 赤光 斎藤茂吉 日本近代文学館 1968

VG1-H1340 社内コミュニケーションの実際 －
日本経営者団体連盟弘報
部

昭和34

VG1-H1661 社内報　-理論と実務- －
日本経営者団体連盟弘報
部

昭和43

VG1-H1878 社内報活動の考え方･進め方 －
日本経営者団体連盟弘報
部

昭和45

VG1-H1660 社内報実務の手びき －
日本経営者団体連盟弘報
部

昭和36

VG1-H1664 社内報のしおり －
日本経営者団体連盟弘報
部

昭和30

VG1-H1861 社内報発行の手引き　(効果をあげるための) 大野明男 実業之日本社 昭和41
VG1-H3091 謝肉祭 － 三中堂 1976
VG1-H6315 喋る　平凡出版38年のあゆみ － マガジンハウス 1983
VG1-H3071 斜陽 太宰治 新潮社 昭和23
VG1-H3177 シャルダン － 青木書店 1952

VG1-H9982 出版の正像を求めて 小宮山量平
日本エディタースクール
出版部

1985

VG1-H9985 銃 岩堂憲人 小学館 1982
VG1-H5093 周易の起源 田口福司郎 明治書院 昭和35
VG1-1087 週刊朝日百科･世界の地理　407号 朝日新聞社 1983
VG1-802 週刊アルファ : 大世界百科　検討用見本号 日本メール・オーダー社 1970
VG1-802 週刊アルファ : 大世界百科　第1号 日本メール・オーダー社 1970
VG1-802 週刊アルファ : 大世界百科　第2号 日本メール・オーダー社 1970
VG1-802 週刊アルファ : 大世界百科　第3号 日本メール・オーダー社 1970
VG1-802 週刊アルファ : 大世界百科　第4号 日本メール・オーダー社 1970
VG1-802 週刊アルファ : 大世界百科　第5号 日本メール・オーダー社 1970
VG1-802 週刊アルファ : 大世界百科　第6号 日本メール・オーダー社 1970
VG1-802 週刊アルファ : 大世界百科　第7号 日本メール・オーダー社 1970
VG1-802 週刊アルファ : 大世界百科　第8号 日本メール・オーダー社 1970
VG1-802 週刊アルファ : 大世界百科　第9号 日本メール・オーダー社 1970
VG1-802 週刊アルファ : 大世界百科　第10号 日本メール・オーダー社 1970
VG1-802 週刊アルファ : 大世界百科　第11号 日本メール・オーダー社 1970
VG1-802 週刊アルファ : 大世界百科　第12号 日本メール・オーダー社 1970
VG1-802 週刊アルファ : 大世界百科　第13号 日本メール・オーダー社 1970
VG1-802 週刊アルファ : 大世界百科　第14号 日本メール・オーダー社 1970
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VG1-802 週刊アルファ : 大世界百科　第15号 日本メール・オーダー社 1970
VG1-802 週刊アルファ : 大世界百科　第16号 日本メール・オーダー社 1971
VG1-802 週刊アルファ : 大世界百科　第17号 日本メール・オーダー社 1971
VG1-802 週刊アルファ : 大世界百科　第18号 日本メール・オーダー社 1971
VG1-802 週刊アルファ : 大世界百科　第19号 日本メール・オーダー社 1971
VG1-802 週刊アルファ : 大世界百科　第20号 日本メール・オーダー社 1971
VG1-802 週刊アルファ : 大世界百科　第21号 日本メール・オーダー社 1971
VG1-802 週刊アルファ : 大世界百科　第22号 日本メール・オーダー社 1971
VG1-802 週刊アルファ : 大世界百科　第23号 日本メール・オーダー社 1971
VG1-802 週刊アルファ : 大世界百科　第24号 日本メール・オーダー社 1971
VG1-802 週刊アルファ : 大世界百科　第25号 日本メール・オーダー社 1971
VG1-802 週刊アルファ : 大世界百科　第26号 日本メール・オーダー社 1971
VG1-802 週刊アルファ : 大世界百科　第27号 日本メール・オーダー社 1971
VG1-802 週刊アルファ : 大世界百科　第28号 日本メール・オーダー社 1971
VG1-802 週刊アルファ : 大世界百科　第29号 日本メール・オーダー社 1971
VG1-802 週刊アルファ : 大世界百科　第30号 日本メール・オーダー社 1971
VG1-802 週刊アルファ : 大世界百科　第31号 日本メール・オーダー社 1971
VG1-802 週刊アルファ : 大世界百科　第32号 日本メール・オーダー社 1971
VG1-802 週刊アルファ : 大世界百科　第33号 日本メール・オーダー社 1971
VG1-802 週刊アルファ : 大世界百科　第34号 日本メール・オーダー社 1971
VG1-802 週刊アルファ : 大世界百科　第35号 日本メール・オーダー社 1971
VG1-802 週刊アルファ : 大世界百科　第36号 日本メール・オーダー社 1971
VG1-802 週刊アルファ : 大世界百科　第37号 日本メール・オーダー社 1971
VG1-802 週刊アルファ : 大世界百科　第38号 日本メール・オーダー社 1971
VG1-802 週刊アルファ : 大世界百科　第39号 日本メール・オーダー社 1971
VG1-802 週刊アルファ : 大世界百科　第40号 日本メール・オーダー社 1971
VG1-802 週刊アルファ : 大世界百科　第41号 日本メール・オーダー社 1971
VG1-802 週刊アルファ : 大世界百科　第42号 日本メール・オーダー社 1971
VG1-802 週刊アルファ : 大世界百科　第43号 日本メール・オーダー社 1971
VG1-802 週刊アルファ : 大世界百科　第44号 日本メール・オーダー社 1971
VG1-802 週刊アルファ : 大世界百科　第45号 日本メール・オーダー社 1971
VG1-802 週刊アルファ : 大世界百科　第46号 日本メール・オーダー社 1971
VG1-802 週刊アルファ : 大世界百科　第47号 日本メール・オーダー社 1971
VG1-802 週刊アルファ : 大世界百科　第48号 日本メール・オーダー社 1971
VG1-802 週刊アルファ : 大世界百科　第49号 日本メール・オーダー社 1971
VG1-802 週刊アルファ : 大世界百科　第50号 日本メール・オーダー社 1971
VG1-802 週刊アルファ : 大世界百科　第51号 日本メール・オーダー社 1971
VG1-802 週刊アルファ : 大世界百科　第52号 日本メール・オーダー社 1971
VG1-802 週刊アルファ : 大世界百科　第53号 日本メール・オーダー社 1971
VG1-802 週刊アルファ : 大世界百科　第54号 日本メール・オーダー社 1971
VG1-802 週刊アルファ : 大世界百科　第55号 日本メール・オーダー社 1971
VG1-802 週刊アルファ : 大世界百科　第56号 日本メール・オーダー社 1971
VG1-802 週刊アルファ : 大世界百科　第57号 日本メール・オーダー社 1971
VG1-802 週刊アルファ : 大世界百科　第58号 日本メール・オーダー社 1971
VG1-802 週刊アルファ : 大世界百科　第59号 日本メール・オーダー社 1971
VG1-802 週刊アルファ : 大世界百科　第60号 日本メール・オーダー社 1971
VG1-1678 週刊アルファ : 大世界百科　第61号 日本メール・オーダー社 1971
VG1-1678 週刊アルファ : 大世界百科　第62号 日本メール・オーダー社 1971
VG1-1678 週刊アルファ : 大世界百科　第63号 日本メール・オーダー社 1971
VG1-1678 週刊アルファ : 大世界百科　第64号 日本メール・オーダー社 1971
VG1-1678 週刊アルファ : 大世界百科　第65号 日本メール・オーダー社 1971
VG1-1678 週刊アルファ : 大世界百科　第66号 日本メール・オーダー社 1971
VG1-1678 週刊アルファ : 大世界百科　第67号 日本メール・オーダー社 1971
VG1-1678 週刊アルファ : 大世界百科　第68号 日本メール・オーダー社 1972
VG1-1678 週刊アルファ : 大世界百科　第69号 日本メール・オーダー社 1972
VG1-1678 週刊アルファ : 大世界百科　第70号 日本メール・オーダー社 1972
VG1-1678 週刊アルファ : 大世界百科　第71号 日本メール・オーダー社 1972
VG1-1678 週刊アルファ : 大世界百科　第72号 日本メール・オーダー社 1972
VG1-1678 週刊アルファ : 大世界百科　第73号 日本メール・オーダー社 1972
VG1-1678 週刊アルファ : 大世界百科　第74号 日本メール・オーダー社 1972
VG1-1678 週刊アルファ : 大世界百科　第75号 日本メール・オーダー社 1972
VG1-1678 週刊アルファ : 大世界百科　第76号 日本メール・オーダー社 1972
VG1-1678 週刊アルファ : 大世界百科　第77号 日本メール・オーダー社 1972
VG1-1678 週刊アルファ : 大世界百科　第78号 日本メール・オーダー社 1972
VG1-1678 週刊アルファ : 大世界百科　第79号 日本メール・オーダー社 1972
VG1-1678 週刊アルファ : 大世界百科　第80号 日本メール・オーダー社 1972
VG1-1678 週刊アルファ : 大世界百科　第81号 日本メール・オーダー社 1972
VG1-1678 週刊アルファ : 大世界百科　第82号 日本メール・オーダー社 1972
VG1-1678 週刊アルファ : 大世界百科　第83号 日本メール・オーダー社 1972
VG1-1678 週刊アルファ : 大世界百科　第84号 日本メール・オーダー社 1972
VG1-1678 週刊アルファ : 大世界百科　第85号 日本メール・オーダー社 1972
VG1-1678 週刊アルファ : 大世界百科　第86号 日本メール・オーダー社 1972
VG1-1678 週刊アルファ : 大世界百科　第87号 日本メール・オーダー社 1972
VG1-1678 週刊アルファ : 大世界百科　第88号 日本メール・オーダー社 1972
VG1-1678 週刊アルファ : 大世界百科　第89号 日本メール・オーダー社 1972
VG1-1678 週刊アルファ : 大世界百科　第90号 日本メール・オーダー社 1972
VG1-1678 週刊アルファ : 大世界百科　第91号 日本メール・オーダー社 1972
VG1-1678 週刊アルファ : 大世界百科　第92号 日本メール・オーダー社 1972
VG1-1678 週刊アルファ : 大世界百科　第93号 日本メール・オーダー社 1972
VG1-1678 週刊アルファ : 大世界百科　第94号 日本メール・オーダー社 1972
VG1-1678 週刊アルファ : 大世界百科　第95号 日本メール・オーダー社 1972
VG1-1678 週刊アルファ : 大世界百科　第96号 日本メール・オーダー社 1972
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VG1-1678 週刊アルファ : 大世界百科　第97号 日本メール・オーダー社 1972
VG1-1678 週刊アルファ : 大世界百科　第98号 日本メール・オーダー社 1972
VG1-1678 週刊アルファ : 大世界百科　第99号 日本メール・オーダー社 1972
VG1-1678 週刊アルファ : 大世界百科　第100号 日本メール・オーダー社 1972
VG1-1678 週刊アルファ : 大世界百科　第101号 日本メール・オーダー社 1972
VG1-1678 週刊アルファ : 大世界百科　第102号 日本メール・オーダー社 1972
VG1-1678 週刊アルファ : 大世界百科　第103号 日本メール・オーダー社 1972
VG1-1678 週刊アルファ : 大世界百科　第104号 日本メール・オーダー社 1972
VG1-1678 週刊アルファ : 大世界百科　第105号 日本メール・オーダー社 1972
VG1-1678 週刊アルファ : 大世界百科　第106号 日本メール・オーダー社 1972
VG1-1678 週刊アルファ : 大世界百科　第107号 日本メール・オーダー社 1972
VG1-1678 週刊アルファ : 大世界百科　第108号 日本メール・オーダー社 1972
VG1-1678 週刊アルファ : 大世界百科　第109号 日本メール・オーダー社 1972
VG1-1678 週刊アルファ : 大世界百科　第110号 日本メール・オーダー社 1972
VG1-1678 週刊アルファ : 大世界百科　第111号 日本メール・オーダー社 1972
VG1-1678 週刊アルファ : 大世界百科　第112号 日本メール・オーダー社 1972
VG1-1678 週刊アルファ : 大世界百科　第113号 日本メール・オーダー社 1972
VG1-1678 週刊アルファ : 大世界百科　第114号 日本メール・オーダー社 1972
VG1-1678 週刊アルファ : 大世界百科　第115号 日本メール・オーダー社 1972
VG1-1678 週刊アルファ : 大世界百科　第116号 日本メール・オーダー社 1972
VG1-1678 週刊アルファ : 大世界百科　第117号 日本メール・オーダー社 1972
VG1-1678 週刊アルファ : 大世界百科　第118号 日本メール・オーダー社 1972
VG1-1678 週刊アルファ : 大世界百科　第119号 日本メール・オーダー社 1972
VG1-1678 週刊アルファ : 大世界百科　第120号 日本メール・オーダー社 1973
VG1-1678 週刊アルファ : 大世界百科　第121号 日本メール・オーダー社 1973
VG1-1678 週刊アルファ : 大世界百科　第122号 日本メール・オーダー社 1973
VG1-1678 週刊アルファ : 大世界百科　第123号 日本メール・オーダー社 1973
VG1-1678 週刊アルファ : 大世界百科　第124号 日本メール・オーダー社 1973
VG1-1678 週刊アルファ : 大世界百科　第125号 日本メール・オーダー社 1973
VG1-1678 週刊アルファ : 大世界百科　第126号 日本メール・オーダー社 1973
VG1-1678 週刊アルファ : 大世界百科　第127号 日本メール・オーダー社 1973
VG1-1678 週刊アルファ : 大世界百科　第128号 日本メール・オーダー社 1973
VG1-1678 週刊アルファ : 大世界百科　第129号 日本メール・オーダー社 1973
VG1-1678 週刊アルファ : 大世界百科　第130号 日本メール・オーダー社 1973
VG1-1678 週刊アルファ : 大世界百科　第131号 日本メール・オーダー社 1973
VG1-1678 週刊アルファ : 大世界百科　第132号 日本メール・オーダー社 1973
VG1-1678 週刊アルファ : 大世界百科　第133号 日本メール・オーダー社 1973
VG1-1678 週刊アルファ : 大世界百科　第134号 日本メール・オーダー社 1973
VG1-1678 週刊アルファ : 大世界百科　第135号 日本メール・オーダー社 1973
VG1-1678 週刊アルファ : 大世界百科　第136号 日本メール・オーダー社 1973
VG1-1678 週刊アルファ : 大世界百科　第137号 日本メール・オーダー社 1973
VG1-1678 週刊アルファ : 大世界百科　第138号 日本メール・オーダー社 1973
VG1-1678 週刊アルファ : 大世界百科　第139号 日本メール・オーダー社 1973
VG1-1678 週刊アルファ : 大世界百科　第140号 日本メール・オーダー社 1973
VG1-1678 週刊アルファ : 大世界百科　第141号 日本メール・オーダー社 1973
VG1-1678 週刊アルファ : 大世界百科　第142号 日本メール・オーダー社 1973
VG1-1678 週刊アルファ : 大世界百科　第143号 日本メール・オーダー社 1973
VG1-1678 週刊アルファ : 大世界百科　第144号 日本メール・オーダー社 1973
VG1-1678 週刊アルファ : 大世界百科　第145号 日本メール・オーダー社 1973
VG1-1678 週刊アルファ : 大世界百科　第146号 日本メール・オーダー社 1973
VG1-1678 週刊アルファ : 大世界百科　第147号 日本メール・オーダー社 1973
VG1-1678 週刊アルファ : 大世界百科　第148号 日本メール・オーダー社 1973
VG1-1678 週刊アルファ : 大世界百科　第149号 日本メール・オーダー社 1973
VG1-1678 週刊アルファ : 大世界百科　第150号 日本メール・オーダー社 1973
VG1-1678 週刊アルファ : 大世界百科　第151号 日本メール・オーダー社 1973
VG1-1678 週刊アルファ : 大世界百科　第152号 日本メール・オーダー社 1973
VG1-1678 週刊アルファ : 大世界百科　第153号 日本メール・オーダー社 1973
VG1-1678 週刊アルファ : 大世界百科　第154号 日本メール・オーダー社 1973
VG1-1678 週刊アルファ : 大世界百科　第155号 日本メール・オーダー社 1973
VG1-1678 週刊アルファ : 大世界百科　第156号 日本メール・オーダー社 1973
VG1-1678 週刊アルファ : 大世界百科　第157号 日本メール・オーダー社 1973
VG1-1678 週刊アルファ : 大世界百科　第158号 日本メール・オーダー社 1973
VG1-1678 週刊アルファ : 大世界百科　第159号 日本メール・オーダー社 1973
VG1-1678 週刊アルファ : 大世界百科　第160号 日本メール・オーダー社 1973
VG1-1678 週刊アルファ : 大世界百科　第161号 日本メール・オーダー社 1973
VG1-1678 週刊アルファ : 大世界百科　第162号 日本メール・オーダー社 1973
VG1-1678 週刊アルファ : 大世界百科　第163号 日本メール・オーダー社 1973
VG1-1678 週刊アルファ : 大世界百科　第164号 日本メール・オーダー社 1973
VG1-1678 週刊アルファ : 大世界百科　第165号 日本メール・オーダー社 1973
VG1-1678 週刊アルファ : 大世界百科　第166号 日本メール・オーダー社 1973
VG1-1678 週刊アルファ : 大世界百科　第167号 日本メール・オーダー社 1973
VG1-1678 週刊アルファ : 大世界百科　第168号 日本メール・オーダー社 1973
VG1-1678 週刊アルファ : 大世界百科　第169号 日本メール・オーダー社 1973
VG1-1678 週刊アルファ : 大世界百科　第170号 日本メール・オーダー社 1973
VG1-1678 週刊アルファ : 大世界百科　第171号 日本メール・オーダー社 1973
VG1-1678 週刊アルファ : 大世界百科　第172号 日本メール・オーダー社 1974
VG1-1678 週刊アルファ : 大世界百科　第173号 日本メール・オーダー社 1974
VG1-1678 週刊アルファ : 大世界百科　第174号 日本メール・オーダー社 1974
VG1-1678 週刊アルファ : 大世界百科　第175号 日本メール・オーダー社 1974
VG1-1678 週刊アルファ : 大世界百科　第176号 日本メール・オーダー社 1974
VG1-1678 週刊アルファ : 大世界百科　第177号 日本メール・オーダー社 1974
VG1-1678 週刊アルファ : 大世界百科　第178号　第2版 日本メール・オーダー社 1974
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VG1-1678 週刊アルファ : 大世界百科　第179号 日本メール・オーダー社 1974
VG1-1678 週刊アルファ : 大世界百科　第180号 日本メール・オーダー社 1974
VG1-1678 週刊アルファ : 大世界百科　第181号 日本メール・オーダー社 1974
VG1-1678 週刊アルファ : 大世界百科　第182号 日本メール・オーダー社 1974
VG1-1678 週刊アルファ : 大世界百科　第183号 日本メール・オーダー社 1974
VG1-1678 週刊アルファ : 大世界百科　第184号 日本メール・オーダー社 1974
VG1-1678 週刊アルファ : 大世界百科　第185号 日本メール・オーダー社 1974
VG1-1678 週刊アルファ : 大世界百科　第186号 日本メール・オーダー社 1974
VG1-1678 週刊アルファ : 大世界百科　第187号 日本メール・オーダー社 1974
VG1-1678 週刊アルファ : 大世界百科　第188号 日本メール・オーダー社 1974
VG1-1678 週刊アルファ : 大世界百科　第189号 日本メール・オーダー社 1974
VG1-1678 週刊アルファ : 大世界百科　第190号 日本メール・オーダー社 1974
VG1-1678 週刊アルファ : 大世界百科　第191号 日本メール・オーダー社 1974
VG1-1678 週刊アルファ : 大世界百科　第192号 日本メール・オーダー社 1974
VG1-1678 週刊アルファ : 大世界百科　第193号 日本メール・オーダー社 1974
VG1-1678 週刊アルファ : 大世界百科　第194号 日本メール・オーダー社 1974
VG1-1678 週刊アルファ : 大世界百科　第195号 日本メール・オーダー社 1974
VG1-1678 週刊アルファ : 大世界百科　第196号 日本メール・オーダー社 1974
VG1-1678 週刊アルファ : 大世界百科　第197号 日本メール・オーダー社 1974
VG1-1678 週刊アルファ : 大世界百科　第198号 日本メール・オーダー社 1974
VG1-1678 週刊アルファ : 大世界百科　第199号 日本メール・オーダー社 1974
VG1-1678 週刊アルファ : 大世界百科　第200号 日本メール・オーダー社 1974
VG1-1678 週刊アルファ : 大世界百科　第201号 日本メール・オーダー社 1974
VG1-1678 週刊アルファ : 大世界百科　第202号 日本メール・オーダー社 1974
VG1-1678 週刊アルファ : 大世界百科　第203号 日本メール・オーダー社 1974
VG1-1678 週刊アルファ : 大世界百科　第204号 日本メール・オーダー社 1974
VG1-1678 週刊アルファ : 大世界百科　第205号 日本メール・オーダー社 1974
VG1-1678 週刊アルファ : 大世界百科　第206号 日本メール・オーダー社 1974
VG1-1678 週刊アルファ : 大世界百科　第207号 日本メール・オーダー社 1974
VG1-1678 週刊アルファ : 大世界百科　第208号 日本メール・オーダー社 1974
VG1-1678 週刊アルファ : 大世界百科　第209号 日本メール・オーダー社 1974
VG1-1678 週刊アルファ : 大世界百科　第210号 日本メール・オーダー社 1974
VG1-1678 週刊アルファ : 大世界百科　第211号 日本メール・オーダー社 1974
VG1-1678 週刊アルファ : 大世界百科　第212号 日本メール・オーダー社 1974
VG1-1678 週刊アルファ : 大世界百科　第213号 日本メール・オーダー社 1974
VG1-1678 週刊アルファ : 大世界百科　第214号 日本メール・オーダー社 1974
VG1-1678 週刊アルファ : 大世界百科　第215号 日本メール・オーダー社 1974
VG1-1678 週刊アルファ : 大世界百科　第216号 日本メール・オーダー社 1974
VG1-1678 週刊アルファ : 大世界百科　第217号 日本メール・オーダー社 1974
VG1-1678 週刊アルファ : 大世界百科　第218号 日本メール・オーダー社 1974
VG1-1678 週刊アルファ : 大世界百科　第219号 日本メール・オーダー社 1974
VG1-1678 週刊アルファ : 大世界百科　第220号 日本メール・オーダー社 1974
VG1-1678 週刊アルファ : 大世界百科　第221号 日本メール・オーダー社 1974
VG1-1678 週刊アルファ : 大世界百科　第222号 日本メール・オーダー社 1974
VG1-1678 週刊アルファ : 大世界百科　第223号 日本メール・オーダー社 1974
VG1-1678 週刊アルファ : 大世界百科　第224号 日本メール・オーダー社 1974
VG1-1678 週刊アルファ : 大世界百科　第225号 日本メール・オーダー社 1975
VG1-1678 週刊アルファ : 大世界百科　第226号 日本メール・オーダー社 1975
VG1-1678 週刊アルファ : 大世界百科　第227号 日本メール・オーダー社 1975
VG1-1678 週刊アルファ : 大世界百科　第228号 日本メール・オーダー社 1975
VG1-1678 週刊アルファ : 大世界百科　第229号 日本メール・オーダー社 1975
VG1-1678 週刊アルファ : 大世界百科　第230号 日本メール・オーダー社 1975
VG1-1678 週刊アルファ : 大世界百科　第231号 日本メール・オーダー社 1975
VG1-1678 週刊アルファ : 大世界百科　第232号 日本メール・オーダー社 1975
VG1-1678 週刊アルファ : 大世界百科　第233号 日本メール・オーダー社 1975
VG1-1678 週刊アルファ : 大世界百科　第234号 日本メール・オーダー社 1975
VG1-1678 週刊アルファ : 大世界百科　第235号 日本メール・オーダー社 1975
VG1-1678 週刊アルファ : 大世界百科　第236号 日本メール・オーダー社 1975
VG1-1678 週刊アルファ : 大世界百科　第237号 日本メール・オーダー社 1975
VG1-1678 週刊アルファ : 大世界百科　第238号 日本メール・オーダー社 1975
VG1-1678 週刊アルファ : 大世界百科　第239号 日本メール・オーダー社 1975
VG1-1678 週刊アルファ : 大世界百科　第240号 日本メール・オーダー社 1975
VG1-1678 週刊アルファ : 大世界百科　第241号 日本メール・オーダー社 1975
VG1-1678 週刊アルファ : 大世界百科　第242号 日本メール・オーダー社 1975
VG1-1678 週刊アルファ : 大世界百科　第243号 日本メール・オーダー社 1975
VG1-1678 週刊アルファ : 大世界百科　第244号 日本メール・オーダー社 1975
VG1-1678 週刊アルファ : 大世界百科　第245号 日本メール・オーダー社 1975
VG1-1678 週刊アルファ : 大世界百科　第246号 日本メール・オーダー社 1975
VG1-1678 週刊アルファ : 大世界百科　第247号 日本メール・オーダー社 1975
VG1-1678 週刊アルファ : 大世界百科　第248号 日本メール・オーダー社 1975
VG1-1678 週刊アルファ : 大世界百科　第249号 日本メール・オーダー社 1975
VG1-1678 週刊アルファ : 大世界百科　第250号 日本メール・オーダー社 1975
VG1-1678 週刊アルファ : 大世界百科　第251号 日本メール・オーダー社 1975
VG1-1678 週刊アルファ : 大世界百科　第252号 日本メール・オーダー社 1975
VG1-1678 週刊アルファ : 大世界百科　第253号 日本メール・オーダー社 1975
VG1-1678 週刊アルファ : 大世界百科　第254号 日本メール・オーダー社 1975
VG1-1678 週刊アルファ : 大世界百科　第255号 日本メール・オーダー社 1975
VG1-1678 週刊アルファ : 大世界百科　第256号 日本メール・オーダー社 1975
VG1-1678 週刊アルファ : 大世界百科　第257号 日本メール・オーダー社 1975
VG1-1678 週刊アルファ : 大世界百科　第258号 日本メール・オーダー社 1975
VG1-1678 週刊アルファ : 大世界百科　第259号 日本メール・オーダー社 1975
VG1-1678 週刊アルファ : 大世界百科　第260号 日本メール・オーダー社 1975
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VG1-1678 週刊アルファ : 大世界百科　第261号 日本メール・オーダー社 1975
VG1-1678 週刊アルファ : 大世界百科　第262号 日本メール・オーダー社 1975
VG1-1678 週刊アルファ : 大世界百科　第263号 日本メール・オーダー社 1975
VG1-1678 週刊アルファ : 大世界百科　第264号 日本メール・オーダー社 1975

VG1-1678 週刊アルファ : 大世界百科　第265号
（株）日本メール・オー
ダー

1975

VG1-1678 週刊アルファ : 大世界百科　第266号
（株）日本メール・オー
ダー

1975

VG1-1678 週刊アルファ : 大世界百科　第267号
（株）日本メール・オー
ダー

1975

VG1-1678 週刊アルファ : 大世界百科　第268号
（株）日本メール・オー
ダー

1975

VG1-1678 週刊アルファ : 大世界百科　第269号
（株）日本メール・オー
ダー

1975

VG1-1678 週刊アルファ : 大世界百科　第270号
（株）日本メール・オー
ダー

1975

VG1-1678 週刊アルファ : 大世界百科　第271号
（株）日本メール・オー
ダー

1975

VG1-1678 週刊アルファ : 大世界百科　第272号
（株）日本メール・オー
ダー

1975

VG1-1678 週刊アルファ : 大世界百科　第273号
（株）日本メール・オー
ダー

1975

VG1-1678 週刊アルファ : 大世界百科　第274号
（株）日本メール・オー
ダー

1975

VG1-1678 週刊アルファ : 大世界百科　第275号
（株）日本メール・オー
ダー

1975

VG1-1678 週刊アルファ : 大世界百科　第276号
（株）日本メール・オー
ダー

1975

VG1-1678 週刊アルファ : 大世界百科　第277号
（株）日本メール・オー
ダー

1975

VG1-1678 週刊アルファ : 大世界百科　第278号
（株）日本メール・オー
ダー

1976

VG1-1678 週刊アルファ : 大世界百科　第279号
（株）日本メール・オー
ダー

1976

VG1-1678 週刊アルファ : 大世界百科　第280号
（株）日本メール・オー
ダー

1976

VG1-1678 週刊アルファ : 大世界百科　第281号
（株）日本メール・オー
ダー

1976

VG1-1678 週刊アルファ : 大世界百科　第282号
（株）日本メール・オー
ダー

1976

VG1-1678 週刊アルファ : 大世界百科　第283号
（株）日本メール・オー
ダー

1976

VG1-1678 週刊アルファ : 大世界百科　第284号
（株）日本メール・オー
ダー

1976

VG1-1678 週刊アルファ : 大世界百科　第285号
（株）日本メール・オー
ダー

1976

VG1-1678 週刊アルファ : 大世界百科　第286号
（株）日本メール・オー
ダー

1976

VG1-1678 週刊アルファ : 大世界百科　第287号
（株）日本メール・オー
ダー

1976

VG1-1678 週刊アルファ : 大世界百科　第288号
（株）日本メール・オー
ダー

1976

VG1-1678 週刊アルファ : 大世界百科　第289号
（株）日本メール・オー
ダー

1976

VG1-1678 週刊アルファ : 大世界百科　第290号
（株）日本メール・オー
ダー

1976

VG1-1678 週刊アルファ : 大世界百科　第291号
（株）日本メール・オー
ダー

1976

VG1-1678 週刊アルファ : 大世界百科　第292号
（株）日本メール・オー
ダー

1976

VG1-1678 週刊アルファ : 大世界百科　第293号
（株）日本メール・オー
ダー

1976

VG1-1678 週刊アルファ : 大世界百科　第294号
（株）日本メール・オー
ダー

1976

VG1-1678 週刊アルファ : 大世界百科　第295号
（株）日本メール・オー
ダー

1976

VG1-1678 週刊アルファ : 大世界百科　第296号
（株）日本メール・オー
ダー

1976

VG1-1678 週刊アルファ : 大世界百科　第297号
（株）日本メール・オー
ダー

1976

VG1-1678 週刊アルファ : 大世界百科　第298号
（株）日本メール・オー
ダー

1976

VG1-1678 週刊アルファ : 大世界百科　第299号
（株）日本メール・オー
ダー

1976

VG1-1678 週刊アルファ : 大世界百科　第300号
（株）日本メール・オー
ダー

1976

VG1-1678 週刊アルファ : 大世界百科　第301号
（株）日本メール・オー
ダー

1976

VG1-1678 週刊アルファ : 大世界百科　第302号
（株）日本メール・オー
ダー

1976

VG1-1678 週刊アルファ : 大世界百科　第303号
（株）日本メール・オー
ダー

1976
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VG1-1678 週刊アルファ : 大世界百科　第304号
（株）日本メール・オー
ダー

1976

VG1-1678 週刊アルファ : 大世界百科　第305号
（株）日本メール・オー
ダー

1976

VG1-1678 週刊アルファ : 大世界百科　第306号
（株）日本メール・オー
ダー

1976

VG1-1678 週刊アルファ : 大世界百科　第307号
（株）日本メール・オー
ダー

1976

VG1-1678 週刊アルファ : 大世界百科　第308号
（株）日本メール・オー
ダー

1976

VG1-H7291 自由学園の歴史　Ⅰ　雑司ヶ谷時代
自由学園女子部卒業生会
編

婦人之友社 1985

VG1-858 週刊グラフ百科　1巻1号 学習研究社 1973
VG1-H677 週刊誌 － 三一書房 1958
VG1-H700 週刊誌五十年 野村尚吾 毎日新聞社 昭和48
VG1-H10619 週刊誌五十年　サンデー毎日の歩み 野村尚吾 毎日新聞社 昭和48
VG1-H4056 週刊誌を斬る 松浦総三 幸洋出版　株式会社 1980
VG1-H5337 週刊誌を斬る 松浦総三 幸洋出版　(株) 1980
VG1-H7488 週刊誌に関する調査報告書　シリーズその1 － 毎日新聞社出版局 昭和39
VG1-H7489 週刊誌に関する調査報告書　シリーズその2 － 毎日新聞社出版局 昭和39
VG1-H674 週刊誌のすべて － 国際商業出版　株式会社 昭和51
VG1-H3396 週刊誌の読者 － 出版科学研究所 昭和34
VG1-H3397 週刊誌の読者 出版科学研究所 編 出版科学研究所 昭和34
VG1-H8542 週刊誌の中の天皇　週刊誌評1983-85年 松浦総三 草の根出版会 1989
VG1-H7193 週刊誌の読み方 亀井淳 話の特集 昭和60
VG1-H7224 週刊誌の読み方 亀井淳 話の特集 1986

VG1-729
週刊誌は曲がり角にあるというが　'64 No.1　週刊
誌・その現状

出版科学研究所 1964

VG1-729
週刊誌は曲がり角にあるというが　'64 No.2　週刊
誌・その普及状況

出版科学研究所 1964

VG1-729
週刊誌は曲がり角にあるというが　'64 No.3　週刊
誌・それに対する人々の態度

出版科学研究所 1964

VG1-729
週刊誌は曲がり角にあるというが　'64 No.4　週刊
誌・今後の動き

出版科学研究所 1964

VG1-H6264 週刊新潮の内幕 亀井淳 第三文明社 1983
VG1-H6313 週刊新潮の内幕 亀井淳 第三文明社 1983
VG1-H2681 週刊多摩新聞全集 調布史談会　編 日本地図資料協会 昭和45
VG1-H421 ｢週刊文春｣と内閣調査室 吉原公一郎 晩聲社 1977
VG1-H5213 十九世紀文学主潮　(1)　亡命文学 ブランデス 創元社 昭和28
VG1-H5214 十九世紀文学主潮　(2) ブランデス 創元社 昭和28
VG1-H5207 十九世紀文学主潮　第3巻 ブランデス 創元社 昭和28
VG1-H4594 宗教改革と近世科学 末綱恕一 法藏館 昭和24
VG1-H6708 宗教戦士 松岡讓 大雄閣 昭和7
VG1-H4861 宗教哲學　改版 波多野精一 岩波書店 昭和22
VG1-H4858 宗教哲学の本質及其根本問題 波多野精一 岩波書店 昭和21
VG1-H4907 宗教と近代國家 ドウソン 弘文堂書房 昭和21
VG1-H4586 宗教について ショーペンハウエル 創元社 昭和23
VG1-H5204 宗教について － 創元社 昭和28
VG1-H11254 自由協力愛の波を － 婦人之友社 1983
VG1-H6624 十五夜お月さん　本居長世　人と作品 金田一春彦 三省堂 1983
VG1-H10482 自由主義の擁護 河合栄治郎 白日書院 1946[昭和21]
VG1-H7509 蒐書家･業界･業界人 反町茂雄 八木書店 昭和59
VG1-H9096 蒐書家･業界･業界人 反町茂雄 八木書店 1984
VG1-H6151 蒐書散書 坂本一敏 書肆季節社 1979
VG1-H999 蒐書散書 坂本一敏 書肆季節社 1979
VG1-H5968 蒐書散書　本との出会い 坂本一敏 書肆季節社 1979
VG1-H8508 自由人権とナショナリズム 久野収 岩波書店 1988
VG1-H11150 自由人権とナショナリズム　岩波ブックレット　124 久野収 岩波書店 1988

VG1-H11587 修身小学　十一
下啓助　三田利徳　丹所啓
行輯　重野安繹閲

集英堂 明治18年

VG1-H4520 終戦運動秘録 林平馬 博文社 昭和39
VG1-H2990 十千萬堂目録 尾崎紅葉 佐久良書房 明治41
VG1-H4176 秋窓記 中谷宇吉郎 靑磁社 昭和24
VG1-H1186 十大先覺記者傳 太田原在文 大阪毎日新聞社 大正15
VG1-H11149 住宅憲章　岩波ブックレット　123 日本住宅会議 岩波書店 1988
VG1-H10507 自由と責任とについての考察 廣津和郎 中央公論社 1958
VG1-H3122 自由と獨裁 － 弘文堂 昭和25

VG1-H1928 自由と文化 －
日本ユネスコ国内委員会
事務局

-

VG1-H1413 自由と倫理 石川達三 文藝春秋 昭和47
VG1-H3606 十人百話 杉道助 毎日新聞社 昭和39
VG1-H11586 自由之理（ON LIBERTY)　第一巻 英国　ﾐﾙ著　中村敬太郎譯 木平謙一郎　版 明治壬申2月
VG1-H3214 出版の研究 關根康喜 成史書院 昭和14
VG1-H5033 秋風抄 － 小竹文庫 昭和34
VG1-H7778 聚芳十種　第2巻 － 春陽堂 明治24
VG1-H7779 聚芳十種　第3巻 － 春陽堂 明治24

VG1-H2905
住民運動に関する主な文献目録稿･都立中央図書館所
蔵

東京都立中央図書館資料部
参考課 編

東京都立中央図書館 1974

VG1-H2790 住民運動に関する文献目録 － 東京都立中央図書館 1980
VG1-H387 修養雑話 野間清治 大日本雄辯会講談社 昭和6
VG1-H465 修養雑話 野間清治 大日本雄辯会講談社 昭和6
VG1-H1272 自由論 J.S.ミル 岩波書店 昭和46
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VG1-H6058 寿岳文章･しづ著作集　6　書物の共和国 寿岳文章 春秋社 昭和45
VG1-H7152 寿岳文章集 寿岳章子　編 弥生書房 昭和58
VG1-H7001 寿岳文章書誌 大久保久雄　笠原勝朗 寿岳文章書誌刊行会 昭和60
VG1-H7142 壽岳文章書誌 大久保久雄　笠原勝郎　編 寿岳文章書誌刊行会 昭和60
VG1-H6775 壽岳文章書誌　限定版 大久保久雄　笠原勝朗 寿岳文章書誌刊行会 1985
VG1-H7002 寿岳文章書誌　(特装限定本) 大久保久雄　笠原勝朗 寿岳文章書誌刊行会 昭和60
VG1-H9496 壽岳文章書物論集成 － 沖積舎 1989
VG1-H10092 寿岳文章と書物の世界 － 沖積舎 1989
VG1-H9494 壽岳文章と書物の世界 － 学藝出版沖積舎 1989

VG1-H10895
祝辞　美術出版社創業七十周年記念美術出版デザイ
ンセンター創業二十周年記念

－ － 1975

VG1-H8187 縮図 徳田秋聲 日本近代文学館 昭和44
VG1-H11230 粛清の嵐と｢プラハの春｣　岩波ブックレット　204 林忠行 岩波書店 1991
VG1-H5018 宿命　(モーリヤック小説集　第九巻) モーリヤック 目黒書店 1951

VG1-H7774 修業立志編
福沢諭吉　著　慶應義塾
編纂

時事新報社 明治34

VG1-H1977 取材･調査･インタビューの仕方 塩沢茂 日本実業出版社 昭和53
VG1-H984 取材学 加藤秀俊 中央公論社 昭和51
VG1-H10609 取材拒否 藤岡伸一郎 創風社 1990

VG1-H1916 取材入門 稲野治兵衛
現代ジャーナリズム出版
会

昭和43

VG1-H8162 侏儒の言葉 芥川龍之介 日本近代文学館 昭和44
VG1-H5465 主題書誌索引 － 日外アソシエーツ 1981
VG1-H9134 寿岳文章、しづ著作集　第6 寿岳文章　寿岳しづ 春秋社 昭和45
VG1-H8741 出演者名簿　1986年版 著作権資料協会　編 著作権資料協会 1986
VG1-H8742 出演者名簿　1987年版 著作権資料協会　編 著作権資料協会 1987
VG1-H8743 出演者名簿　1988年版 著作権資料協会　編 著作権資料協会 1988
VG1-H8744 出演者名簿　1989年版 著作権資料協会　編 著作権資料協会 1989
VG1-H8745 出演者名簿　1990年版 著作権資料協会　編 著作権資料協会 1990
VG1-H3058 出家とその弟子 倉田百三 岩波書店 大正10
VG1-H9914 出家とその弟子 倉田百三 岩波書店 大正9
VG1-H10361 出現する書物 倉本四郎 冬樹社 1981[昭和56]
VG1-H6106 出現する書物 倉本四郎 冬樹社 昭和56
VG1-H9718 出現する書物 倉本四郎 冬樹社 1981
VG1-H11812 出世の礎 野間清治 大日本雄辯會講談社 昭和6年
VG1-H385 出世の礎 野間清治 大日本雄辯会講談社 昭和6
VG1-H10418 十銭文庫　(10)　大和俗訓 貝原益軒 東京百華書房 1911[明治44]
VG1-H10419 十銭文庫　(12)　夢想兵衛胡蝶物語 － 東京百華書房 1911[明治44]
VG1-H10420 十銭文庫　(19)　近世畸人傳 － 東京百華書房 1912[大正元]
VG1-H10421 十銭文庫　(27)　心学道之話 － 東京百華書房 1913[大正2]
VG1-H10416 十銭文庫　(3)　江戸繁昌記 寺門静軒 東京百華書房 1911[明治44]
VG1-H10417 十銭文庫　(9)　美濃舊衣八丈奇談 － 東京百華書房 1913[大正2]
VG1-H10422 十銭文庫　(32)　訂正太平記 － 東京百華書房 1913[大正2]
VG1-H10423 十銭文庫　(33)　傍訓四書 － 東京百華書房 1914[大正3]
VG1-H8214 出版･書店　これからどうする ぱる出版編集部　編 ぱる出版 1987
VG1-H11326 出版･書物･読書の目録 － － 1977
VG1-H707 出版･販賣ハンドブック － 出版新報社 1951
VG1-H468 出版五十年のあしあと 辻本経蔵 － 昭和49
VG1-H6380 出版王国の戦士たち 塩澤実信 彩流社 昭和58
VG1-H9697 出版王国の戦士たち 塩沢実信 彩流社 1983[昭和58]
VG1-H6564 出版を考える 西谷能雄 未来社 昭和59
VG1-H3986 出版を学ぶ人のために － 第一書店出版部 昭和50
VG1-H8932 出版を学ぶ人のために 出口一雄　編著 第一書店出版部 昭和50
VG1-H3980 出版を学ぶ人のために　増補新版 出口一雄 第一書店出版部 昭和54

VG1-H11257 出版をめざす人のために －
出版学校日本エディター
スクール

-

VG1-H1167 出版及著作に關する法令釋義 有光金兵衛 大同書院 昭和6
VG1-H1240 出版及通信便覧 － 東京學館獨修部 昭和27
VG1-H3954 出版界　その理想と現実 鈴木均 理想出版社 昭和54
VG1-H10575 出版界　｢独断批評｣ 池野高理　ほか 第三書館 1991
VG1-H629 出版界六拾年の随筆 石井晋 [石井晋] [昭和53]
VG1-H7247 出版界一刀両断 戸田寛 出版時事 昭和61
VG1-H9450 出版会一刀両断 戸田寛 出版時事 1986
VG1-H10771 出版界への提言 日本書籍出版協会 日本書籍出版協会 1992

VG1-H1050 出版会計 水品一郎
日本エディタースクール
出版部

昭和48

VG1-H10344 出版界コンフィデンシャル　PARTⅠ 植田康夫 リソー出版センター 1982
VG1-H10345 出版界コンフィデンシャル　PARTⅡ　現代の出版 植田康夫 リソー出版センター 1982
VG1-H1985 出版界入門 鈴木均　(他) ナツメ社 1978
VG1-H4038 出版界入門 鈴木均　他 ナツメ社 1978
VG1-H8965 出版会の意識変革を索めて 西谷能雄　編著 影書房 1990
VG1-H9451 出版会の華麗なる一族 塩澤実信 朝日出版社 1989
VG1-H5970 出版界の虚像と実像 西谷能雄 未来社 1981
VG1-H834 出版界の現況と特運制度 － 日本雑誌協会 昭和31

VG1-H7196 出版界の現実 朝日新聞学芸部　編
日本ジャーナリスト専門
学院

昭和55

VG1-H881 出版界の現実 －
日本ジャーナリスト専門
学院出版部

1979

VG1-H5895 出版界の仕掛人 － 創出版 1982
VG1-H10585 出版界の仕掛人　編集者の素顔 月刊｢創｣編集部 創出版 1982
VG1-H1064 出版開発研究　No.1 田中真澄　寺林修 出版開発社 昭和53
VG1-H3204 出版概論 安春根 乙酉文化社 1963
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VG1-H4126 出版概論 スタンリー･アンウィン 栗田書店 昭和33
VG1-H8255 出版概論 アンウィン･スタンリー 栗田書店 昭和33
VG1-H829 出版概論 スタンリー･アンウィン 栗田書店 昭和33
VG1-H830 出版概論 スタンリー･アンウィン 栗田書店 昭和33
VG1-H8256 出版概論　改訂新版 アンウィン･スタンリー 栗田出版会 1970

VG1-H831 出版概論　(改定新版)
サー･スタンリー･アンウィ
ン

栗田出版会 昭和45

VG1-H837 出版革命 ロベール･エスカルビ 講談社 昭和42

VG1-H838 出版革命 ロベール･エスカルビ
日本エディタースクール
出版部

1979

VG1-H6937 出版割賦販売のすべて 小林一博 新文化通信社 昭和47
VG1-H5965 出版関係文献要覧　上巻 － 日外アソシエーツ 1981
VG1-H835 出版企画 － 出版開発社 昭和55
VG1-H9003 出版企画　企画革命の時代 小宮山量平　編集 出版開発社 昭和53
VG1-H1047 出版技術入門 藤森善貢 日本印刷新聞社 1965
VG1-H10247 出版業界 尾上進勇 教育社 1991
VG1-H1061 出版業界 － 経営指導協会 -
VG1-H6082 出版業界 清水英夫　ほか 教育社 1979
VG1-H6083 出版業界 清水英夫　ほか 教育社 1982
VG1-H882 出版業界 清水英夫　小林一博 教育社 1976
VG1-H10715 出版業界　2 小林一博 柏書房 1992
VG1-H9952 出版業界のむかし話 松本昇平 伊勢治書店 1990
VG1-H1027 出版経営入門 H.S.ベイリーJr. 出版同人 1976

VG1-H4022 出版経営入門 津嘉山朝裕
日本エディタースクール
出版部

昭和55

VG1-H8986 出版経営入門
ベイリー･ハーバード･S　著
箕輪成男　訳編

出版同人 1976

VG1-832 出版景気･その特徴と現状　1971 全協・出版科学研究所 1971
VG1-H1204 出版警察 山田一隆 文明社 大正3
VG1-H2433 出版警察 山田一隆 文明社 大正3
VG1-H10759 出版警察法概論 生悦住求馬 松華堂 昭和10
VG1-H1078 出版警察法概論 生悦住求馬 松華堂書店 昭和10
VG1-H2441 出版契約 阿部浩二 － -
VG1-H11879 「出版契約書」ひな型についての解説 － 日本書籍出版協会 1961年
VG1-H2329 出版契約の解説 東季彦 能加美出版　(株) 昭和23
VG1-H3395 出版月報　第6巻第3号 － 出版科学研究所 昭和39

VG1-797
出版教養講座の記録　〔1970年〕1　戦後我が国の出
版業界はどのように発展してきたか

出版科学研究所 1970

VG1-797
出版教養講座の記録　〔1970年〕4　今年上半期の実
績と今後への期待

出版科学研究所 1970

VG1-797 出版教養講座の記録　〔1971年〕2　出版物の流通機 出版科学研究所 1971
VG1-797 出版教養講座の記録　〔1971年〕3　我が国の読者層 出版科学研究所 1971
VG1-H2265 出版権　出版契約　出版契約書の話 布川角左衛門 文部省 昭和35

VG1-H2547 出版権.出版契約.出版契約書の話 布川角左衛門
文部省社会教育局著作権
課

昭和35

VG1-H2548 出版権.出版契約.出版契約書の話 布川角左衛門
文部省社会教育局著作権
課

昭和35

VG1-H6219 出版研究　1 － 講談社 1970
VG1-H6228 出版研究　10 － 講談社 1979
VG1-H6229 出版研究　11 － 講談社 1980
VG1-H6230 出版研究　12 － 講談社 1981
VG1-H6378 出版研究　13 － 講談社 昭和58
VG1-H6379 出版研究　14 － 講談社 昭和59
VG1-H7102 出版研究　No.15 日本出版学会　編集 講談社 昭和60
VG1-H6220 出版研究　2 － 講談社 1971
VG1-H6221 出版研究　3 － 講談社 1972
VG1-H6222 出版研究　4 － 講談社 1973
VG1-H6223 出版研究　5 － 講談社 1974
VG1-H6224 出版研究　6 － 講談社 1975
VG1-H6225 出版研究　7 － 講談社 1976
VG1-H6226 出版研究　8 － 講談社 1977
VG1-H6227 出版研究　9 － 講談社 1978
VG1-H2512 出版權法案略説　出版權法案参考資料 － 東京出版協会 昭和8
VG1-H752 出版健保の二十五年 － 出版健康保険組合 昭和47

VG1-H855 出版広告の話 村崎和也
日本エディタースクール
出版部

昭和53

VG1-H10178 出版広告の歴史 石川弘義　尾崎秀樹 出版ニュース社 1989
VG1-H8963 出版広告の歴史　1985年････1941年 石川弘義　尾崎秀樹 出版ニュース社 1989
VG1-H738 出版好不況下興亡の一世紀 鈴木敏夫 出版ニュース社 昭和45
VG1-H552 出版興亡五十年 小川菊松 誠文堂新光社 昭和28
VG1-H965 出版事始 諏訪春雄 毎日新聞社 昭和53
VG1-H9761 出版事始 諏訪春雄 毎日新聞社 1978[昭和53]
VG1-H9762 出版事始 諏訪春雄 毎日新聞社 1978[昭和53]
VG1-H6368 出版最前線 塩沢実信 彩流社 昭和58
VG1-H914 出版産業の起源と発達 J.W.トムプソン 出版同人 1974
VG1-H1901 出版事業とその仕事の仕方 志水松太郎 峯文荘 昭和12
VG1-H3213 出版事業とその仕事の仕方 志水松太郎 峯文荘 昭和10
VG1-H7811 出版市場の調査と研究 － 朝日新聞東京本社広告部 1957
VG1-H7808 出版市場の調査と研究　京阪神店頭の部 － 朝日新聞東京本社広告部 1958
VG1-H7807 出版市場の調査と研究　東京･外売の部 － 朝日新聞東京本社広告部 1958
VG1-H7805 出版市場の調査と研究　東京店頭の部 － 朝日新聞東京本社広告部 1958
VG1-H7806 出版市場の調査と研究　名古屋店頭の部 － 朝日新聞東京本社広告部 1958
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VG1-H4049 出版指標　年報　1980 －
全国出版協会出版科学研
究所

昭和55

VG1-H11303 出版指標　年報1978 －
全国出版協会出版科学研
究所

昭和53

VG1-H11304 出版指標　年報1982 －
全国出版協会出版科学研
究所

昭和57

VG1-H11305 出版指標　年報1991 －
全国出版協会出版科学研
究所

1991

VG1-H11306 出版指標　年報1992 －
全国出版協会出版科学研
究所

1992

VG1-711 出版指標年報　1962年版 出版科学研究所 1963
VG1-H3394 出版指標年報　1964年版 － 出版科学研究所 昭和40
VG1-711 出版指標年報　1966年版 出版科学研究所 1967
VG1-711 出版指標年報　1968年版 出版科学研究所 1969
VG1-711 出版指標年報　1969年版 出版科学研究所 1970
VG1-711 出版指標年報　1970年版 出版科学研究所 1971
VG1-711 出版指標年報　1970年版（続） 出版科学研究所 1971
VG1-711 出版指標年報　1971年版 出版科学研究所 1972
VG1-711 出版指標年報　1971年版（続） 出版科学研究所 1972
VG1-711 出版指標年報　1972年版 出版科学研究所 1973
VG1-711 出版指標年報　1974年版 出版科学研究所 1975
VG1-711 出版指標年報　1975年版 出版科学研究所 1976

VG1-H6534 出版指標年報　1981 －
全国出版協会出版科学研
究所

昭和56

VG1-H6535 出版指標年報　1983 － 全国出版協会 昭和58
VG1-H6536 出版指標年報　1984 － 全国出版協会 昭和59
VG1-H6839 出版指標年報　1985年版 － 出版科学研究所 昭和60

VG1-H7126 出版指標年報　1986 －
全国出版協会出版科学研
究所

昭和61

VG1-H8358 出版指標年報　1988 －
全国出版協会出版科学研
究所

1988

VG1-H8934 出版指標年報　1989年 －
全国出版協会出版科学研
究所

平成元年

VG1-H8935 出版指標年報　1990年 －
全国出版協会出版科学研
究所

平成2年

VG1-H5981 出版社 寺門克 実務教育出版 昭和55
VG1-H7082 出版社 寺門克 実務教育出版 昭和59
VG1-H9739 出版社 塩沢実信 実務教育出版 1991
VG1-H6646 出版社NOW 高沢皓司　内野祐 凱風社 1985
VG1-H10573 出版社　<比較　日本の会社> 寺門克 実務教育出版 1980
VG1-H7138 出版社調査録 － 丸之内リサーチセンター 昭和52
VG1-H6103 出版社の運命を決めた1冊の本 塩沢実信 流動出版 1980
VG1-H9702 出版社の運命を決めた一冊の本 塩沢実信 流動出版 1980
VG1-H9821 出版社の運命を決めた一冊の本 塩澤実信 流動出版 1980
VG1-H870 出版社の決算 水品一郎 出版開発社 昭和51
VG1-H9271 出版社のための著作権法解説 － 日本書籍出版協会 1971[昭和46]
VG1-H1023 出版社のトップは何を考えているか 戸田寛 講談社 昭和52

VG1-H11703 出版社の日常用語集
社団法人　日本書籍出版協
会　教育研修委員会編

社団法人　日本書籍出版
協会

昭和60年

VG1-H11663 出版条例 － 文部省 明治5年
VG1-H480 出版諸争議の記録 － 光文社三労組連共闘部 1973
VG1-H5844 出版書目 － 教文館 明治30
VG1-H5296 出版新體制の全貌 小島新生 出版タイムス社 昭和16
VG1-H5704 出版新體制の全貌 － 出版タイムス社 昭和16
VG1-H5703 出版新體制の話 田代金宣 日本電報通信社 昭和17
VG1-H7545 出版社とその読者 － 朝日新聞東京本社広告部 昭和36
VG1-H3196 出版人の遺文　岩波書店　岩波茂雄 － 栗田書店 昭和44
VG1-H7541 出版人の遺文　岩波書店　岩波茂雄 栗田出版　編 栗田書店 昭和43
VG1-H9931 出版人の遺文　岩波書店　岩波茂雄 栗田確也　編 栗田書店 1968[昭和43]
VG1-H3197 出版人の遺文　改造社　山本実彦 － 栗田書店 昭和44
VG1-H9928 出版人の遺文　改造社　山本実彦 栗田確也　編 栗田書店 1968[昭和43]
VG1-H7540 出版人の遺文　改造社　山本実彦 栗田出版　編 栗田書店 昭和43
VG1-H3198 出版人の遺文　講談社  野間清治 － 栗田書店 昭和44
VG1-H7539 出版人の遺文　講談社　野間清治 栗田出版　編 栗田書店 昭和43
VG1-H9933 出版人の遺文　講談社　野間清治 栗田確也　編 栗田書店 1968[昭和43]
VG1-H3199 出版人の遺文　主婦の友社  石川武美 － 栗田書店 昭和44
VG1-H7538 出版人の遺文　主婦の友社　石川武美 栗田出版　編 栗田書店 昭和43
VG1-H9927 出版人の遺文　主婦の友社　石川武美 栗田確也　編 栗田書店 1968[昭和43]
VG1-H7535 出版人の遺文　新潮社　佐藤義亮 栗田出版　編 栗田書店 昭和43
VG1-H3200 出版人の遺文　新潮社  佐藤義亮 － 栗田書店 昭和44
VG1-H3201 出版人の遺文　中央公論社　嶋中雄作 － 栗田書店 昭和44
VG1-H7536 出版人の遺文　中央公論社　嶋中雄作 栗田出版　編 栗田書店 昭和43
VG1-H9929 出版人の遺文　中央公論社　嶋中雄作 栗田確也　編 栗田書店 1968[昭和43]
VG1-H3202 出版人の遺文　冨山房 坂本嘉治馬 － 栗田書店 昭和44
VG1-H9930 出版人の遺文　冨山房　坂本嘉治馬 栗田確也　編 栗田書店 1968[昭和43]
VG1-H7537 出版人の遺文　冨山房　坂本嘉治馬 栗田出版　編 栗田書店 昭和43
VG1-H3203 出版人の遺文　平凡社　下中弥三郎 － 栗田書店 昭和44
VG1-H7534 出版人の遺文　平凡社　下中弥三郎 栗田出版　編 栗田書店 昭和43
VG1-H9932 出版人の遺文　平凡社　下中弥三郎 栗田確也　編 栗田書店 1968[昭和43]
VG1-H9934 出版人の遺文　新潮社　佐藤義亮 栗田確也　編 栗田書店 1968[昭和43]
VG1-H708 出版人の横顔 夏川清丸 出版同盟新聞社 昭和16
VG1-H6324 出版戦後30年史年表 － 出版経済研究所 昭和55

73/172



布川文庫和図書タイトル五十音順 令和4年12月
国立国会図書館
人文総合情報室

請求記号 タイトル 著者名 出版者 出版年

VG1-H6081 出版戦爭 小汀良久 東京経済 昭和52
VG1-H892 出版戦争 小汀良久 東京経済 昭和52
VG1-H9699 出版戦争 小汀良久 東京経済 1977[昭和52]
VG1-H9715 出版千凡録 中平千三郎 展転社 1990[平2]
VG1-H10049 出版団体梓会二十五周年史 － 梓会 1973
VG1-H8938 出版団体梓会二十五周年史 梓会 梓会 昭和48
VG1-H6265 出版団体梓会35周年史 － 出版団体梓会 昭和58
VG1-H8939 出版団体梓会三十五周年史 梓会 梓会 昭和58
VG1-1168 出版調査研究会資料　1 電通 [19--]
VG1-H9026 出版ちょっといい話 メディアパル　編 メディアパル 1989

VG1-H6332 出版デスマッチはムセーゲン 舟橋武志
ブックショップ「マイタ
ウン」

昭和58

VG1-H7092 出版デスマッチはムセーゲン 舟橋武志
ブックショップ「マイタ
ウン」

昭和58

VG1-H840 出版と著作権 美作太郎
日本エディタースクール
出版部

昭和51

VG1-H8576 出版と著作権 美作太郎
日本エディタースクール
出版部

1976

VG1-H10539 出版トップからの伝言 小林二郎 小学館 1992
VG1-H9961 出版と読書 ジョン･ルイス 昌文社 1991
VG1-H395 出版とともに70年 － 大日本図書 昭和35
VG1-H637 出版とともに70年 － 大日本図書　株式会社 昭和35

VG1-H852 出版とは何か 西谷能雄
日本エディタースクール
出版部

昭和47

VG1-H853 出版とは何か 西谷能雄
日本エディタースクール
出版部

昭和47

VG1-H8946 出版とは何か 西谷能雄
日本エディタースクール
出版部

昭和47

VG1-H5687 出版にたずさわる人のための印刷､製本の知識 松尾真利 － 1964

VG1-H2844
出版ニュース  12月下旬号附録別冊総目録並びに新
刊索引　(1953年下半期)

－ 出版ニュース社 昭和28

VG1-H2846
出版ニュース  12月下旬号附録別冊総目録並びに新
刊索引　(1954年下半期)

－ 出版ニュース社 昭和29

VG1-H2842
出版ニュース  6月下旬号附録別冊総目録並びに新刊
索引　(1953年上半期)

－ 出版ニュース社 昭和28

VG1-H2843
出版ニュース  6月下旬号附録別冊総目録並びに新刊
索引　(1953年上半期)

－ 出版ニュース社 昭和28

VG1-H2845
出版ニュース  6月下旬号附録別冊総目録並びに新刊
索引　(1954年上半期)

－ 出版ニュース社 昭和29

VG1-H2847
出版ニュース  臨時増刊文庫新書全集講座総目録
(1955年上半期)

－ 出版ニュース社 昭和30

VG1-H2839 出版ニュース臨時増刊　日本の出版社 － 出版ニュース社 昭和31
VG1-H2840 出版ニュース臨時増刊　日本の出版社　1956年版 － 出版ニュース社 昭和30
VG1-H6168 出版年鑑　1982 － 出版ニュース社 1982
VG1-H2622 出版年鑑　1951年版 － 出版ニュース社 昭和26
VG1-H2884 出版年鑑　1952年版 － 出版ニュース社 -
VG1-H2623 出版年鑑　1952年版 － 出版ニュース社 昭和27
VG1-H2624 出版年鑑　1953年版 － 出版ニュース社 昭和28
VG1-H2625 出版年鑑　1954年版 － 出版ニュース社 昭和29
VG1-H2626 出版年鑑　1955年版 － 出版ニュース社 昭和30
VG1-H2885 出版年鑑　1956年版 － 出版ニュース社 -
VG1-H2627 出版年鑑　1956年版 － 出版ニュース社 昭和31
VG1-H11745 出版年鑑　1957年版 出版ﾆｭｰｽ社　編 出版ﾆｭｰｽ社 昭和32年
VG1-H2628 出版年鑑　1957年版 － 出版ニュース社 昭和32
VG1-H2629 出版年鑑　1958年版 － 出版ニュース社 昭和33
VG1-H11746 出版年鑑　1959年版 出版ﾆｭｰｽ社　編 出版ﾆｭｰｽ社 昭和34年
VG1-H2630 出版年鑑　1959年版 － 出版ニュース社 昭和34
VG1-H2631 出版年鑑　1960年版 － 出版ニュース社 昭和35
VG1-H2632 出版年鑑　1961年版 － 出版ニュース社 昭和36
VG1-H2633 出版年鑑　1962年版 － 出版ニュース社 昭和37
VG1-H2634 出版年鑑　1963年版 － 出版ニュース社 昭和38
VG1-H2635 出版年鑑　1964年版 － 出版ニュース社 昭和39
VG1-H2636 出版年鑑　1965年版 － 出版ニュース社 昭和40
VG1-H2637 出版年鑑　1966年版 － 出版ニュース社 昭和41
VG1-H2638 出版年鑑　1967年版 － 出版ニュース社 昭和42
VG1-H2639 出版年鑑　1968年版 － 出版ニュース社 昭和43
VG1-H2640 出版年鑑　1969年版 － 出版ニュース社 昭和44
VG1-H2641 出版年鑑　1970年版 － 出版ニュース社 昭和45
VG1-H2642 出版年鑑　1971年版 － 出版ニュース社 昭和46
VG1-H2643 出版年鑑　1972年版 － 出版ニュース社 昭和47
VG1-H2644 出版年鑑　1973年版 － 出版ニュース社 昭和48
VG1-H2647 出版年鑑　1974年版 － 出版ニュース社 昭和49
VG1-H2648 出版年鑑　1975年版 － 出版ニュース社 昭和50
VG1-H2649 出版年鑑　1976年版 － 出版ニュース社 昭和51
VG1-H2650 出版年鑑　1977年版 － 出版ニュース社 昭和52
VG1-H2651 出版年鑑　1978年版 － 出版ニュース社 昭和53
VG1-H2652 出版年鑑　1979年版 － 出版ニュース社 昭和54
VG1-H5413 出版年鑑　1980 － 出版ニュース社 1980
VG1-H6167 出版年鑑　1981 － 出版ニュース社 1981
VG1-H6771 出版年鑑　1983年版 － 出版ニュース社 昭和58
VG1-H6835 出版年鑑　1984年版 出版年鑑編集部 出版ニュース社 昭和59
VG1-H8441 出版年鑑　1986 出版年鑑編集部　編 出版ニュース社 1986
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VG1-H8497 出版年鑑　1987 － 出版ニュース社 1987
VG1-H8498 出版年鑑　1988 － 出版ニュース社 1988
VG1-H11747 出版年鑑　1989 出版年鑑編集部 出版ﾆｭｰｽ社 1989年
VG1-H11748 出版年鑑　1990第1巻～第2巻 出版年鑑編集部 出版ﾆｭｰｽ社 1990年
VG1-H10604 出版年鑑　1991　1巻 出版年鑑編集部　編 出版ニュース社 1991
VG1-H10605 出版年鑑　1991　2巻 出版年鑑編集部　編 出版ニュース社 1991
VG1-H10606 出版年鑑　1992　1巻 出版年鑑編集部　編 出版ニュース社 1992
VG1-H10607 出版年鑑　1992　2巻 － 出版ニュース社 1992
VG1-H2886 出版年鑑　昭和4年版 － 東京書籍商組合 昭和4
VG1-H2596 出版年鑑　昭和十年版 － 東京堂 昭和10
VG1-H2607 出版年鑑　昭和十年版 － 東京書籍商組合 昭和10
VG1-H2608 出版年鑑　昭和十年版 － 東京書籍商組合 昭和10
VG1-H2597 出版年鑑　昭和十一年版 － 東京堂 昭和11
VG1-H2609 出版年鑑　昭和十一年版 － 東京書籍商組合 昭和11
VG1-H2598 出版年鑑　昭和十二年版 － 東京堂 昭和12
VG1-H2610 出版年鑑　昭和十二年版 － 東京書籍商組合 昭和12
VG1-H2599 出版年鑑　昭和十三年版 － 東京堂 昭和13
VG1-H2611 出版年鑑　昭和十三年版 － 東京書籍商組合 昭和13
VG1-H2600 出版年鑑　昭和十四年版 － 東京堂 昭和14
VG1-H2612 出版年鑑　昭和十四年版 － 東京書籍商組合 昭和14
VG1-H2601 出版年鑑　昭和十五年版 東京堂　(編) 東京堂 昭和15
VG1-H2613 出版年鑑　昭和十五年版 － 東京書籍商組合 昭和15
VG1-H2602 出版年鑑　昭和十六年版 － 東京堂 昭和16
VG1-H2587 出版年鑑　昭和一九二六年版 － 国際思潮研究會 大正15
VG1-H2588 出版年鑑　昭和一九二七年版 － － 昭和1
VG1-H2589 出版年鑑　昭和一九二八年版 － 国際思潮研究會 昭和3
VG1-H2590 出版年鑑　昭和一九二九年版 － 国際思潮研究會 昭和4
VG1-H2584 出版年鑑　昭和四年版 － 東京書籍商組合 昭和4
VG1-H2585 出版年鑑　昭和五年版 － 東京書籍商組合 昭和5
VG1-H2591 出版年鑑　昭和五年版 － 東京堂 昭和5
VG1-H6893 出版年鑑　昭和5年版 東京堂年鑑編集部 東京堂 昭和5
VG1-H2586 出版年鑑　昭和六年版 － 東京書籍商組合 昭和6
VG1-H2592 出版年鑑　昭和六年版 － 東京堂 昭和6
VG1-H2593 出版年鑑　昭和七年版 － 東京堂 昭和7
VG1-H2604 出版年鑑　昭和七年版 － 東京書籍商組合 昭和7
VG1-H5833 出版年鑑　昭和7年版 － 東京書籍商組合 昭和7
VG1-H2594 出版年鑑　昭和八年版 － 東京堂 昭和8
VG1-H2605 出版年鑑　昭和八年版 － 東京書籍商組合 昭和8
VG1-H2595 出版年鑑　昭和九年版 － 東京堂 昭和9
VG1-H2606 出版年鑑　昭和九年版 － 東京書籍商組合 昭和9
VG1-H2671 出版年鑑　昭和四年版　[B] － 東京書籍商組合 昭和4
VG1-H9441 出版のあゆみ展 － 国立国会図書館 1988
VG1-H9442 出版のあゆみ展 － 国立国会図書館 1988
VG1-H392 出版の王座 村松梢風 新潮社 昭和32
VG1-H393 出版の王座 村松梢風 新潮社 昭和32
VG1-H550 出版の面白さむずかしさ 小川菊松 誠文堂新光社 昭和34
VG1-H869 出版の割賦販売 小林一博 出版開発社 昭和52
VG1-H916 出版の現場学 鈴木均 出版ニュース社 昭和53

VG1-H10923 ｢出版の国際化をどう進めるか｣講演会の記録 宮田昇
全国出版協会出版科学研
究所

昭和47

VG1-H857 出版のこころ 西谷能雄 未来社 1976
VG1-H705 出版の實際知識 小林善八 文藝社 昭和6
VG1-H813 出版の常識 － 栗田書店　栗田雑誌販賣 昭和28

VG1-H847 出版の諸相 布川角左衛門
日本エディタースクール
出版部

昭和50

VG1-H8937 出版の諸相 布川角左衛門
日本エディタースクール
出版部

昭和50

VG1-H8941 出版の諸相 布川角左衛門
日本エディタースクール
出版部

昭和50

VG1-H943 出版の先駆者 田所太郎 光文社 昭和44
VG1-H2348 出版の法理　(北大法学論集第十八巻第一号抜刷) 半田正夫 － -
VG1-H31 出版の歴史 壽岳文章 岩波書店 昭和8

VG1-H10651 出版販売を読む 相田良雄
日本エディタースクール
出版部

1993

VG1-H507 出版販売小史 － 東京出版販売 昭和34

VG1-H845 出版販売の実際
須長文雄　柴田信　相田良
雄

日本エディタースクール
出版部

昭和53

VG1-H10699 出版販売用語の始まり 松本昇平 ビー･エヌ･エヌ 平成4
VG1-H2603 出版便覧　昭和八年版 － 出版新聞社 昭和8
VG1-H1271 出版物を通じて見たる五･一五事件 － 警保局圖書課 昭和11
VG1-H10188 出版物からの複写実態調査概要報告書 － 日本書籍出版協会 1988
VG1-H11327 出版物からの複写実態調査について － 日本書籍出版協会 1988
VG1-H11328 出版物からの複写実態調査について － 日本書籍出版協会 1988
VG1-H993 出版物と思想界の動向 菅太郎 社曾教育協会 昭和9

VG1-H11942
出版物の為の都道府県別市場調査　第1部　市場指数
第2部　市場発展指数

東京出版販売株式会社　出
版科学研究所

東京出版販売　株式会社
出版科学研究所　赤尾稔

1958年2月20日

VG1-H11943
出版の為の都道府県別市場調査　第3部　市場環境指
数　第4部　小売書店の分布

東京出版販売株式会社　出
版科学研究所

東京出版販売　株式会社
出版科学研究所　赤尾稔

1958年4月1日

VG1-H11937 出版物普及のための基礎資料　１ 出版科学研究所
出版科学研究所　東京出
版販売　株式会社　赤尾
稔

1961年4月5日
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VG1-H11938 出版物普及のための基礎資料　Ⅱ 出版科学研究所
出版科学研究所　東京出
版販売　株式会社　赤尾
稔

1961年5月15日

VG1-H11939 出版物普及のための基礎資料　Ⅲ 出版科学研究所
出版科学研究所　東京出
版販売　株式会社　赤尾
稔

1961年6月13日

VG1-H2480 出版物法ニ關スル判例集 － 内務省警保局 昭和3
VG1-H1079 出版物法論 宇野慎三 巖松堂書店 大正13

VG1-H11936 出版物はどのように買われ読まれているか　１ 出版科学研究所
出版科学研究所　東京出
版販売　株式会社　赤尾
稔

1960年5月31日

VG1-H3398 出版物はどのように買われ読まれているか　第2回 － 出版科学研究所 昭和35
VG1-H906 出版文化 奥山益朗 東京堂出版 昭和47
VG1-H9767 出版文化 奥山益朗 東京堂出版 1972
VG1-H10578 出版文化　夢と現実 井尻千男 牧羊社 1984
VG1-H6565 出版文化　夢と現実 井尻千男 牧洋社 昭和59
VG1-H172 出版文化史　Ⅰ 岡野他家夫 室町書房 昭和30
VG1-H173 出版文化史　Ⅰ 岡野他家夫 室町書房 昭和30
VG1-H170 出版文化史　Ⅱ 岡野他家夫 室町書房 昭和30
VG1-H171 出版文化史　Ⅱ 岡野他家夫 室町書房 昭和30
VG1-H10002 出版文化人名辞典　1巻 － 日本図書センター 1988
VG1-H10003 出版文化人名辞典　2巻 － 日本図書センター 1988
VG1-H10004 出版文化人名辞典　3巻 － 日本図書センター 1988
VG1-H10005 出版文化人名辞典　4巻 － 日本図書センター 1988
VG1-H812 出版文化センター － 旺文社 -
VG1-H2931 出版文化展示会目録 － 国立国会図書館 昭和27
VG1-H10634 出版文化と印刷 横山和雄 出版ニュース社 1992
VG1-H7572 出版文化のあゆみ － 朝日新聞社広報部 昭和45
VG1-H806 出版文化の助成 佐藤義人 大學書林 昭和17
VG1-H9758 出版文化夢と現実 井尻千男 牧羊社 1984[昭和59]
VG1-H9435 出版平和財団の歩み － 出版平和財団 1989
VG1-H9436 出版平和財団の歩み － 出版平和財団 1989
VG1-H9439 出版平和堂創立二十周年記念事業協賛者名簿 － 出版平和財団 1989

VG1-H1048 出版編集技術 藤森善貢
日本エディタースクール
出版部

昭和43

VG1-H9001 出版編集技術　上巻 藤森善貢
日本エディタースクール
通信教育部

昭和53

VG1-H9002 出版編集技術　下巻 藤森善貢
日本エディタースクール
通信教育部

昭和55

VG1-H9000 出版編集技術　第4造本編 藤森善貢
日本エディタースクール
通信教育部

昭和43

VG1-H6089 出版編輯辞典　上巻 － 清光館 昭和9
VG1-H2444 出版法制要項 藤田知治 出版實務學校 昭和6
VG1-H5717 出版法と新聞紙法に就いて　司法研究第十四輯 伊藤信道 司法省調査課 昭和6

VG1-822 出版マーケット　1
全国出版協会出版科学研
究所

1971

VG1-822 出版マーケット　2
全国出版協会出版科学研
究所

1971

VG1-822 出版マーケット　3
全国出版協会出版科学研
究所

1971

VG1-822 出版マーケット　4
全国出版協会出版科学研
究所

1971

VG1-822 出版マーケット　5
全国出版協会出版科学研
究所

1971

VG1-822 出版マーケット　6
全国出版協会出版科学研
究所

1971

VG1-822 出版マーケット　7
全国出版協会出版科学研
究所

1971

VG1-822 出版マーケット　8
全国出版協会出版科学研
究所

1971

VG1-822 出版マーケット　9
全国出版協会出版科学研
究所

1972

VG1-822 出版マーケット　10
全国出版協会出版科学研
究所

1972

VG1-822 出版マーケット　11
全国出版協会出版科学研
究所

1972

VG1-822 出版マーケット　12
全国出版協会出版科学研
究所

1972

VG1-822 出版マーケット　13
全国出版協会出版科学研
究所

1972

VG1-822 出版マーケット　14
全国出版協会出版科学研
究所

1972

VG1-822 出版マーケット　15
全国出版協会出版科学研
究所

1972

VG1-822 出版マーケット　16
全国出版協会出版科学研
究所

1972

VG1-H5863 出版目録 － 大鐙閣 大正11
VG1-H3210 出版屋庄平の悲劇　下巻 村上信彦 西萩書店 昭和25
VG1-H3211 出版屋庄平の悲劇　上巻 村上信彦 西萩書店 昭和25
VG1-H9964 出版用紙の話 － 三省堂 1943
VG1-H4026 出版流通改善試論 寺林修 出版研究センター 昭和54
VG1-H8213 出版流通改善試論　増補 寺林修 出版研究センター 1984
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VG1-H5971 出版流通機構試論 西谷能雄 未来社 1981
VG1-H8328 出版流通図鑑 村上信明 新文化通信社 1988
VG1-H9025 出版流通図鑑 村上信明 新文化通信社 1988
VG1-H7077 出版流通とシステム　量に挑む出版取次 村上信明 新文化通信社 昭和60[1985]
VG1-H6562 出版流通とシステム「量」に挑む出版取次 村上信明 新文化通信社 昭和59
VG1-H868 出版流通問題の国際比較 清水治郎 日本出版販売 昭和47
VG1-H11694 出版例纂 － 内務省図書局 明治10年10月
VG1-H7918 出版レポート　No.26　('87) － 日本出版労働組合連合会 1987
VG1-H8594 出版労働者が歩いてきた道 出版労連30年史刊行委員会 高文研 1988
VG1-H6382 出版とは何か 西谷能雄 日本エディタースクール 昭和51
VG1-H3546 十返肇の文壇白書 十返肇 白鳳社 昭和36
VG1-H1056 出版ジャーナリズム研究ノート － 圖書新聞社 昭和40
VG1-H5295 出版社の運命を決めた1冊の本 塩澤実信 流動出版 1980
VG1-H7898 出版年鑑　1985年版 － 出版ニュース社 1985
VG1-H7810 出版レポート － 日本出版労働組合連合会 1979
VG1-H3945 朱筆 出版太郎 みすず書房 1979
VG1-H10113 朱筆　出版月誌　2　(1979-1990) 出版太郎 みずず書房 1990
VG1-H326 主婦と生活社争議の経過と眞相 － 主婦と生活社 昭和34
VG1-H11738 主婦の友社の五十年 主婦の友社編 主婦の友社 昭和42年
VG1-H359 主婦の友社の五十年 － 主婦の友社 昭和42
VG1-H358 主婦の友社の六十年 － 主婦の友社 昭和52
VG1-H5959 主婦の友社労働組合のあゆみ － － 1982
VG1-H120 趣味の古書通話 河原萬吉 啓文社 昭和12
VG1-H10145 主要雑誌総目録　1970 － 読書推進運動協議会 1969
VG1-H10146 主要雑誌総目録　1970 － 読書推進運動協議会 1969
VG1-H816 主要文庫に關する調査 日本出版文化協会 日本出版文化協会 昭和17
VG1-H8173 春琴抄 谷崎潤一郎 日本近代文学館 昭和44
VG1-H4290 荀子　上 荀況 岩波書店 昭和36
VG1-H4291 荀子　下 荀況 岩波書店 昭和37
VG1-H3490 春秋儒家物語 田所義行 秋山書店 昭和50
VG1-H7618 春秋社図書目録　1979年版 － 春秋社 昭和54
VG1-H55 春城閑話 市島春城 健文社 昭和11
VG1-H8141 殉情詩集 佐藤春夫 日本近代文学館 1969
VG1-H4292 純粋理性批判　上 カント 岩波書店 昭和36
VG1-H4293 純粋理性批判　中 カント 岩波書店 昭和36
VG1-H4294 純粋理性批判　下 カント 岩波書店 昭和37
VG1-H6022 春艸雑誌 中谷宇吉郎 生活社 昭和22
VG1-H8023 春鳥集 蒲原有明 日本近代文学館 1968

VG1-H10918 順調な推移を示す月刊女子ティーンズ誌 －
全国出版協会出版科学研
究所

1982

VG1-H5626 春陽堂物語　｢日販通信｣連載(1－27) 山崎安雄 日販通信 -
VG1-82 春陽文庫　6編 春陽堂 1897
VG1-H6013 巡禮 島崎藤村 岩波書店 昭和15
VG1-H6753 詩洋　第54巻第1号　前田鐡之助追悼号 － 詩洋社 1983

VG1-H5690 小･中学校編集百科 －
現代ジャーナリズム出版
会

1977

VG1-H8749 勝因と敗因 河口俊彦 力富書房 1987
VG1-H9132 生涯一書生 谷川徹三 岩波書店 1988
VG1-H4096 生涯を顧みて人生を語る 武者小路実篤 青林書院 昭和28
VG1-H6104 生涯を賭けた1冊 紀田順一郎 新潮社 昭和57
VG1-H8344 生涯教育への道 白石克己　[ほか] 実務教育出版 1987
VG1-H3719 生涯教育論 波田野完治 小学館 昭和47
VG1-H10137 障害児教育図書総目録　1987 － 教育図書総目録刊行会 1987
VG1-H2318 条解著作権 萼優美 港出版社 昭和36
VG1-H8067 情海波瀾 戸田欽堂 日本近代文学館 1968
VG1-H11630 小學修身書　木戸麟編　八 木戸麟　編 原亮三郎 明治14年
VG1-H11632 小学唱歌集　第二編 文部省音楽取調掛 東京音楽學校 明治18年
VG1-H11047 小学生全集　内容見本 － 興文社 1927
VG1-H1951 小学読本物語 － アトム出版社 昭和34
VG1-H5084 俄在中國 蒋中正 － 1957
VG1-H496 小学館40年のあゆみ － 小学館 昭和37

VG1-H6896 小学館40年のあゆみ　1922-1962
小学館40周年記念事業委員
会

小学館 昭和37

VG1-H758 小学館五十年史年表 － 小学館 昭和50
VG1-H6796 小学館五十年史年表　1922年～1972年 小学館社史調査委員会 小学館社史調査委員会 昭和50
VG1-H1722 小学校から大學まで図書館科の研究 － 養徳社 昭和25
VG1-H528 小閑 小林勇 東京創元社 昭和35
VG1-H6795 小閑　小林勇著 小林勇 東京創元社 昭和35
VG1-H11771 小閑集 山本實彦 改造社 昭和9年
VG1-H284 小閑集 山本實彦 改造社 昭和9
VG1-H9708 勝機を待つ 河口俊彦 力富書房 1985
VG1-H9373 將棋対局日誌集　昭和52-60年度版　1 河口俊彦 力富書房 1990
VG1-H9374 將棋対局日誌集　昭和52-60年度版　2 河口俊彦 力富書房 1990
VG1-H3526 將棋の手どころ － 誠文堂新光社 昭和12
VG1-H6826 証言･戦時文壇史 井上司朗 人間の科学社 昭和59
VG1-H1226 証言､私の昭和史　1 － 學藝書林 昭和44
VG1-H1227 証言､私の昭和史　2 － 學藝書林 昭和44
VG1-H1228 証言､私の昭和史　3 － 學藝書林 昭和44
VG1-H1229 証言､私の昭和史　4 － 學藝書林 昭和44
VG1-H3637 証券ことばへのお誘い － 日興証券金利部 昭和36
VG1-H6208 証言日本占領史 竹前栄治 岩波書店 1983
VG1-H3059 小公子 巖本嘉志子 博文館 明治42
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VG1-H8100 小公子　前編 若松賤子　訳 日本近代文学館 1968[昭和43]
VG1-H5974 彰国社創立50周年 － 彰国社 昭和57

VG1-H11776 坂西志保さん
『坂西志保さん』編集世話
人会　編

国際文化会館 昭和52年

VG1-H4328 常山紀談　上巻 湯淺常山 岩波書店 昭和18
VG1-H4329 常山紀談　中巻 湯淺常山 岩波書店 昭和14
VG1-H4330 常山紀談　下巻 湯淺常山 岩波書店 昭和17
VG1-H3589 城砦 井上靖 毎日新聞社 昭和39
VG1-H4773 常識に還れ 福田恒存 新潮社 昭和35
VG1-H10776 少子時代の保育園　下 岡田正章　編 中央法規出版 1991
VG1-H7162 抄紙読本 － [五箇村] -
VG1-H6758 小出版社から　創業5年誌 宮西忠正 創林社 1983
VG1-H5251 少將滋幹の母 谷崎潤一郎 毎日新聞社 昭和25
VG1-H10439 蕭々雅子遺稿抄 安倍能成　編 岩波書店 1956[昭和31]
VG1-H9956 少女雑誌論 大塚英志　編 東京書籍 1991

VG1-H6584 上手な本づくり　50のポイント 野村保恵
日本エディタースクール
出版部

昭和59

VG1-H9921 小説　円朝 正岡容 下沢書店 1983
VG1-H8850 小説　菊池寛 杉森久英 中央公論社 1987
VG1-H8081 小説神髄　第1 坪内逍遥 日本近代文学館 1968
VG1-H8082 小説神髄　第2 坪内逍遥 日本近代文学館 1968
VG1-H8083 小説神髄　第3 坪内逍遥 日本近代文学館 1968
VG1-H8084 小説神髄　第4 坪内逍遥 日本近代文学館 1968
VG1-H8085 小説神髄　第5 坪内逍遥 日本近代文学館 1968
VG1-H8086 小説神髄　第6 坪内逍遥 日本近代文学館 1968
VG1-H8087 小説神髄　第7 坪内逍遥 日本近代文学館 1968
VG1-H8088 小説神髄　第8 坪内逍遥 日本近代文学館 1968
VG1-H8089 小説神髄　第9 坪内逍遥 日本近代文学館 1968
VG1-H3041 小説家(上の巻) 弦斉居士 春陽堂 明治29
VG1-H3042 小説家(下の巻) 弦斉居士 春陽堂 明治29
VG1-H3458 小説家 荒正人 光文社 昭和32
VG1-H8789 小説家　夏目漱石 大岡昇平 筑摩書房 1988
VG1-H3038 小説寄生木 徳富健次郎 警醒社書店 明治43
VG1-H2116 小説　黒い魔術 G･ビルケンフェルト 天然社 昭和18
VG1-H3724 小説作法　(全) 丹羽文雄 文藝春秋新社 昭和33
VG1-H3304 小説史 山崎麓 雄山閣 昭和9
VG1-H5099 小説神髄 坪内逍遙 日本近代文学館 昭和47
VG1-H1013 饒舌と寡黙 橋口収 サイマル出版会 1976
VG1-H7371 小説の味わい方　古典のおもしろさ 臼井吉見 筑摩書房 昭和60[1985]
VG1-H1886 小説の方法 大江健三郎 岩波書店 1978
VG1-H3016 小説百家選 － － 明治27
VG1-H2530 小説百家選　第2巻　都の風　(他) 小栗風葉　(他) 春陽堂 明治27
VG1-H2529 小説百家選第6巻から衣.　出世奴 紫山人　(他) 春陽堂 明治27
VG1-H3907 小説「複合汚染」への反証 岩本経丸　他 国際商業出版 昭和50
VG1-H553 商戰三十年 小川菊松 誠文堂 昭和7
VG1-H554 商戰三十年 小川菊松 誠文堂 昭和7
VG1-H555 商戰三十年 小川菊松 誠文堂 昭和7
VG1-H4244 肖像畫･馬車 ゴーゴリ 岩波書店 昭和23
VG1-H878 肖像権 大家重夫 新日本法規出版 昭和54
VG1-H11845 上地　第一部　地に潜むもの 嶋田清次郎 新潮社 1920年
VG1-H11846 上地　第二部　地に叛くもの 嶋田清次郎 新潮社 1920年
VG1-H11847 上地　第三部　静かなる暴風 嶋田清次郎 新潮社 1921年
VG1-H5914 上智大学新聞学科50年の記録 － － 1981
VG1-H7094 書店経営研究　Ⅰ 書店経営研究会　編 栗田書店 昭和28
VG1-H7095 書店経営研究　Ⅲ 書店経営研究会　編 栗田書店 昭和28
VG1-H7096 書店経営研究　Ⅲ 書店経営研究会　編 栗田書店 昭和28
VG1-H9321 聖徳太子の深層　なぜいま十七条憲法か 田中健一 都市出版 1989[平成元]
VG1-H2397 商人 三藤正 日本評論社 昭和25
VG1-H4249 情熱の書　(下) ハウプトマン 岩波書店 昭和21
VG1-H8799 少年　ある自伝の試み 大岡昇平 筑摩書房 1976
VG1-H5176 少年期 波多野勤子 光文社 昭和25
VG1-H9864 少年期　母と子の四年間の記録 波多野勤子 光文社 1951
VG1-H8333 ｢少年倶楽部｣と読者たち 岩橋郁郎 ZΩION社(ゾーオン) 1988
VG1-H9102 ｢少年倶楽部｣と読者たち 岩橋郁郎 ZΩION社 1988
VG1-H370 少年倶楽部時代 加藤謙一 講談社 昭和43
VG1-H9475 少年倶楽部時代　編集長の回想 加藤謙一 講談社 1968
VG1-H8382 少年写真ニュース　No.1086 － 少年写真新聞社 1987
VG1-H8380 少年写真ニュース　第101～200号 － 少年写真新聞社 196-
VG1-H8381 少年写真ニュース　第201～300号 － 少年写真新聞社 1963
VG1-H8379 少年写真ニュース　第32～100号 － 少年写真新聞社 1957

VG1-H4558
少年少女日本文学全集　第23巻　現代日本ノンフィ
クション名作選

吉野源三郎　槇有恒　内村
鑑三

講談社 昭和52

VG1-H11039 少年少女のために　岩波書店児童図書目録 － 岩波書店 1966
VG1-H11040 少年少女のために　岩波書店児童図書目録 － 岩波書店 1966
VG1-H11585 少年文学 漣山人 博文館 明治24年
VG1-H5885 少年文学　第2編 尾崎紅葉 博文館 大正10
VG1-H3978 商売人角川春樹の研究 － 東京経済 昭和54
VG1-H5930 消費される書物 小田光雄 創林社 1982
VG1-H7711 消費者行動調査 － 朝日新聞東京本社広告部 1962
VG1-H11147 消費税　岩波ブックレット　119 北野弘久 岩波書店 1988
VG1-H11160 消費税はエスカレートする　岩波ブックレット　134 北野弘久 岩波書店 1989
VG1-H6331 消費としての出版 箕輪成男 弓立社 昭和58
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VG1-H8952 消費としての出版 箕輪成男 弓立社 昭和58
VG1-H8316 消費文化の幻想 井尻千男 PHP研究所 1988
VG1-H5398 商品化権 牛木理一 六法出版社 昭和55
VG1-H6788 商品企画のための著作権Q＆A 豊田彰 日本印刷技術協会 昭和60
VG1-H3154 ショーペン･ハウエルの對話 － 弘文堂 昭和24
VG1-H5329 情報を読む 山本明 ティビーエス･ブリタニカ 1980
VG1-H1284 情報学 坂井利之 筑摩書房 昭和52

VG1-H9060 情報学基本論文集　1
上田修一　編　武者小路信
和　[ほか]　訳

勁草書房 1989

VG1-H6755 情報革命と印刷業　曲り角の印刷経営 塚田益男 日本印刷技術協会 昭和58
VG1-H1065 情報化時代を戦う欧米の出版産業 村山三郎　(他) 日本出版販売 昭和45
VG1-H3833 情報化社会 林雄二郎 講談社 昭和44
VG1-H8906 情報化社会とマスコミ 堀江湛　編 有斐閣 1988

VG1-H9433
情報源　情報がすぐ得られる場所から部門別専門家
名簿まで

－ 講談社 1971

VG1-H8894 情報管理論 梅棹忠夫 岩波書店 1990
VG1-H5330 情報公開 清水英夫 日本評論社 1981
VG1-H3937 情報公開と知る権利 － 三省堂 1980
VG1-H11151 情報公開はなぜ必要か　岩波ブックレット　125 自由人権協会 岩波書店 1988
VG1-H1406 情報時代の新思考法 亀谷悟郎 虎見書房 昭和44
VG1-H1892 情報時代の新思考法 亀谷悟郎 虎見書房 昭和44
VG1-H7090 情報収集ベテラン学　イキがいいから役に立つ 石井妙子 情報センター出版局 昭和60
VG1-H2187 情報収集マニュアル 濱野忠 文化社 昭和44
VG1-H3848 情報選択の技術 小林一作 日本経済新聞社 昭和44
VG1-H1085 情報宣傳並國民精神總動員例規 － 大阪府 昭和13
VG1-H1132 情報天皇に達せず　(下巻) 細川護貞 同光社磯部書房 昭和28
VG1-H5921 情報読書術 紀田順一郎 実業之日本社 昭和57
VG1-H6756 情報と権力 清水英夫 三省堂 1984
VG1-H6268 情報としての出版 箕輪成男 弓立社 昭和57

VG1-H1370
情報と生活　講座現代の社会とコミュニケーション
5

－ 東京大学出版会 1973

VG1-H1893 情報の世界 － 共立出版 昭和44
VG1-H10674 情報の発生と伝達　図書館･情報学シリーズⅠ 上田修一　倉田敬子 勁草書房 1992
VG1-H5774 情報の未来学　1 － 至文堂 昭和52
VG1-H7083 情報の倫理学 清水英夫 筑摩書房 昭和60[1985]
VG1-H8608 情報の歴史　象形文字から人工知能まで － NTT出版 1990
VG1-H11679 朝暮抄 安倍能成 岩波書店 昭和13年

VG1-H8602
少友だより　園児の母への手紙＆幼児教育の現場か
ら

小泉文子 聖文舎 1990

VG1-H3577 逍遙 中勘助 岩波書店 昭和15
VG1-H6152 省略の文学 外山滋比古 中央公論社 昭和51
VG1-H8768 省略の文学 外山滋比古 れんが書房 1973
VG1-H8011 条例研究叢書　7 奥平康弘　編 学陽書房 1981[昭和56]
VG1-H1690 小論文の書き方 大成功 ごま書房 昭和52
VG1-H7525 (昭和)乙丑初夏断腸歌日記 柚廼舎　編 柚廼舎 昭和61

VG1-H8623 昭和｢発言｣の記録
日本ジャーナリズム研究会
編

東急エージェンシー出版
事業部

1989

VG1-H7533 昭和二十年夏の日記 河邑厚徳　編著 博文館新社 昭和60[1985]
VG1-867 昭和20年発行雑誌目録　1 林真 1974
VG1-923 昭和20年発行雑誌目録　2 林真 1977

VG1-H2502
昭和45年度春期　夜間部本科講義ノート＜Ａクラス
＞

清水英夫　田辺茂一　他 日本ｴﾃﾞｨﾀｰｽｸｰﾙ [昭和45]

VG1-H11883 昭和46年度　夜間部専科講義ﾉｰﾄ － 日本ｴﾃﾞｨﾀｰｽｸｰﾙ (1971年)
VG1-H2503 昭和46年度春期　夜間部本科講義ノート＜Bクラス＞ 粕谷弘　美作太郎　他 日本ｴﾃﾞｨﾀｰｽｸｰﾙ [昭和45]

VG1-H11700
昭和56年度厚生省心身障害研究報告書　布の絵本の
開発と改善に関する研究

－
財団法人　ふきのとう文
庫

-

VG1-H11278 昭和61年度青少年と環境に関する懇談会討議資料 － 青少年育成国民会議 昭和62
VG1-H11211 昭和を生きて　岩波ブックレット　184 澤地久枝　本島等 岩波書店 1991
VG1-H3312 昭和経済史 安藤良雄　(ほか)　編 日本経済新聞社 昭和51
VG1-H1103 昭和経済史への証言　上 － 毎日新聞社 昭和40
VG1-H3996 昭和研究会-ある知識人集団の軌跡 酒井三郎 デイビーエスブリタニカ 1979
VG1-H1210 昭和言論史 角家文雄 学陽書房 昭和46
VG1-H1092 昭和言論史への証言 黒田秀俊 弘文堂 昭和41
VG1-H8365 昭和広告60年史 山川浩二　編 講談社 1987
VG1-H1135 昭和史 遠山茂樹　今井清　藤原彰 岩波書店 昭和35
VG1-H3899 昭和詩鈔 萩原朔太郎 冨山房 昭和52
VG1-H3858 昭和時代 中島　健蔵 岩波書店 昭和34
VG1-H11161 昭和史のなかの沖縄　岩波ブックレット　135 大城将保 岩波書店 1989
VG1-H11302 昭和の文学展 － 朝日新聞社 平成2
VG1-H8215 昭和史ハンドブック 平凡社　編 平凡社 1983
VG1-H1278 昭和出版弾圧小史 畑中繁雄 圖書新聞社 1977

VG1-H8353 昭和書籍･雑誌･新聞発禁年表　上
小田切秀雄　福岡井吉　編
著

明治文献 1965

VG1-H2767 昭和書籍雑誌新聞発禁年表　上 － 明治文献 昭和40
VG1-H2768 昭和書籍雑誌新聞発禁年表　中 － 明治文献 昭和41
VG1-H2769 昭和書籍雑誌新聞発禁年表　下(1) － 明治文献 昭和42
VG1-H2770 昭和書籍雑誌新聞発禁年表　下(2) － 明治文献 昭和42
VG1-H3707 昭和庶民文化史　(上) 小木新造 日本放送出版協会 昭和46
VG1-H4494 昭和政治經濟史 池田健 國民教育圖書 昭和22
VG1-H10259 昭和青春読書私史 安田武 岩波書店 1985
VG1-H3351 昭和世相史 － 社会思想社 昭和49
VG1-H3328 昭和世相史(1945-1970) 岩崎爾郎　加藤秀俊 社会思想社 昭和46
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VG1-H8622 昭和世相史　記録と年表でつづる世相と事件 原田勝正　編著 小学館 1989
VG1-H699 昭和大雑誌　戦後編 － 流動出版　株式会社 昭和53
VG1-H697 昭和大雑誌　戦前編 － 流動出版　株式会社 昭和53
VG1-H698 昭和大雑誌　戦中編 － 流動出版　株式会社 昭和53
VG1-H9417 昭和天皇の御製 国柱会本部　編 真世界運動本部 1989
VG1-H8684 昭和天皇の時代 文芸春秋　編 文芸春秋 1989
VG1-H10283 昭和天皇の終戦史 吉田裕 岩波書店 1992
VG1-H10121 昭和堂書店　第5回目録 － 昭和堂書店 -
VG1-H1222 昭和特高弾圧史　1 － 太平出版社 1975
VG1-H1223 昭和特高弾圧史　2 － 太平出版社 1975
VG1-H3416 昭和24年度国立国語研究所年報-1- － 国立国語研究所 昭和26
VG1-H11158 昭和の女性史　岩波ブックレット　132 鈴木裕子 岩波書店 1989
VG1-H10576 昭和のすたるじい流行歌 塩澤実信 第三文明社 1991
VG1-H4106 昭和の精神史 竹山道雄 新潮社 昭和31
VG1-H9387 昭和の文学　この一冊でわかる － 新潮社 1989
VG1-H9389 昭和の文学展 － 朝日新聞東京本社 1990
VG1-H9390 昭和の文学展 － 朝日新聞東京本社 1990
VG1-H5825 昭和の法と法学　法律時報　臨時増刊号50巻13号 － 日本評論社 昭和53
VG1-H8631 昭和文化　1925～1945 南博　社会心理研究所 勁草書房 1987
VG1-H7156 昭和文学史 平野謙 筑摩書房 昭和54
VG1-H3729 昭和文学の成立 小田切進 勁草書房 1965
VG1-H8959 昭和ベストセラー世相史 塩沢実信 第三文明社 1988
VG1-H7230 初學経濟原論 小泉信三 慶應出版社 昭和21
VG1-H6504 女学雑誌総目録 － 緑蔭書房 1983
VG1-1610 女学世界 [復刻版]　1巻1号 講談社 1901
VG1-H3956 書架のこよみ 鈴木正 新泉社 1979
VG1-H3220 書簡　4　小松蔵書 － － -
VG1-H1044 初期日本英学資料集成 雄松堂フィルム出版 雄松堂フィルム出版 1976
VG1-H7611 初期日本英学資料集成　マイクロフィルム版 － 雄松堂フィルム出版 昭和51
VG1-H4973 初期のマルクス 淡野安太郎 勁草書房 1956
VG1-H2147 職業教室　第二集 － 実業之日本社 昭和29
VG1-H6088 職業としての出版人 鈴木均 中経出版 昭和53
VG1-H10244 職業としての編集者 山田宗睦 三一書房 1979
VG1-H3932 職業としての編集者 山田宗睦 三一書房 1979
VG1-H8957 職業としての編集者 吉野源三郎 岩波書店 1989
VG1-H8958 職業としての編集者 吉野源三郎 岩波書店 1989
VG1-H3057 觸背美學 中川重麗 博文学 明治44
VG1-H3548 職人の詩 青木寅松 精興社 昭和48
VG1-H7653 觸媒 寺田寅彦 岩波書店 昭和14
VG1-H11076 食品添加物を考える　岩波ブックレット　28 岩波書店編集部　編 岩波書店 1984
VG1-H11833 食物漫遊記 種村季弘 筑摩書房 1985年
VG1-H11213 植民地そだちの少国民　岩波ブックレット　186 野村章 岩波書店 1991
VG1-H11192 植民地朝鮮の残影を撮る　岩波ブックレット　165 中野茂樹 岩波書店 1990
VG1-H11075 食糧　岩波ブックレット　27 西川潤 岩波書店 1983
VG1-H7668 処刑前夜 北山河　編 光文社 昭和35
VG1-H7159 女傑とその周辺 大宅壮一 文芸春秋新社 昭和34
VG1-H168 書国畸人傳 岡野他家夫 桃源社 昭和37
VG1-H169 書国畸人傳 岡野他家夫 桃源社 昭和37
VG1-H7470 書庫縦横 朝倉治彦 出版ニュース社 昭和62[1987]
VG1-H8235 書庫の管理 ハバード･ウイリアム･J 勁草書房 1987
VG1-H2735 書祭(人) － 書物展望社 昭和15
VG1-H2734 書祭(地) － 書物展望社 昭和15
VG1-H2733 書祭(天) － 書物展望社 昭和14
VG1-H1783 書斎閑談 辰野隆 白水社 昭和13
VG1-H6069 書斉隨歩 斉藤昌三 書物展望社 昭和19
VG1-H81 書斎随歩 齋藤昌三 書物展望社 昭和19
VG1-H1796 書斎と讀書 青野秀吉　(他) 三省堂 昭和16
VG1-H9035 書斎の王様 ｢図書｣編集部　編 岩波書店 1985
VG1-H9036 書斎の王様 ｢図書｣編集部　編 岩波書店 1985
VG1-H78 書齋文化 内田魯庵 桑名文星堂 昭和17
VG1-H85 書齋文化 内田魯庵 桑名文星堂 昭和17
VG1-H3418 書誌 － 書誌学分科会 昭和35
VG1-H6925 書誌 L.N.マルクレス 白水社 1981

VG1-H7212 書誌
ルイーズ=ノエル･マルクレ
ス

白水社 昭和56

VG1-H183 書誌學 幸田成友 慶應通信 昭和32
VG1-H222 書誌學　第四巻合本 － 日本書誌學會 昭和10
VG1-H146 書誌学序説 山岸徳平 岩波書店 1977
VG1-H479 書誌學序説 長澤規矩也 吉川弘文館 昭和35
VG1-H6063 書誌学序説 長沢規矩也 吉川弘文館 昭和54
VG1-H27 書誌學とは何か 寿岳文章 ぐろりあそさえて 昭和5
VG1-H5272 書誌作成マニアル 日本索引家協会 日外アソシエーツ　(株) [1980]
VG1-H6776 書誌作成マニュアル　文献目録を作る人のために 日本索引家協会 日外アソシエーツ 1980
VG1-H10022 書誌入門 ロバート.B.ハーモン 日外アソシエーツ 1984
VG1-H9115 書誌年鑑 朝倉治彦　深井人詩　共編 日外アソシエーツ 1982
VG1-H6794 書誌年鑑　'82 朝倉治彦　深井人詩 日外アソシエーツ 1982
VG1-H3659 女將 樋田千穂 要書房 昭和28
VG1-H8101 抒情詩 宮崎湖處子　編 日本近代文学館 1968[昭和43]
VG1-H8131 抒情小曲集　詩集 室生犀星 日本近代文学館 1969[昭和44]
VG1-H6825 處女航海 小島政次郎 和敬書店 昭和22
VG1-H4197 處女地　後篇 ツルゲーネフ 岩波書店 昭和23
VG1-H4243 處女地　前篇 ツルゲーネフ 岩波書店 昭和22
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VG1-H8730 書人外書伝 疋田寛吉 読売新聞社 1983
VG1-H6091 初心者用､編集､レイアウト 磯部芳三 日本文芸社 昭和37
VG1-H560 諸新聞雑誌圖書目録 － 東京堂 明治26
VG1-H6821 女性解放思想の源流　巌本善治と『女学雑誌』 野辺地清江 校倉書房 昭和59
VG1-H3565 女性解放の思想と行動　戦前編 田中寿美子　編 時事通信社 昭和50
VG1-H3563 女性解放の思想と行動　戦後編 田中寿美子　編 時事通信社 昭和50
VG1-H9391 女性作家十三人展 － 日本近代文学館 1988

VG1-H9111
女性雑誌を解読する　Comparepolitan　日・米・メ
キシコ比較研究

井上輝子　女性雑誌研究会
編

堀内出版 1989

VG1-H6105 女性誌大研究 穂高亜樹 大陸書房 昭和56
VG1-H10596 女性史は可能か ミシェル･ペロー 藤原書店 1992
VG1-H11782 女性と花と犬と 鍛冶忠一 穂高書房 昭和33年
VG1-H717 女性と花と犬と 鍜治忠一 穂高書房 昭和33
VG1-H7695 女性に関する十二章 伊藤整 中央公論社 昭和29
VG1-H386 處世の道 野間清治 大日本雄辯会講談社 昭和5
VG1-H3618 女性秘書　その新しい職能と実務 刈田綏 白鳳社 昭和38

VG1-H7616 女性問題図書総目録　1984版 －
女性問題図書総目録刊行
会

昭和59

VG1-725
書籍がよく売れているというが　1963年No.1　その
実情を見ると

出版科学研究所 1963

VG1-725
書籍がよく売れているというが　1963年No.2　その
理由を考えると

出版科学研究所 1963

VG1-H5683 書籍　実価標　第22号 － 大川屋 明治31
VG1-H5850 書籍月報　31 － 松雲堂 明治26
VG1-H5851 書籍月報　32 － 松雲堂 明治26
VG1-H5852 書籍月報　34 － 松雲堂 明治27
VG1-H5862 書籍月報　35 － 松雲堂 明治27
VG1-H5853 書籍月報　39 － 松雲堂 明治27
VG1-H5854 書籍月報　41 － 松雲堂 明治28
VG1-H5855 書籍月報　42 － 松雲堂 明治28
VG1-H5856 書籍月報　43 － 松雲堂 明治28

VG1-H10811 書籍出版のマーケティング 　いかに本を売るか
出版マーケティング研究会
編

出版ニュース社 平成3

VG1-H10816 書籍情報　Booknow A ブックページ刊行会　編 日本出版取次協会 1990
VG1-H7796 書籍正味問題のすべて　１ 新文化通信社　編 新文化通信社 昭和47
VG1-H7797 書籍正味問題のすべて　続 新文化通信社　編 新文化通信社 昭和47
VG1-H805 書籍専業論　書店研究パンフレット　第1輯 西村辰五郎 學習社 昭和10
VG1-H91 書籍装釘の歴史と實際 庄司淺水 ぐろりあそさえて 昭和4

VG1-H2661 東京書籍出版営業者組合書籍總目録 －
東京書籍出版營業者組合
事務所

明治31

VG1-H5832 書籍年鑑　昭和17年版 － 協同出版社 昭和17
VG1-H176 書籍の周囲　林達夫著作集　６ 林達夫 平凡社 1972
VG1-H2508 書籍のつくり方 藤森善貢 日本ｴﾃﾞｨﾀｰｽｸｰﾙ -
VG1-H2507 書籍の適正価格実現のために(その五) － 日本書籍出版協会 昭和37

VG1-H11886 書籍の適正価格実現のために（その四） －
日本書籍出版協会
価格調整研究委員会

1957年

VG1-H998 書籍ハンドブック －
全国大学生活協同組合連
合会

1966

VG1-H11893 書籍返品減少対策報告書 －
出版販売合理化協議会
第四分科会

昭和45年

VG1-H586 書籍目録 － 冨山房書店 -
VG1-H644 書窓雜記 徳富猪一郎 民友社 昭和5
VG1-H7283 書痴談義 P.ルイス　[等] 白水社 1983
VG1-H8866 書痴談義 生田耕作　編訳 白水社 1983
VG1-H73 書痴半代記 岩佐東一郎 東京文献センター 昭和43

VG1-H3593 職業の倫理　現代生活倫理講座　７
小林珍雄　エルリンハーゲ
ン　H編

春秋社 昭和33

VG1-H10300 書店 能勢仁 教育社 1991

VG1-H3963 書店
清水英夫　金平聖之助　小
林一博

教育社 1979

VG1-H5985 書店 清水英夫　ほか 教育社 1977
VG1-H6084 書店 清水英夫　ほか 教育社 1982
VG1-H990 書店経営のすべて 岡崎儀一 経営情報出版社 昭和53

VG1-H818 書店経営白書 －
日本出版物小売業組合連
合会

昭和36

VG1-H6066 書店人国記　(一) 田中治男 東販商事 昭和52
VG1-H5279 書店人国記　第2巻 田中治男 東販商事　(株) 昭和55
VG1-H9806 書店人のしごと　SA時代の販売戦略 福嶋聡 三一書房 1991
VG1-H9445 書店新風会二十年史 － 書店新風会 1978
VG1-H1902 書店讀本 － 全國書籍商組合聯合会 昭和12
VG1-H6933 書店の店頭から　本屋はわたしの学校だった 海地信 編集工房　ノア 1985
VG1-H6971 書店の店頭から　本屋はわたしの学校だった 海地信 編集工房　ノア 昭和60[1985]

VG1-H5322 書店の人と商品をどうするか 下村彦四郎 下村彦四郎 昭和41
VG1-H9828 書店論ノート　本・読者・書店を考える 湯浅俊彦 新文化通信社 1990
VG1-H5323 書店はどうすればよいのか 下村彦四郎 下村彦四郎 昭和40
VG1-H8727 書の本　第1巻 青山杉雨　編集 筑摩書房 1980
VG1-H8728 書の本　第2巻 青山杉雨　編集 筑摩書房 1980
VG1-H4568 初版　歴史を創る人々 嘉治隆一 大八洲出版 昭和23
VG1-H3987 初版本 城市郎 桃源社 1971
VG1-H10636 書評10年 鶴見俊輔 潮出版社 1992
VG1-H10813 書評年報　1991年　人文･社会･自然編 書評年報刊行会　編 書評年報刊行会 1992
VG1-H10814 書評年報　1991年　文学･芸術･児童編 書評年報刊行会　編 書評年報刊行会 1992
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VG1-H5922 書評の同時代史　一読入魂レポート 鷲田小彌太 三一書房 1982
VG1-H3672 叙法に對する再検討 安井曠一郎 早稲田大学教育学部 昭和28

VG1-H10204
書名索引　著者　訳者　編者名索引　筑摩書房図書
総目録　別冊

筑摩書房　編 筑摩書房 1991

VG1-H954 署名のある紙礫　私の書物随筆 谷沢永一 浪速書林 昭和49
VG1-H5771 署名の研究 清水浩 研究社 大正10
VG1-H2 書物　その起源と発達の物語 M.イリーン 弘文莊 昭和9
VG1-H4 書物 森銑三・柴田宵曲共著 白楊社 昭和19
VG1-H5 書物 森銑三・柴田宵曲共著 白楊社 昭和24
VG1-H8259 書物 壽岳文章　編著 タングラム 1987
VG1-H971 書物･情報･読書　知識整理と活用の技術 紀田順一郎 出版ニュース社 昭和47
VG1-H10540 書物･情報･読書　知識整理と活用の技術 紀田順一郎 出版ニュース社 1972
VG1-H34 書物への愛 壽岳文章 栗田書店 昭和34
VG1-H909 書物への愛 リチャード･ド･ベリー 北洋社 1978
VG1-H63 書物をなでて 竹林熊彦 文藝復興社 昭和23
VG1-H3985 書物を焼くの記　日本占領下の上海知識人 鄭振鐸 岩波書店 昭和29
VG1-H3837 書物を燒くの記　日本占領下の上海知識人 鄭振鐸 岩波書店 昭和34
VG1-H10338 書物から読書へ ロジェ･シャルチェ みすず書房 1992
VG1-H163 書物から見た明治の文藝 岡野他家夫 東洋堂 昭和18
VG1-H166 書物から見た明治の文藝 岡野他家夫 東洋堂 昭和17
VG1-H10050 書物関係雑誌細目集覧　1 書誌研究懇話会 日本古書通信社 1974
VG1-H10051 書物関係雑誌細目集覧　2 書誌研究懇話会 日本古書通信社 1976[昭和51]
VG1-H443 書物関係雑誌細目集覧　一 書誌研究懇話会　編 日本古書通信社 昭和49
VG1-H7510 書物関係雑誌細目集覧　一 書誌研究懇話会　編 日本古書通信社 昭和49
VG1-H9074 書物関係雑誌細目集覧　1 書誌研究懇話会　編 日本古書通信社 1974
VG1-H444 書物関係雑誌細目集覧　二 書誌研究懇話会　編 日本古書通信社 昭和51
VG1-H7511 書物関係雑誌細目集覧　二 書誌研究懇話会　編 － 昭和51
VG1-H9075 書物関係雑誌細目集覧　2 書誌研究懇話会　編 日本古書通信社 1976
VG1-H6057 書物語辞典 古典社編集部 古典社 昭和11
VG1-H6065 書物語辞典　英（独・仏・羅）－和 八木佐吉 丸善 昭和55
VG1-H67 書物三見 井上和雄 書物展望社 昭和14
VG1-H8457 書物三題 庄司浅水 胡蝶の会 昭和57
VG1-H147 書物誌展望 齋藤昌三 八木書店 昭和30
VG1-H9730 書物周游 大家幸世 朝日書林 1991
VG1-H2737 書目集覧　第1 禿氏祐祥編 東林書房 昭和3
VG1-H11899 書物逍遥 庄司浅水 胡蝶の会 1989年
VG1-H5518 書物随叢　本の醍醐味 中嶋宗是 関西市民書房 昭和56
VG1-H959 書物捜索　(上) 横山重 角川書店 昭和53
VG1-H960 書物捜索　(下) 横山重 角川書店 昭和54
VG1-H131 書物探訪 齋藤夜居 比見亭書屋 昭和40
VG1-H9703 書物という鏡 色川大吉 大和書房 1981
VG1-H155 書物と印刷の文化史 斎藤正二 国土社 1960
VG1-H7454 書物と印刷の文化史 斎藤正二 国土社 昭和57[1982]

VG1-H7279 書物同好會會報 書物同好会　編 龍渓書舎 昭和53
VG1-H6247 書物同好会会報　第1号～第20号　復刻版 － 龍渓書舎 昭和53
VG1-H1698 書物と江戸文化 森銑三 大東出版社 昭和16
VG1-H8377 書物と江戸文化 森銑三 大東出版社 昭和16
VG1-H2163 書物と活字 今井直一 印刷学会出版部 昭和24
VG1-H5979 書物としての都市･都市としての書物 清水徹 集英社 1982
VG1-H1784 書物と人物 東畑精一 新評論社 昭和29
VG1-H2928 書物と人物 東畑精一 新評論社 昭和29
VG1-H57 書物と人物 森銑三 熊谷書房 昭和18
VG1-H9733 書物と装飾　挿絵の歴史 ウォルター･クレイン 国文社 1990
VG1-H9734 書物と装飾　挿絵の歴史 ウォルター･クレイン 国文社 1990
VG1-H69 書物と著者 山宮允 吾妻書房 昭和24
VG1-H6923 書物とともに 寿岳文章 冨山房 昭和55
VG1-H836 書物とともに 寿岳文章 冨山房 昭和55

VG1-H9087 書物とともに
寿岳文章　著　布川角左衛
門　編

富山房 1980

VG1-H1702 書物と人間 金森徳次郎 慶友社 [昭和26]
VG1-H6348 書物との対話 粟津則雄 青土社 1982
VG1-H964 書物との出会い　読書テクノロジー 紀田順一郎 玉川大学出版部 昭和51
VG1-H6544 書物と人　第一冊　限定版 斉藤夜居 街書房 昭和58
VG1-H9781 書物の運命　近代図書文化の変遷 尾崎秀樹 出版ニュース社 1991
VG1-H104 書物の生いたち 庄司淺水 栗田書店 昭和33
VG1-H9487 書物の生いたち 庄司浅水 栗田書店 1958
VG1-H9688 書物の生いたち 庄司淺水 栗田書店 1958[昭和33]
VG1-H144 書物往来 八木佐吉 東峰書房 昭和50
VG1-H952 書物の解体学 吉本隆明 中央公論社 昭和50
VG1-H13 書物の共和国　寿岳文章・しづ著作集第６ 壽岳文章 春秋社 昭和45
VG1-H7274 書物の共和国　定版 寿岳文章 春秋社 昭和61
VG1-H10635 書物の近代　メディアの文学史 紅野謙介 筑摩書房 1992
VG1-H103 書物の国の散歩道 庄司淺水 社会思想研究出版部 昭和33
VG1-H7648 書物の国の散歩道 庄司浅水 社会思想研究会出版部 昭和33
VG1-H9491 書物の現在 吉本隆明　等 書肆風の薔薇 1989
VG1-H9492 書物の現在 吉本隆明　等 書肆風の薔薇 1989
VG1-H10386 書物の心　随筆集 福永武彦 新潮社 1975[昭和50]
VG1-H6529 書物の心　随筆集 福永武彦 新潮社 昭和50
VG1-H8809 書物の心　随筆集 福永武彦 新潮社 昭和50
VG1-H9489 書物の周囲 森銑三 研文社 1988
VG1-H9490 書物の周囲 森銑三 研文社 1988
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VG1-H10389 書物の出現　上
リュシアン･フェーヴル　ア
ンリ=ジャン･マルタン

筑摩書房 1985

VG1-H10390 書物の出現　下
リュシアン･フェーヴル　ア
ンリ=ジャン･マルタン

筑摩書房 1985

VG1-H7441 書物の出現　下
リュシアン･フェーヴル　ア
ンリ＝ジャン･マルタン

筑摩書房 昭和60

VG1-H10388 書物の世界「共同討議」 高階秀爾　[ほか] 青土社 1980
VG1-H23 書物の世界 寿岳文章 朝日新聞社 昭和24
VG1-H24 書物の世界　定版 寿岳文章 出版ニュース社 1973
VG1-H25 書物の世界 寿岳文章 朝日新聞社 昭和24

VG1-H5271 書物の世界「共同討議」
高階秀爾　中村雄二郎　山
口昌男

青土社 [1980]

VG1-H6637 書物の世界 壽岳文章 朝日新聞社 昭和24

VG1-H8403 書物の世界「共同討議」
高階秀爾　[ほか]　共同訪
議

青土社 1982

VG1-H9145 書物の戦場 鷲田小弥太 三一書房 1989
VG1-H9144 書物の戦い　政治と文学のはざまで 武藤功 田畑書店 1989
VG1-H932 書物の楽しみ 小田切進 冬樹社 昭和52
VG1-H100 書物の敵 庄司淺水 ブックドム社 昭和5
VG1-H101 書物の話 庄司淺水 ブックドム社 昭和6
VG1-H108 書物のはなし 庄司浅水 さ･え･ら書房 昭和36
VG1-H109 書物のはなし 庄司浅水 さ･え･ら書房 昭和30
VG1-H10541 書物の本「西欧の書物と文化の歴史　書物の美学」 ヘルムート･プレッサー 法政大学出版局 1973
VG1-H117 書物の本 植村長三郎 明玄書房 昭和29
VG1-H64 書物の本 植村長三郎 文徳社 昭和25
VG1-H910 書物の本　西欧の書物と文化の歴史　書物の美学 ヘルムート･プレッサー 法政大学出版局 1973
VG1-H9771 書物の本　西欧の書物と文化の歴史　書物の美学 ヘルムート･プレッサー 法政大学出版局 1973
VG1-H9917 書物の本　西欧の書物と文化の歴史　書物の美学 ヘルムート･プレッサー 法政大学出版局 1973
VG1-H26 書物の道 寿岳文章 書物展望社 昭和9
VG1-H9488 書物の道 壽岳文章 書物展望社 1934
VG1-H1701 書物の眼 金森徳次郎 慶友社 昭和28
VG1-H6551 書物の夢･夢の書物 清水徹 筑摩書房 昭和59
VG1-H94 書物の楽園 庄司淺水 桃源社 昭和38
VG1-H1 書物の歴史 エム･イリ－ン 東寶發行所 昭和18
VG1-H10255 書物の歴史 エリク･ド･グロリエ 白水社 1972
VG1-H148 書物の歴史 エム･イリ－ン 東寶發行所 昭和18
VG1-H3 書物の歴史 イリン 岩崎書店 1954
VG1-H3838 書物の歴史 エリク･ド･グロリエ 白水社 1966
VG1-H3867 書物の歴史 エリク･ド･グロリエ 白水社 1955
VG1-H5613 書物の歴史 エム･イリーン 東宝発行所 昭和18
VG1-H5355 書物万華鏡 山下武 実業之日本社 1980
VG1-H879 書物漫遊記 種村季弘 筑摩書房 1979

VG1-H6249
書物憂楽帖　加島祥造訳　オール・アバウト・ブッ
クス

ジェラルド･ドナルドソン TBSブリタニカ 昭和58

VG1-H8461 書物横丁 長谷川卓也 胡蝶の会 昭和58
VG1-H3744 所有権法の理論 川島武宜 岩波書店 昭和22
VG1-H3072 女優ナナ エミール･ゾラ 雄鶏社 昭和30
VG1-H4749 初旅の記 和辻哲郎 新潮社 昭和47

VG1-740
書林 : 和漢洋古書目録 Takao second hand book
1965年

高尾彦四郎書店 1965

VG1-H5680 書[ﾛｸ]研幾編　図書館研究　第10巻 太田先生記念 芸艸会 － 昭和9
VG1-H5094 瞑想詩集 シラー 小石川書房 昭和23
VG1-H4092 白雲先生 武者小路実篤 角川書店 昭和34
VG1-H11925 白雪ひめと七人の小人 － ｱｽｶ ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ -
VG1-H4170 知られざるアメリカ　第十一　冬の華 中谷宇吉郎 文藝春秋新社 昭和30
VG1-H5199 知られざる漱石 小宮豊隆 弘文堂 昭和26
VG1-H7548 シリーズもの書籍の買手 － 朝日新聞東京本社広告部 昭和37

VG1-H11687 資料・反合法出版物　噫 松本祐治　編 烏書房
1973年10月10
日

VG1-750 資料ETC　0 出版科学研究所 1966
VG1-750 資料ETC　1 出版科学研究所 1966
VG1-750 資料ETC　2 出版科学研究所 1966
VG1-750 資料ETC　3 出版科学研究所 1967
VG1-750 資料ETC　4 出版科学研究所 1967
VG1-750 資料ETC　5 出版科学研究所 1967
VG1-750 資料ETC　6 出版科学研究所 1967
VG1-750 資料ETC　7 出版科学研究所 1967
VG1-750 資料ETC　8 出版科学研究所 1967
VG1-750 資料ETC　9 出版科学研究所 1967
VG1-750 資料ETC　10 出版科学研究所 1967
VG1-750 資料ETC　11 出版科学研究所 1967
VG1-H10174 資料ETC　12 － 出版科学研究所 1967
VG1-750 資料ETC　12 出版科学研究所 1967
VG1-750 資料ETC　13 出版科学研究所 1967
VG1-750 資料ETC　14 出版科学研究所 1967
VG1-750 資料ETC　15 出版科学研究所 1967
VG1-750 資料ETC　16 出版科学研究所 1967
VG1-750 資料ETC　28 出版科学研究所 1968
VG1-750 資料ETC　29 出版科学研究所 1969
VG1-750 資料ETC　30 出版科学研究所 1969
VG1-750 資料ETC　31 出版科学研究所 1969
VG1-750 資料ETC　32 出版科学研究所 1969
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VG1-750 資料ETC　33 出版科学研究所 1969
VG1-750 資料ETC　34 出版科学研究所 1969
VG1-750 資料ETC　35 出版科学研究所 1969
VG1-750 資料ETC　36 出版科学研究所 1969
VG1-750 資料ETC　37 出版科学研究所 1969
VG1-750 資料ETC　38 出版科学研究所 1969
VG1-750 資料ETC　39 出版科学研究所 1970
VG1-750 資料ETC　40 出版科学研究所 1970
VG1-750 資料ETC　41 出版科学研究所 1970
VG1-750 資料ETC　42 出版科学研究所 1970
VG1-750 資料ETC　43 出版科学研究所 1970
VG1-750 資料ETC　45 出版科学研究所 1970
VG1-750 資料ETC　46 出版科学研究所 1970
VG1-750 資料ETC　47 出版科学研究所 1970
VG1-H6217 資料有島武郎著作目録著作解題 佐々木靖章　(編) 萬葉堂 昭和53
VG1-H7450 史料館･文書館学への道　記録・文書をどう残すか 安澤秀一 吉川弘文館 昭和60
VG1-H7919 資料国家秘密法　議会論議と事例から 横浜弁護士会　編 花伝社 1987
VG1-H3813 資料大正社会運動史　上 － 三一書房 1970
VG1-H6317 資料でつづる「鹿島出版会」　20年のあゆみ － 鹿島出版会 昭和58
VG1-H8421 史料による日本の歩み　近世編 児玉幸多　[ほか]　編 吉川弘文館 昭和50
VG1-H5315 資料年表　日配時代史　現代出版流通の原点 荘司徳太郎、清水文吉編著 出版ニュース社 昭和55

VG1-H9068 史料の整理と管理
国文学研究資料館史料館
編

岩波書店 1988

VG1-H6206 資料三島由紀夫 福島鑄郎 双柿舎 1982
VG1-H3680 史料明治百年 朝日新聞社　編 朝日新聞社 昭和41
VG1-H3910 知る権利 奥平康弘 岩波書店 1979
VG1-H1212 知る権利　マスコミと法 石村善治・奥平康弘編 有斐閣 昭和49

VG1-H2582 紙齢三十年 木村靖二　(編)
全国新聞情報農業協同組
合連合会

昭和36

VG1-H8669 自歴譜 加太那憲 岩波書店 1982
VG1-H9818 試練に立つ 山懸正明 秋田屋 1946
VG1-H2077 白井赫太郎の思い出 山田吉之助　(編) 精興社 昭和41
VG1-H2078 白井赫太郎の思い出 － 精興社 昭和41
VG1-H2076 白井倉之助の思い出 上神寛　(他)　編 精興社 昭和54
VG1-H2072 白いたんぽぽ 小穴隆一 日本出版協同　(株) 昭和29
VG1-H7050 白い蝶 木下径子 成瀨書房 昭和58[1983]

VG1-H2695 白い本 － 創造集団 [  ]
VG1-H9326 白いメルヘンの国から　スエーデンだより 田中みどり 田中みどり 1987[昭和62]
VG1-H10594 素人学者の古書探求 橋本万平 東京堂出版 1992
VG1-H6076 しろうと古書利殖入門 加藤美希雄 三恵書房 1978
VG1-H7305 素人でもできる出版社のつくり方 嘉藤慎哉 あいであ･らいふ 1984
VG1-H4654 白薔薇は散らず インゲ･ショル 未来社 1955
VG1-H10491 新･書物の解体学 吉本隆明 メタローグ 1992
VG1-H1035 新聖書大辞典 － キリスト新聞社 昭和45

VG1-H9516 新･編集レイアウト　印刷物の企画･制作マニュアル 高畑利雄　松井明
日本印刷技術協会
(JAGAT)

1990

VG1-H10720 新･法と新聞 日本新聞協会研究所 日本新聞協会 1990
VG1-H11079 新PTA読本 岩波ブックレット　32 永畑道子 岩波書店 1984
VG1-H205 心影･書影 柳田泉 桃源社 昭和39
VG1-H5469 新英和大辞典 － 研究社辞書部 昭和32
VG1-H11841 新ｴﾐｰﾙ 毛利子来 筑摩書房 1985年
VG1-H6876 人格主義序説 阿部次郎 角川書店 昭和23
VG1-H11677 新貨条例 － 大蔵省 明治4年
VG1-H2866 新刊四季報 － 出版ニュース社 昭和30

VG1-H2888
新刊書総目録　昭和3年下半期 内務省重要納本の実
査記録

ー 国書研究會 -

VG1-H561 新刊圖書一覧 － 東京堂 大正元年
VG1-262 新刊図書雑誌月報　13巻1号 東京堂書店 1926
VG1-H1632 新記者ハンドブック － 共同通信社開発局 昭和41
VG1-H2902 新教育指針 － 文部省 -
VG1-H5228 信教の自由 － 日本基督教団出版部 1963
VG1-H3136 神曲(下) ダンテ 岩波文庫 昭和33
VG1-H488 神曲　地獄編 － 集英社 昭和49
VG1-H489 神曲　天国編 － 集英社 昭和51
VG1-H490 神曲　煉獄編 － 集英社 昭和50
VG1-H1109 人権擁護の二十年 － 法務省人権擁護局 昭和43
VG1-H1243 人権叙説　(現代法叢書) 井上茂 岩波書店 1976
VG1-H4199 人権宣言集 － 岩波書店 昭和32
VG1-H5799 人絹パルプ製造開始当時の回想 金子三明 － 昭和30
VG1-H11070 人口　岩波ブックレット　22 西川潤 岩波書店 1983
VG1-H10812 新興出版社啓林館　20年史 創業20年史編集委員会　編 新興出版社　啓林館 昭和42
VG1-H749 新興出版社啓林館20年史 － 新興出版社啓林館 昭和42
VG1-H3317 新講大日本史　(第十六巻) 森末義彰　(他) 雄山閣 昭和17
VG1-H1725 新稿図書の選択 彌吉光長 理想社 昭和36
VG1-H8695 信仰の原点　仏教編 井出勇　編著 井出出版社 昭和61
VG1-H349 信仰の道 石川武美 主婦之友社 昭和21
VG1-H4186 新古今和歌集 － 岩波書店 昭和19
VG1-H4605 新古今和歌集全註解 石田吉貞 有精堂出版 昭和35
VG1-H10314 新語大辞典 － 講談社 1951[昭和26]
VG1-225 震災画報　1冊 半狂堂 1923
VG1-H7468 心斎橋北詰　上 駒敏郎 駒々堂出版 昭和61
VG1-H883 新左翼運動全史 蔵田計成 流動出版 昭和53
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VG1-H10248 新猿楽記 藤原明衡 平凡社 1983
VG1-H10700 宍道湖物語 川上誠一 藤原書店 平成4
VG1-H4989 新時代に思う 天野貞祐 創元社 昭和33

VG1-H1606 新時代の社内報 －
日本経営者団体連盟弘報
部

昭和53

VG1-H3569 真実　伊勢物語 光明寺三郎 三崎書房 昭和45
VG1-H10279 真実を求めて 天野貞裕 雲井書店 1966
VG1-H3082 新釋諸国噺 太宰治 生活社 昭和20
VG1-H10663 信州人物風土記･近代を拓く　3 － 銀河書房 昭和61
VG1-H10664 信州人物風土記･近代を拓く　8 － 銀河書房 昭和61
VG1-H10104 新修百科辞典 － 三省堂 1934
VG1-H6330 新出版事情と自費出版のすすめ 渡辺勝利 東京経済 昭和58
VG1-H1501 真珠と鉛筆 安西均 学風書院 昭和29
VG1-H8262 新春書画幅浮世絵逸品既売会 巌南堂書店　[ほか編] 巌南堂 1988
VG1-H4832 新粧 森田たま 大日本雄弁会講談社 昭和31
VG1-H2875 伸松堂目録　Ｎo29 － 伸松堂書店 昭和40
VG1-H5089 心象風景 長谷川泉 ユリイカ 1957
VG1-H9019 新書店発想法 能勢仁 出版ニュース社 昭和62
VG1-H9020 新書店発想法 能勢仁 出版ニュース社 1987

VG1-H11034 新書本の新刊活動を探る －
全国出版協会出版科学研
究所

1982

VG1-H10916 新人編集者のためのブックガイド
｢新人編集者のためのブック
ガイド｣編集委員会　編

出版学校日本エディター
スクール

1989

VG1-H11562 新生 － 東京日日新聞社 昭和17

VG1-H10838
｢新生｣復刻版　創刊号～第3号（昭和20年11月～昭和
21年1月号）

｢新生｣復刻編集委員会　編 新生復刻編集委員会 1973

VG1-471
｢新生｣復刻版　創刊号～第3号（昭和20年11月～昭和
21年1月号）

新生復刻編集委員会 1973

VG1-H9140 人生、わが師わが出会い － 大和出版 1987
VG1-H9942 人生三段跳び 清水英夫 学陽書房 1991
VG1-H9336 人生九十年　随想録 三田高三郎 テイハン 1987[昭和62]
VG1-H4729 人生案内 清水幾太郎 岩波書店 1954
VG1-H10982 新制高等学校補充教材目録　昭和23年度 － 高等教科書協会 1948
VG1-H9335 人生行路の喜びと悲しみ 三田高三郎 テイハン 1988[昭和63]
VG1-H640 人生座談 原田常治 同志社 昭和27
VG1-H354 人生随想　石川武美選集 石川武美 お茶の水図書館 昭和46
VG1-H4676 人生讀本　春夏秋冬 綱島梁川 第一書房 昭和13
VG1-H4021 人生読本　読書術　1979 小林秀雄　他 河出書房新社 昭和54
VG1-H6002 人生読本　本 － 河出書房新社 昭和55
VG1-H6659 人生読本リーダーシップ　指導者なき時代のなかで － 河出書房新社 昭和53
VG1-H4886 人生と宗教 高橋里美 理想社 昭和38
VG1-H1937 人生についての談話 佐藤通次 理想社 昭和35
VG1-H4882 人生についての談話 佐藤通次 理想社 昭和35
VG1-H9110 ｢新青年｣読本　昭和グラフティ ｢新青年｣研究会　編 作品社 1988
VG1-H10455 ｢新青年｣の頃 乾信一郎 早川書房 1991
VG1-H9871 ｢新青年｣の頃 乾信一郎 早川書房 1991
VG1-H10266 人生論 武者小路實篤 岩波書店 1938
VG1-H3019 人生論 岡本かのこ 建設社 昭和22
VG1-H4200 人生論 トルストイ 岩波書店 昭和21
VG1-H4982 人生論 天野貞祐 河出書房 昭和27
VG1-H9600 人生論　第4 デヴィット･ヒューム 岩波書店 1952[昭和27]
VG1-H6856 人生論ノート 三木清 創元社 昭和18
VG1-H9327 人生は旅、人は旅、大島清追憶文集 大島卓　編 大島卓 1985
VG1-H11106 シンセサイザーと宇宙　岩波ブックレット　59 冨田勲 岩波書店 1986

VG1-H5052
新選｢名著復刻全集近代文学館｣特別セット･作品･解
題

－ 日本近代文学館 -

VG1-H11599 新撰數學五千題　下巻 大島孝造 春陽堂　和田篤太郎 明治17年
VG1-H5627 新撰東西年表(コピー) 井上賴国　大槻如電撰 － -
VG1-H9558 新撰仏教辞典 増谷文雄 同文館 1942[昭和17]
VG1-H8459 新蔵書一代 石橋一哉　編 胡蝶の会 昭和57
VG1-H3103 新體詩歌 － 三香堂 -
VG1-H9316 神代史の研究 津田左右吉 岩波書店 1924[大正13]
VG1-H6701 新體制の經濟 高木友三郎 第一書房 昭和15
VG1-H11857 人体透視解剖図　躯幹編 新井正治　編 金原出版　株式会社 昭和30年
VG1-H4208 人知原理論 ジョージ･バークリ 岩波書店 昭和33
VG1-H4775 新中国見聞記 大谷瑩潤 河出書房 昭和30
VG1-H7776 新著百種　号外 － 吉岡書籍店 明治23
VG1-H7775 新著百種　第10号 － 吉岡書籍店 明治23
VG1-H6346 新著百選 丸谷才一　伊藤光晴　編 朝日新聞社 1983
VG1-H424 新潮社四十年 － 新潮社 昭和11
VG1-H429 新潮社八十年小史 百目鬼恭三郎 新潮社 昭和51
VG1-H427 新潮社八十年図書総目録 － 新潮社 昭和51
VG1-H7524 新潮社九十年図書総目録 小田切進　編纂 新潮社 昭和61
VG1-H5857 新潮社出版目録 － 新潮社 大正4
VG1-H4525 新朝鮮読本　(総篇) 近藤剱一 友邦協会 昭和28
VG1-H3242 新潮日本文学小辞典 － 新潮社 昭和43
VG1-H3906 新潮文庫解説目録　1961.12 － 新潮社 -
VG1-H7625 新潮文庫の100冊 － 新潮社 昭和53
VG1-H2266 新著作権法の話 文化庁 文化庁 昭和45
VG1-H2267 新著作権法の話 文化庁 文化庁 昭和45
VG1-H2549 新著作権法問答 佐野文一郎　鈴木敏夫 新時代社 1970
VG1-22 進徳雑誌　5集 以文会友社 1883
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VG1-H1770 新読書論 阪本一郎 講談社 昭和34
VG1-H2971 人肉の市 窪田十一 大日本雄辯會 大正12

VG1-H8554 新日本証券十年史
新日本証券社史編纂委員会
編

新日本証券 昭和52

VG1-H8555 新日本証券二十年史
新日本証券社史編纂委員会
編

新日本証券 1987

VG1-H8001 信念の上に立つ主婦之友社の経営 石川武美 主婦之友社 1926
VG1-H10846 薪能 金春信高 グラフィック社 1987
VG1-H6655 新版　印刷事典 日本印刷学会 大蔵省印刷局 昭和49
VG1-H6626 新版　江戸八百八町 川崎房五郎 光風社出版 昭和58
VG1-H5021 新版　社会思想史 淡野安太郎 勁草書房 1964
VG1-H5022 新版　哲学思想史 淡野安太郎 勁草書房 1963
VG1-H5304 新版　日刊新聞を作る子どもたち 戸塚廉 双柿舎 1980

VG1-H1410
マス・コミュニケーション・マス・メディアの総合
的研究

W・シュラム編 東京創元新社 昭和43

VG1-H736 新版採算点入門 鈴木敏夫 現代ジャーナル出版会 昭和43
VG1-H2920 新版日本叢書索引 廣瀬敏　編 名著刊行会 昭和44
VG1-H5115 新版民族日本歴史　王朝編 白柳秀湖 千倉書房 昭和21
VG1-H5116 新版民族日本歴史　戰國編 白柳秀湖 千倉書房 昭和21
VG1-H3120 新ヒューマニズム ルネ･グルッセ 弘文堂書房 昭和25
VG1-H381 人物評傳野間清治論 荒木武行 全線社書房 昭和6
VG1-H3363 人物論 杉山平助 改造社 昭和9
VG1-H4619 新フランス語入門 前田陽一　丸山熊雄 岩波書店 1957
VG1-H4877 新ふらんす手帖 河盛好蔵 ダヴィッド社 1949
VG1-H1582 新聞 長谷川如是閑 朝日新聞 昭和29
VG1-H1583 新聞 長谷川如是閑 朝日新聞 昭和29
VG1-H1450 新聞広告 － 日本新聞協会 昭和45
VG1-H9732 新聞･雑誌･TV･本を面白いほど活用する法 茂木幹弘 中経出版 1990
VG1-H7317 新聞･出版 スタジオ･コム　編 イカロス出版 昭和61
VG1-H6121 新聞､テレビをどう見るか 山本武利 ポプラ社 昭和56
VG1-H1642 新聞十六講 千葉亀雄 金星堂 昭和8
VG1-H1523 新聞五十年史 伊藤正徳 鱒書房 昭和22
VG1-H6242 新聞五十年史 伊藤正徳 鱒書房 昭和18
VG1-H6574 新聞を疑え 百目鬼恭三郎 講談社 昭和59
VG1-H8915 新聞を斬る 生田正輝 サンケイ出版 1978
VG1-H1637 新聞外史 式正次 新聞之新聞社 昭和33
VG1-H9478 新聞外史 式正次 新聞之新聞社 1958
VG1-H3279 人文科学史年表※ 速水敬二　(他) 生活百科刊行会 昭和30
VG1-H3299 新聞が語る明治史　第1分冊 荒木昌保　編 原書房 昭和51
VG1-H8917 新聞が消えた！ 谷口明生 風媒社 1989
VG1-H1604 新聞学 － 日本評論社 1978
VG1-H8911 新聞学 稲葉三千男　新井直之　編 日本評論社 1988
VG1-H5331 新聞学を学ぶ人のために 和田洋一 世界思想社 1980
VG1-H1296 新聞學概論 松本幸輝久 国民教育社 昭和24
VG1-H3493 新文學講座　第3巻 神西清　編 新潮社 昭和25
VG1-H1527 新聞学入門 小山榮三 同文館 昭和30
VG1-H1507 新聞革命 長島又男 三一書房 1957
VG1-H1537 新聞活殺劔 愚鱈生　(式正次) 精華書房 昭和11
VG1-H1538 新聞活殺劔　続 愚鱈生　(式正次) 精華書房 昭和13
VG1-H1539 新聞活殺劔　第三編 愚鱈生　(式正次) 精華書房 昭和14
VG1-H893 新聞活用の知恵　100ポイント 堀川直義 産業労働調査所 昭和54
VG1-H1500 新聞記事回顧 杉村廣太郎 日本評論社 昭和13
VG1-H1126 新聞記者 門田勲　(他)　著 同文館 昭和31
VG1-H1127 新聞記者 門田勲　(他)　著 同文館 昭和32
VG1-H1597 新聞記者 門田勲　(他) 同文館 昭和31
VG1-H1515 新聞記者五十年 楢崎観一 毎日新聞社 昭和30
VG1-H1638 新聞記者一代 高木健夫 講談社 昭和37
VG1-H1188 新聞記者講座　(下巻) － 同盟通信社 昭和28

VG1-H1520 新聞記者入門 牧内節男
日本ジャーナリスト専門
学院出版部

1978

VG1-H8920 新聞記者入門
朝日カルチャーセンター
編

大阪書籍 1988

VG1-H10530 新聞記者の誕生 山本武利 新曜社 1990
VG1-H6213 新聞記者の見た教科書 楠山三香男 教科書研究センター 昭和56
VG1-H667 新文藝手帖 － 厚生閣 昭和15
VG1-H6243 新聞研究五十年 小野秀雄 毎日新聞社 昭和46
VG1-H2808 新聞研究所紀要　第17号 － 東京大学新聞研究所 昭和43

VG1-H3440 新聞研究所雑誌総目録 －
東京大学新聞研究所図書
室

昭和42

VG1-H1559 新聞原論 小野秀雄 東京堂 昭和22
VG1-H1710 新聞広告一〇〇年　下 － 朝日新聞社 昭和53
VG1-H1556 新聞廣告十七講 － 萬年社 昭和3
VG1-H1494 新聞広告一〇〇年　(上) － 朝日新聞社 昭和53
VG1-H1451 新聞廣告四十年史　　博報堂四十年記念 － 内外通信社 昭和10
VG1-H1619 新聞広告研究講座　第1集 － 日本新聞協会 昭和34

VG1-H11870
新聞広告はこういう人たちに見られている
READERSHIP SURVEY Vol.5,Vol.6から

－
朝日新聞大阪
本社広告部

1965年

VG1-H1641 新聞講座　　編集編 － 日本新聞協會 昭和23
VG1-H6117 新聞講座　編集編 － 日本新聞協会 昭和23
VG1-H6118 新聞講座　編集編 － 日本新聞協会 昭和23
VG1-H10522 新聞講座　編集編　Ⅱ － 日本新聞協会 1949
VG1-H1100 新聞雑誌記者を志す人のために 鈴木文四朗 現人社 昭和12
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VG1-H1684 新聞雑誌記者を志す人のために 鈴木丈史朗 現人社 昭和12
VG1-H6573 新聞雑誌記者を志す人のために 鈴木文史朗 現人社 昭和12
VG1-H1599 新聞雑誌記者志願者必携 － 讀書新聞社 昭和10
VG1-H10834 新聞雑誌社特秘調査 － 大正出版　株式会社 1979
VG1-H5673 新聞雑誌に現れた明治時代文化記録集成 － － -
VG1-H1541 新聞雑誌の作法と讀方 住谷成一 日本評論社 大正3
VG1-H1514 新聞雑誌の創始者　柳河春三 尾佐竹猛 高山書院 昭和15
VG1-H6571 新聞雑誌発生事情　角川選書　76 興津要 角川書店 昭和58
VG1-H6772 新聞雑誌目録　1983 － 東京都立中央図書館 1984
VG1-H1505 新聞作法 古谷綱正 光文社 昭和33
VG1-H1529 新聞作法 古谷綱正 光文社 昭和32
VG1-H1562 新聞作法 古谷綱正 光文社 昭和32
VG1-H2410 新聞紙及出版物取締法規沿革集 － 内務省警保局 昭和2
VG1-H6577 新聞紙研究 後藤武男 同文館 昭和2
VG1-H1643 新聞紙講話 後藤武男 同文館 大正15
VG1-H1563 新聞社 尾崎宏次 光文社 昭和30
VG1-H1614 新聞社 尾崎宏次 光文社 昭和30
VG1-H1534 新聞ジャーナリズム 新井直之 圖書新聞社 昭和41
VG1-H5326 新聞社会学 小山栄三 有斐閣 昭和27
VG1-H1569 新聞社會學　増補 小山榮三 有斐閣 昭和27
VG1-H9865 新聞写真入門 宮内重蔵 ダヴィッド社 1968
VG1-H11858 新聞写眞の研究 増島得男 朝日新聞調査研究室 1952年
VG1-H1581 新聞写真の研究 増島得男 [記載なし] 1952

VG1-H5718
新聞出版用紙割当制度の概要とその業務実績(第1
総括編)

－ 用紙割当局 昭和26

VG1-H5719
新聞出版用紙割当制度の概要とその業務実績(第2
新聞編)

－ 用紙割当局 昭和26

VG1-H5720
新聞出版用紙割当制度の概要とその業務実績(第3
出版編)

－ 用紙割当局 昭和26

VG1-H10902 人文書院図書目録　1989年 － 人文書院 1989
VG1-H4261 新聞商会 ベン･ジョンソン 角川書店 昭和42
VG1-H1713 新聞小説史稿　第1巻 高木健夫 三友社 昭和39
VG1-H8272 新聞小説史年表 高木健夫　編 国書刊行会 1987
VG1-H1656 新聞少年から億万長者へ － 産学者 昭和46
VG1-H6340 新聞資料　全 － 日本新聞協会 昭和45
VG1-H1517 新聞史話 内川芳美 社会思想社 昭和43
VG1-H1600 新聞史話 － 社会思想社 昭和42
VG1-H9479 新聞史話　生態と興亡 内川芳美 社会思想社 1968
VG1-H5333 新聞人､北野吉内 － － 昭和34

VG1-H6245 新聞人　本田親男　追想 －
岩波ブックセンター　信
山社

1983

VG1-H6244 新聞人　本田親男　論談 －
岩波ブックセンター　信
山社

1983

VG1-H6575 新聞づくり三十年　赤えんぴつ 加藤康司 虎書房 昭和31
VG1-H6576 新聞づくり三十年　続･赤えんぴつ 加藤康司 虎書房 昭和32
VG1-H1657 新聞生活二十年 伊藤正徳 中央公論社 昭和8
VG1-H1711 新聞整理の研究 － 日本新聞協会 昭和41
VG1-H1603 新聞千一夜 小林啓善 東京ﾗｲﾌ社 昭和32
VG1-H1099 新聞先覺評論 久木東海男 立命館出版部 昭和7
VG1-H10512 新聞戦後史 新井直之 双柿舎 1979
VG1-H1601 新聞戦後史 新井直之 栗田出版会 1972
VG1-H3914 新聞戦後史－ジャーナリズムのつくりかえ－ 新井直之 双柿舎 1979
VG1-H7347 新聞戦後史　ジャーナリズムのつくりかえ 新井直行 栗田出版会 昭和47[1972]
VG1-H1551 新聞綜合調査報告書 － 新聞綜合調査委員会 昭和34
VG1-H1475 新聞走馬灯 高木健夫 地産出版 1978
VG1-H1573 新聞総覧　大正14年版 佐藤是康 日本電報通信社 大正14
VG1-H1593 新聞太平記 御手洗辰雄 鱒書房 昭和27
VG1-H1298 新聞たちばなし 植原路郎 虎書房 1957
VG1-H1675 新聞づくり 藤川幸吉 理論社 昭和37
VG1-H1608 新聞づくり 藤川幸吉 理論社 1959
VG1-H1612 新聞展望台 喜多壮一郎 春陽堂 昭和4

VG1-H1536 新聞投書論 影山三郎
現代ジャーナリズム出版
会

昭和43

VG1-H10414 新聞特ダネを深読みする 西口孝四郎 講談社 1992
VG1-H2464 新聞と雑誌の著作権について 森川宗興 文部省 昭和34

VG1-H6945 新聞と新聞人 岩井肇
現代ジャーナリズム出版
会

昭和49

VG1-H1301 新聞と政治と 千葉雄次郎 慶友社 昭和29
VG1-H1502 新聞とその見方　作り方　　社会教育学 － 文治書院 昭和24
VG1-H1588 新聞と独占禁止法 － 日本新聞協会 昭和36
VG1-H1565 新聞と放送 近藤春雄 偕成社 昭和30
VG1-H1531 新聞と法律 － 日本新聞協会 昭和35
VG1-H1547 新聞とは何か 林三郎 PHP研究所 1978
VG1-H1484 新聞に關する英國王立委員會報告 － 朝日新聞社 昭和24
VG1-H8715 新聞錦絵　文明開化の事件簿 猿田量　編 ジャーナリズム史研究会 1988
VG1-H1552 新聞の"誤報"と読者 神楽子治 三一書房 1977
VG1-H7124 新聞の元祖 土屋元作 － 昭和4
VG1-H1966 新聞の広告 新田宇一郎 同文館 昭和30
VG1-H1521 新聞のことば 宇野隆保 宝文館 昭和32
VG1-H1658 新聞のことば 宇野隆保 宝文館 昭和32
VG1-H8758 新聞のことば事典　1989 朝日新聞社　編 朝日ソノラマ 1988
VG1-H1596 新聞事始め 杉浦正 毎日新聞社 昭和46
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VG1-H1640 新聞の實際問題研究 橘源太郎 日本公論社 昭和10
VG1-H1471 新聞の事典 伊藤慎一　(他) 同文館 昭和30
VG1-H1185 新聞の自由と責任 川中康弘 南窓社 1972
VG1-H7281 新聞の自由と責任 川中康弘 南窓社 1972
VG1-H1610 新聞の常識 和田伊都夫 柏書房 昭和25
VG1-H1561 新聞のすべて [福田恆存] 高木書房 昭和50
VG1-H10110 新聞の責任 蠟山政道　[ほか] 岩波書店 1962[昭和37]
VG1-H1654 新聞の責任 － 岩波書店 昭和31
VG1-H9468 新聞の創始者　ジョセフ･彦蔵の生涯 ニ反長半 刀江書院 1959
VG1-H1020 新聞の創始者ジョゼフ･彦蔵の生涯 ニ反長半 刀江書院 昭和34
VG1-H1620 新聞の話 小野秀雄 岩崎書店 1953
VG1-H1568 新聞の話　新聞紙の内外 杉村廣太郎 日本評論社 昭和12
VG1-H1524 新聞の秘密 堀太一 光文社 昭和34
VG1-H1595 新聞の秘密 清水勝人 日本評論社 1978
VG1-H1508 新聞の文章 藤倉輝夫 同文館 昭和30
VG1-H1592 新聞の編集 三樹精吉 同文館 昭和30

VG1-H1613 新聞の編集と整理 三樹精吉
現代ジャーナリズム出版
会

昭和41

VG1-H9835 新聞の眼　天声人語より 荒垣秀雄 河出書房 1952
VG1-H1564 新聞の読み方に関する十二章 笠信太郎　(他)　著 中央公論社 昭和29
VG1-H10399 新聞の歴史 小糸忠吾 新潮社 1992
VG1-H1522 新聞の歴史 小野秀雄 東京堂 昭和36
VG1-H1530 新聞の歴史 エミール･ボワヴァン 白水社 1961
VG1-H1670 新聞の歴史 小野秀雄 東京堂 昭和36
VG1-H7351 新聞の歴史 小野秀雄 東京堂 昭和36
VG1-H1506 新聞の論理 牧瀬恒ニ 三一書房 1960
VG1-H1602 新聞ハンドブック 新聞研究同人会 ダヴィッド社 1958
VG1-H10832 新聞販売百年史 日本新聞販売協会　編 日本新聞販売協会 昭和44
VG1-H1714 新聞販売百年史 － 日本新聞販売協会 昭和44
VG1-H1575 新聞販賣我観 伊勢兵次郎 偕進社 昭和3
VG1-H1635 新聞販賣史　-明治篇- 市村芳香 新聞情報社 昭和25
VG1-H1668 新聞販売史　-明治篇- 市村芳香 新聞情報社 昭和25
VG1-H2481 新聞編集権をめぐる労働関係 柏木成樹 朝日新聞調査研究室 1960
VG1-H1302 新聞編集の実際 バスティアン･ケース 時事通信社 昭和25
VG1-H1925 新聞編集の実際 バスティアン･ケース 時事通信社出版局 昭和29
VG1-H1548 新聞編集論 山本文雄 東明社 昭和39
VG1-H1574 新聞法制論 榛村専一 日本評論社 昭和8

VG1-H4054 新聞放送批判｢マスコミ日誌｣ 新井直之
日本ジャーナリスト専門
学院出版部

昭和55

VG1-H7213 新聞むかしむかし 牧田茂　斎藤知克　編 角川書店 昭和54
VG1-H6515 新聞よ驕るなかれ 辻村明 高木書房 昭和51
VG1-H1615 新聞理解の常識 澁川環樹 冬芽書房 昭和25
VG1-H3182 新編　幾山河 若山牧水 創元社 昭和27
VG1-H4238 新編　一茶俳句集 － 岩波書店 昭和20
VG1-H5373 新編　製版印刷処方 伊東亮次編 印刷学会出版部 昭和34
VG1-H4570 新編　碧巖集講話 立田英山 人間禪教団 昭和28
VG1-H5175 新編　路傍の石 山本有三 鱒書房 昭和22
VG1-H4759 身邊歳時記 小宮豐隆 岩波書店 昭和32
VG1-H6725 身辺歳時記 山本健吉 文藝春秋 昭和59
VG1-H6098 新編集入門 園部実 ダヴィッド社 1981
VG1-H2212 新編集ハンドブック － ダヴィッド社 1973
VG1-H10718 新編常用国語便覧 加藤道理 浜島書店 1992
VG1-H1818 新編讀書作文用字訳 － 明治書院 大正11
VG1-H11827 ＜新編＞ぼくは12歳 岡真史 筑摩書房 1985年
VG1-H4156 新方丈記 内田百間 新潮社 昭和22
VG1-H7392 シンポジウム　人間の自由を求めて － 図書館問題研究会 昭和54
VG1-H1213 シンポジウム　言論･出版の自由 － 飯塚書店 1970
VG1-H6109 シンポジウム言論･出版の自由 － 飯塚書店 1970
VG1-468 人民叢書　1集　アメリカに答へる 人民社 1945
VG1-H11048 新村堂書店古書目録　第27号 － 新村堂古書店 1993
VG1-H2165 シンメトリー H.ヴァイル 紀伊國屋書店 1970
VG1-H5705 人面類似集 宮武外骨 半狂堂 昭和6
VG1-H4419 新譯　論語 穂積重遠 社会教育協会 昭和22
VG1-H11635 新約聖書　路加傳　全 米國聖書會社 － 1881年
VG1-H6250 新約全書照引 米国聖書会社 米国聖書会社 明治13
VG1-H6704 新洋樂夜話 大田黒元雄 第一書房 昭和14
VG1-H277 新欧羅巴の誕生 山本實彦 改造社 昭和15

VG1-H6617 親鸞　不知火よりのことづて
吉本隆明　桶谷秀昭　石牟
礼道子

日本エディタースクール
出版部

1984

VG1-H9807 親鸞から親鸞へ 野間宏　三国連太郎 藤原書店 1990
VG1-H11804 心理学 倍因氏著　矢島錦蔵訳 忠愛社 明治19年
VG1-H3010 心理学教科書 大瀬甚太郎　立柄敎俊 金港堂書籍 明治36
VG1-H1254 新律綱領　改訂律例合巻 － 小川半七　(東京) 明治6
VG1-H4602 眞理に生きる 下村湖人 梧桐書院 昭和25
VG1-H4675 眞理の太陽 三浦関造 龍王会文庫 昭和29
VG1-H9880 真理の場に立ちて 湯川秀樹　[ほか] 毎日新聞社 1951[昭和26]
VG1-H11801 森林学 奥田貞衛 博文館 明治36年
VG1-H5092 人類愛の律法　上 カンヂー･マハトマ 日本山妙寺出版部 昭和33
VG1-H8530 人類永遠化の論理 沢田哲夫 中央公論事業出版 1975
VG1-H7133 人類の進歩につくした人 吉野源三郎 新潮社 昭和24
VG1-H4974 人類の進歩につくした人々 － 新潮社 昭和31
VG1-H1975 新勞働文化辭典 － 梧桐書院 昭和24
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VG1-H7120 水沫集 森林太郎 春陽堂 明治39
VG1-H4357 水滸傳　第一冊 施耐庵 岩波書店 昭和22
VG1-H4358 水滸傳　第二冊 施耐庵 岩波書店 昭和23
VG1-H4359 水滸傳　第三冊 施耐庵 岩波書店 昭和27
VG1-H9585 水滸伝　第三冊 吉川幸次郎 岩波書店 1948[昭和23]
VG1-H4360 水滸傳　第四冊 施耐庵 岩波書店 昭和27
VG1-H4361 水滸傳　第五冊 施耐庵 岩波書店 昭和25
VG1-H4362 水滸傳　第六冊 施耐庵 岩波書店 昭和32
VG1-H4363 水滸傳　第七冊 施耐庵 岩波書店 昭和37
VG1-H5455 水彩画家　大下藤次郎 土居次義 美術出版社 昭和56
VG1-H7786 スイス展 － [朝日新聞社] 昭和46

VG1-H11930 水仙月の四日
宮沢賢治・訳：C.W.ﾆｺﾙ・谷
川雁・絵：高松次郎

物語ﾃｰﾌﾟ出版 1983年

VG1-H712 随想 － 日本加除出版　株式会社 昭和52
VG1-H6621 隨筆　收穫 芹澤光治郎 東峰書房 昭和16
VG1-H6895 随想　徹夜の記録 中山伊知郎 井村寿二 昭和34
VG1-H7850 随筆一隅の記 野上弥生子 新潮社 昭和43
VG1-H4143 随筆億劫帳 内田百間 河出書房 昭和26
VG1-H4837 随筆をんなの旅 森田たま 鹿島研究所出版会 昭和42
VG1-H573 随筆回顧集 坪谷水哉 博文館 昭和13
VG1-H6620 隨筆鬼女山房記 野上彌生子 岩波書店 昭和39
VG1-H3225 隨筆辞典　衣食住編 － 東京堂出版 昭和54
VG1-H3229 隨筆辞典　解題編 － 東京堂出版 昭和54
VG1-H3228 隨筆辞典　奇談異聞編 － 東京堂出版 昭和54
VG1-H3226 隨筆辞典　雑芸娯楽編 － 東京堂出版 昭和54
VG1-H3227 隨筆辞典　風土民族編 － 東京堂出版 昭和54
VG1-H6248 随筆集　書物の心 福永武彦 新潮社 昭和50
VG1-H4681 随筆早稲田の半世紀 服部嘉香 中和出版 昭和32
VG1-H6004 水沫集 森林太郎 春陽堂 大正15
VG1-H6153 推理小説　幻書辞典 紀田順一郎 三一書房 1982
VG1-H5125 数学者の眼 吉田洋一 講談社 昭和40
VG1-H6877 数学小景 高木貞治 岩波書店 昭和18
VG1-H4770 數學の歩み マルセル･ボル 白水社 1954
VG1-H5031 数学の思想 村田全　茂木勇 日本放送出版協会 昭和41
VG1-H7413 数字でみる日本の100年　改訂第2版 矢野恒太記念会 国勢社 昭和61[1986]
VG1-H11083 数字で読む米ソ関係　岩波ブックレット　36 森本良男 岩波書店 1984
VG1-H5691 末川博　隨想全集　月報合冊 － 栗田出版会 昭和46
VG1-H10741 スカーレット アレクサンドラ･リプリー 新潮社 1992
VG1-H10181 図解式ミシン裁縫独習書 － 主婦之友社 1952
VG1-H5314 図解書店経営研究 － 栗田書店 昭和33
VG1-H7633 図画教材研究　学習指導書 － 法政大学通信教育部 昭和30
VG1-H8367 透かし文様 ヒーウッド･エドワード 雄松堂出版 1987
VG1-H10142 すかぶら堂文献目録　1991 － すかぶら堂書店 1991
VG1-H8219 好き嫌いはイメージできまる 田中平八　坂丘のぼる 力富書房 1987
VG1-H7115 過ぎたれど去らぬ日々 寿岳章子 大月書店 昭和56
VG1-H6854 杉村廣藏博士を憶う 杉村敦子 杉村敦子 昭和25
VG1-H8014 「スキャンダル」の記号論 中野収 講談社 1987[昭和62]
VG1-H3520 スコットランドの鴎 大岡昇平 三月書房 昭和50
VG1-H2167 鈴木二郎造本とﾃﾞｻﾞｲﾝ展　解説 － [鈴木二郎] 1973
VG1-H11313 鈴木平八郎墨絵展目録 鈴木平八郎 － 平成2
VG1-H1692 鈴木三重吉と｢赤い鳥｣ 根本正義 鳩の森書房 1973

VG1-H7518 図説[英国史] 石川敏男　訳著
ニューカレントインター
ナショナル

昭和62

VG1-H8863 図説　漢字の歴史 阿辻哲次 大修館書店 1989
VG1-H7554 図説　昭和の歴史　1 小西四郎 集英社 昭和54
VG1-H3927 図説　日本のマス･コミュニケーション 山本明､藤竹暁編 日本放送出版協会 昭和55

VG1-H6056 図説　本の歴史 寿岳文章
日本エディタースクール
出版部

昭和57

VG1-H1036 図説教科書のあゆみ －
日本私学教育研究所事業
委員会

1971

VG1-H1353 図説現代のマスコミュニケーション 高木教典等編 青木書店 1970
VG1-H1493 図説広告変遷史 竹田厳道　(編) 北海タイムス社 昭和38
VG1-H1499 図説広告変遷史 矢野彌三郎 夕刊京都新聞社 昭和38

VG1-H8610 図説死の文化史　ひとは死をどのように生きたか
アリエス･フィリップ　著
福井憲彦　訳

日本エディタースクール
出版部

1990

VG1-H1511 圖説新聞發生史 小野秀雄 新聞学研究會 昭和7
VG1-H8601 図説日本女子大学の八十年 － 日本女子大学 1981
VG1-H6369 図説日本のマス･コミュニケーション 山本明　ほか 日本放送出版協会 昭和55
VG1-H6300 図説琉球語辞典 中本正智 金鶏社 1981
VG1-H9164 すっとびロクスケ 木島始　作　梶山俊夫　絵 筑摩書房 1980
VG1-H3930 酸っぱい葡萄 中野好夫 みすず書房 1979

VG1-H7075 素敵な活字中毒者
日本ペンクラブ　編　椎名
誠　選

集英社 昭和58

VG1-H7321 素敵な活字中毒者 日本ペンクラブ　編 集英社 昭和58
VG1-H8832 素敵なすてきな夫婦の大ゲンカ 中村武志 住宅新報社 昭和51
VG1-H7667 図で見る日本の経済 － 日本経済教育センター 昭和46
VG1-H4784 砂の上に 大佛次郎 光風社 昭和39
VG1-H8240 頭脳集団の推進者たち 塩澤実信 花曜社 1986
VG1-H9852 すばらしいとき 渡辺茂男 大和書房 1984
VG1-H5078 スピノーザの哲學 高坂正顯 玄林書房 昭和22
VG1-H4750 スピノザ研究 波多野精一 玉川出版部 昭和23
VG1-H4862 スピノザ研究 波多野精一 警醒社書店 明治43
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VG1-H7042 総てが蒐書に始まる 青山毅 青英舎 昭和60[1985]

VG1-H7043 総てが蒐書に始まる 青山毅 青英舎 昭和60
VG1-H6060 角倉素庵 林屋辰三郎 朝日新聞社 昭和53
VG1-H5057 すみだ川 永井荷風 近代文学館 昭和45
VG1-H5007 住みよい社会をつくる人たち　七人のアメリカ人 坂西志保 新潮社 昭和27
VG1-H1706 住吉大社神代記 田中卓 住吉大社神代記刊行會 昭和26
VG1-H119 住吉大社御文庫貴重圖書目録 － 大阪書林御文庫講 昭和8
VG1-H8282 駿河岡部の方言と風物 佐藤義人 大学書林 1983
VG1-H10114 寸行漫筆　3 平田守衛 平田守衛 1990[平2]
VG1-H10077 寸行漫筆　(2)　宗教篇 平田守衛 平田守衛 1989[平成1]
VG1-H3169 寸心日記 西田幾多郎 弘文堂 昭和23
VG1-H7459 寸心日記 西田幾太郎 一燈園燈影舎 昭和60
VG1-H4531 星雲分裂史 服部嘉香 昭森社 1958
VG1-H9426 青遠二十周年記念合同歌集 安藤いく子　[等]　編 青遠短歌会 1986
VG1-H3467 西欧化日本の研究 三枝博音 中央公論社 昭和33
VG1-H4132 西欧文化と日本文化 高橋里美 民主教育協会 1961
VG1-H6727 清音･濁音 宇野隆保 草韻新社 昭和57
VG1-H3681 世界文化年鑑 下中弥三郎　編 平凡社 1955
VG1-H1010 西学東漸と中国事情 増田渉 岩波書店 1979

VG1-H9160 性格にはこんなタイプがある
力富敬子　著　飯田耕一郎
画

力富書房 1987

VG1-H6847 聖家族　堀辰雄作品集　1 堀辰雄 角川書店 昭和26
VG1-H3508 生活学　第1冊 日本生活学会　編 ドメス出版 1975
VG1-H10015 生活学校　第13巻 － 日本読書刊行会 1983
VG1-H11823 生活者 安積得也 － 1964年

VG1-H11035 生活者は変わった！ －
全国出版協会出版科学研
究所

1982

VG1-H679 生活と雜誌 馬場光三 言海書房 昭和10
VG1-H651 生活と書籍 徳富猪一郎 民友社 昭和5
VG1-H9408 生活について エマソン 日本教文社 1961
VG1-H6181 生活の芸術化 本間久雄 東京堂 大正14
VG1-H10719 生活のなかの図書館 関口礼子 学文社 1992
VG1-H8221 静嘉堂珠玉 三菱商事広報室　[編] 三菱商事広報室 1987
VG1-H9377 生花のデザイン 大西怜子 雄鶏社 1986
VG1-H5950 税関検閲の違憲性　ジュリスト　240 － 有斐閣 1961
VG1-H4539 世紀への展望 松本正夫 岩波書店 昭和26

VG1-H2736 成簣堂善本書目
蘇峰先生古稀祝賀記念刊行
会編

民友社 昭和7

VG1-H10086 成簣堂文庫　洋書目録 お茶の水図書館　編 お茶の水図書館 1986
VG1-H7417 成簣堂文庫随想 川瀨一馬 お茶の水図書館 昭和61
VG1-H3819 世紀の記録 文化広報研究会　編 日刊都政新聞社 昭和38
VG1-H3245 政教社文學集 志賀重昂 筑摩書房 昭和55
VG1-H5083 聖教序の衝立 津島壽一 芳塘隨想刊行会 昭和30
VG1-H3172 聖教要録配所残筆 山鹿素行 岩波書店 昭和15
VG1-H5416 成蹊実務学校教育の想い出 川瀬一馬(編) 桃蔭会 昭和56
VG1-H9543 靖献遺言 波多野春房　解説者 文会堂書店 明治43
VG1-H7031 生産道案内　上 小幡蔦次郎 尚古堂 明治3
VG1-H7032 生産道案内　下 小幡蔦次郎 尚古堂 明治3
VG1-H4926 政治家の歳時記 前尾繁三郎 誠文堂新光社 昭和35
VG1-H10789 製紙業の100年 日本経営史研究所　編 王子　十条　本州製紙 昭和48
VG1-H5368 製紙業の100年 日本経営史研究所　(編) 王子　十条　本州製紙 昭和48
VG1-H5369 製紙業の100年 日本経営史研究所　(編) 王子　十条　本州製紙 昭和48
VG1-H7253 製紙業の100年 日本経営史研究所　編 王子　十条　本州製紙 昭和48
VG1-H2054 製紙原料木材パルプ － 農商務省山林局 大正8
VG1-H2055 製紙原料木材パルプ － 農商務省山林局 大正8
VG1-H11659 正史実伝　いろは文庫　下 三教書院編輯部 三教書院 昭和10年
VG1-H2004 製紙つれつれ草 西濟 安達龍作 昭和33
VG1-H5806 製紙つれつれ草 西濟 安達龍作 昭和33
VG1-H2005 製紙つれつれ草　続 西濟 安達龍作 昭和36
VG1-H3111 政治的教理問答 サン　シモン 日本評論社 昭和25
VG1-H1140 政治的自由の獲得 片山哲 貴雲閣書房 昭和3

VG1-H8506 政治的転換
イリイチ･イバン　著　滝本
往人　訳

日本エディタースクール
出版部

1989

VG1-H2016 製紙統制の實際 松山元一 東亞産業時報社 昭和16
VG1-H9716 政治の舞台 岡野加穂留 ぎょうせい 1981[昭和56]
VG1-H6598 政治への開眼　若き世代の友へ 野上彌生子 和光社 昭和28
VG1-H11764 青春　春の巻 小栗風葉 春陽堂 明治44年
VG1-H11299 青春奏つへし　別冊 － 旧制静岡高等学校同窓会 昭和57
VG1-H3020 青春の息の痕 倉田百三 大東出版社 昭和15
VG1-H3891 靑春の囘想 ゴーチェ 冨山房 昭和52
VG1-H8288 青春の和辻哲郎 勝部真長 中央公論社 1987
VG1-H4233 青春彷徨 ヘルマン･ヘッセ 岩波書店 昭和28
VG1-H4234 青春彷徨 ヘルマン･ヘッセ 岩波書店 昭和21
VG1-H5161 青春論 矢内原伊作 実業之日本社 昭和27
VG1-H6199 聖書 関根正雄　木下順治　(編) 筑摩書房 1979
VG1-H4537 星条旗の降りるまで － 信濃教育出版部 昭和32
VG1-H6261 清唱千首 塚本邦雄 冨山房 1983
VG1-H3552 青少年育成国民運動10年のあゆみ － 青少年育成国民会議 昭和52

VG1-H7739 青少年をかこむマス･コミ懇談会 －
東京都総務局青少年対策
部

[昭和46]

VG1-H10519 青少年条例 清水英夫　秋吉健次 三省堂 1992
VG1-H1076 青少年対策　実務総覧 － ぎょうせい 昭和53
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VG1-H11860 青少年対策実務総覧
総理府青少年対策本部
監修

ぎょうせい 1977年

VG1-973 青少年対策実務総覧　追録　6・7合併号 ぎょうせい 1979
VG1-973 青少年対策実務総覧　追録　8・9合併号 ぎょうせい 1979
VG1-973 青少年対策実務総覧　追録　10～12合併号 ぎょうせい 1980
VG1-973 青少年対策実務総覧　追録　13・14合併号 ぎょうせい 1980
VG1-973 青少年対策実務総覧　追録　15・16合併号 ぎょうせい 1980
VG1-973 青少年対策実務総覧　28・29合併号 ぎょうせい 1986
VG1-973 青少年対策実務総覧　30・31合併号 ぎょうせい 1986

VG1-H10147 青少年対策実務総覧　追録　第19･20合併号
総理府青少年対策本部　監
修

ぎょうせい 1982[昭和57]

VG1-H10148 青少年対策実務総覧　追録　第25-27合併号
総務庁青少年対策本部　監
修

ぎょうせい 1986[昭和61]

VG1-H10149 青少年対策実務総覧　追録　第32･33合併号
総務庁青少年対策本部　監
修

ぎょうせい 1987[昭和62]

VG1-H10150 青少年対策実務総覧　追録　第34･35合併号
総務庁青少年対策本部　監
修

ぎょうせい 1987[昭和62]

VG1-H10151 青少年対策実務総覧　追録　第36･37合併号
総務庁青少年対策本部　監
修

ぎょうせい 1987[昭和62]

VG1-H7605 青少年団体連絡協議会の現状と役割 － 青少年育成国民会議 昭和51
VG1-H11332 青少年と環境に関する懇談会報告書 － 青少年育成国民会議 昭和60

VG1-H3653 青少年に関する50章 －
東京都総務局青少年対策
部計画課

昭和41

VG1-H4019 青少年の社会参加活動事例 － 青少年育成国民会議 [1979]
VG1-H7604 青少年のためのより良い環境づくり － 青少年育成国民会議 昭和52
VG1-H8590 青少年の非行問題、斯界の専門家による提言にみる 青少年非行問題研究会　編 ぎょうせい 1990

VG1-H1270 青少年の保護育成に関する条例関係資料 －
中央青少年問題協議会事
務局

昭和36

VG1-H2301
青少年保護育成に関する都道府県条例および関係業
界自主規制規定等関係資料

－ 総理府青少年局 昭和41

VG1-1107
青少年問題を考えるパネルディスカッション　昭和
58年度

東京都生活文化局婦人青
少年部健全育成課

1984

VG1-H5910 聖書の和訳と文体論 藤原藤男 キリスト新聞社 昭和49
VG1-H9574 聖書物語　下 ヴァン･ルーン 岩波書店 1949[昭和24]
VG1-H9594 聖書物語　上巻 ヴァン･ルーン 岩波書店 1949[昭和24]
VG1-H11123 精神科医の訴え　岩波ブックレット　86 吉岡眞二 岩波書店 1987
VG1-H4977 精神科學的人間像 城戸幡太郎 前田出版社 昭和22
VG1-H5185 精神史の一隅 下村寅太郎 弘文堂 昭和24
VG1-H3942 精神的自由権 清水英夫 三省堂 1980
VG1-H4101 精神のあとをたずねて 竹山道雄 実業之日本社 昭和30
VG1-H5126 整数論 イタール･ジャン 白水社 1965
VG1-H3070 性生活の知恵 謝国権 池田書店 昭和36
VG1-H10908 清泉寮　清里農村センター － キープ協会　清泉寮 -
VG1-H7337 贅沢な読書　何を選ぶか 向井敏 講談社 昭和60
VG1-H10910 青潮社出版図書目録　1986 － 青潮社 1986
VG1-H1896 性的非行 千田夏光 汐文社 1978
VG1-H3166 勤行聖典 － 全人社 昭和26
VG1-H4823 靑銅の基督 長與善郎 岩波書店 昭和25
VG1-H8589 青鞜の時代　平塚らいてうと新しい女たち 堀場清子 岩波書店 1988
VG1-H11729 齋藤茂吉全集　第1巻～20巻 齋藤茂吉 岩波書店 1973年
VG1-H11730 齋藤茂吉全集　第21巻～36巻 齋藤茂吉 岩波書店 1973~1976年
VG1-H9584 制度通　上 伊藤東涯 岩波書店 1944[昭和19]
VG1-H11786 西南戦争延岡隊戦記 河野弘善 尾鈴山書房 昭和51年
VG1-H10589 青年 林房雄 創元社 1942
VG1-H4726 青年 清水幾太郎　(他) 有斐閣 昭和34
VG1-H537 靑年と結核 近藤宏二 岩波書店 昭和21
VG1-H5065 青年と平和 井伊玄太郎 敬文堂書店 昭和26

VG1-H1402 青年とマス･コミュニケーション
日本新聞協会国立図書研究
所

金澤書店 昭和31

VG1-H4927 税の随筆集 前尾繁三郎 大蔵財務協会 昭和28
VG1-H3145 生の楽み ゾラ 成象堂 大正3
VG1-H4111 生の哲學 谷川徹三 角川書店 昭和22
VG1-H5375 製版印刷処方　1947年版 日本印刷学会 印刷学会出版部 昭和22
VG1-H8012 性表現の自由 奥平康弘　他 有斐閣 1986
VG1-H8208 性表現の自由 奥平康弘　環昌一　(ほか) 有斐閣 1986
VG1-H6648 政府からの自由 ミルトン･フリードマン 中央公論社 昭和59
VG1-H2349 政府公表集　(昭和16年度) － 情報局 昭和17
VG1-H2350 政府公表集　(昭和17年度) － 情報局 昭和18
VG1-H7607 西武古書大売展追加即目録　第3回 － 西武古書会 昭和[  ]
VG1-H2985 西部戰線異状なし 秦豊吉 中央公論社 昭和4

VG1-H11036 生物から学ぶ出版人の健康法 －
全国出版協会出版科学研
究所

1983

VG1-H5205 生物と環境 永野為武 三省堂出版 昭和26
VG1-H32 製本覺之書 壽岳文章 臺灣愛書會 昭和10

VG1-H9016 製本および仕上げ加工
マーチン･A･G　著　西川清
雄　訳

印刷学会出版部 昭和55

VG1-H2245 製本工作法 林繁 国宝社 昭和39
VG1-H714 製本工房から 栃折久美子 冬樹社 昭和53
VG1-H9547 製本工房から 栃折久美子 集英社 1991
VG1-H2098 製本術入門　附　書物の修理と保存 庄司淺水 芸術科学社 昭和27
VG1-H221 製本之輯　全 上田徳三郎 アオイ書房 昭和16
VG1-H2036 製本の手解きより奥義まで 庄司喜藏 印刷雑誌社 昭和11
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VG1-H2097 製本の手解きより奥義まで 庄司淺水 印刷雑誌社 昭和11

VG1-H2100 製本要義訓練所有 川口壽
東京製本技術者共同訓練
所

昭和39

VG1-H10817 生命の王者 清水義光 エディポック 1992
VG1-H6697 西洋二千年史 淺野晃 第一書房 昭和17
VG1-H1057 西洋をきずいた書物 J･カーター　P･H･ムーア 雄松堂書店 1977
VG1-H7584 西洋をきずいた書物 雄松堂書店　編 天理ギャラリー 昭和57
VG1-H3302 西洋近世哲學史稿　(上) 九鬼周造 岩波書店 昭和23
VG1-H3303 西洋近世哲學史稿　(下) 九鬼周造 岩波書店 昭和23
VG1-H7702 西洋近世哲学史稿　上 九鬼周造 岩波書店 昭和19
VG1-H10324 西洋穴探　初編 加藤政之助　訳 慶應義塾出版社 1879[明治12]
VG1-H6678 西洋見学 野上豊一郎 日本評論社 昭和16
VG1-H7466 西洋雑誌 柳河春三 湖北社 昭和60
VG1-H232 西洋印刷文化史 オスワルド 弘文莊 昭和9
VG1-H11602 西洋事情　二編　三 福澤諭吉　纂輯 － -
VG1-H11645 西洋事情　初編　一 福澤諭吉　纂輯 慶應義塾出版局 明治3年
VG1-H11646 西洋事情　初編　二 福澤諭吉　纂輯 － -
VG1-H11647 西洋事情　初編　三 福澤諭吉　纂輯 － -
VG1-H3612 西洋思潮三講 大類伸 育生社 昭和23
VG1-H4859 西洋宗教思想史 波多野精一 岩波書店 昭和22
VG1-H9533 西洋職人づくし　[解説版] － 竹尾 1990
VG1-H9532 西洋職人づくし　[復刻版] － 竹尾 1990
VG1-H185 西洋書誌學要略 橘井清五郎 圖書館事業研究會 昭和7
VG1-H11651 西洋新書　二篇　上 瓜生政和　編 寳集堂 -
VG1-H11652 西洋新書　二篇　巻之下 瓜生政和　編 東京書林　大和屋喜兵衛 明治5年
VG1-H1221 西洋政治史 今井登志喜 岩波書店 昭和27
VG1-H11603 西洋哲學史要 波多野精一 大日本出版　株式會社 昭和22年

VG1-H7998 西洋と日本書物に残る交流の軌跡展展示目録
京都外語大学付属図書館
編

京都外語大学付属図書館 1987[昭和62]

VG1-H997 西洋の書物 アランデル･エズテイル 雄松堂書店 1972
VG1-H6062 西洋の書物　エズデイルの書誌学　(高野彰訳) A･エズデイル 雄松堂書店 昭和52
VG1-H3506 西洋のなかの東洋 吉川幸次郎 文藝春秋新社 昭和30
VG1-H7582 西洋の本　近世の思想と文学を中心に 天理図書館　編 東京天理教館 昭和54
VG1-H3308 西洋文学の移入 柳田泉 春秋社 昭和49
VG1-H3293 西洋文化史概説 名取堯 － 昭和29
VG1-H9904 西洋歴史物語　下　日本児童文庫　6 斎藤清太郎 アルス 1930[昭和5]
VG1-H11611 西洋事情　二編　一 福澤諭吉　纂輯 慶應義塾出版局 明治3年
VG1-H11612 西洋事情　二編　二 福澤諭吉　纂輯 － -
VG1-H11613 西洋事情　二編　四 福澤諭吉　纂輯 － -
VG1-H3863 整理学 加藤秀俊 中央公論社 昭和47
VG1-H9446 青林書院35年史 － 青林書院 1989
VG1-H5132 セールス･エンジニアのみた中国 福山秀夫 新読書社出版社 1959
VG1-H3787 ゼエレン･キエルケゴオル 和辻哲郎 筑摩書房 昭和22
VG1-H4420 ゼエレン･キエルケゴオル 和辻哲郎 筑摩書房 昭和22
VG1-H5120 世界大思想全集　第1巻 プラトン 河出書房 昭和30
VG1-H11086 ｢世界｣の40年　岩波ブックレット　39 大江健三郎　安江良介 岩波書店 1984

VG1-H6838 世界を変えた書物展展示目録
金沢工業大学ライブラリー
センター

金沢工業大学ライブラ
リーセンター

昭和60

VG1-H1030 世界を変えた本 ロバート･ダウンズ 荒地出版社 1964
VG1-H7299 世界を読むキーワード － 岩波書店 昭和61
VG1-H4607 世界觀･人生觀 三谷隆正 近藤書店 昭和23
VG1-H11038 世界戯曲全集 － 近代社 -
VG1-H8054 世界國盡　1 福澤諭吉 日本近代文学館 1968
VG1-H8055 世界國盡　2 福澤諭吉 日本近代文学館 1968
VG1-H8056 世界國盡　3 福澤諭吉 日本近代文学館 1968
VG1-H8057 世界國盡　4 福澤諭吉 日本近代文学館 1968
VG1-H8058 世界國盡　5 福澤諭吉 日本近代文学館 1968
VG1-H8059 世界國盡　6 福澤諭吉 日本近代文学館 1968
VG1-H7029 世界國盡　真字素本 福澤諭吉 福澤諭吉　刊 明治8
VG1-H4202 世界憲法集 宮沢俊義編 岩波書店 昭和35
VG1-H3592 世界史的立場と日本 高坂正顕　ほか 中央公論社 昭和18
VG1-H4599 世界史の哲學 高山岩男 岩波書店 昭和17
VG1-H10752 世界資本主義･発達史文献解題 大塚金之助 岩波書店 昭和7
VG1-H461 世界出版美術史 小林善八 文藝社 昭和5
VG1-H5636 世界出版美術史 小林鶯里 － -

VG1-H11061 世界人権宣言　岩波ブックレット　13
イーデス･ハンソン　武者小
路公秀

岩波書店 1982

VG1-H10294 世界青春文学名作選　8　世界青春詩集 学習研究社　編 学習研究社 1963
VG1-H11758 世界大百科事典10～19 下中弥三郎 平凡社 1956~1957年
VG1-H11757 世界大百科事典1～９ 下中弥三郎 平凡社 1955~1956年
VG1-H11759 世界大百科事典20～29 下中弥三郎 平凡社 1957~1958年
VG1-H11760 世界大百科事典30～33 下中邦彦 平凡社 1958~1963年
VG1-H9685 世界童謡集 西條八十　水谷まさる　訳 冨山房 1991
VG1-H4540 世界と人間性 鈴木成高 弘文堂書房 昭和22
VG1-H9678 世界の十大小説　上 W.S.モーム 岩波書店 1958
VG1-H9679 世界の十大小説　下 W.S.モーム 岩波書店 1960
VG1-H5129 世界の運命と國家の運命 鈴木成高 甲文社 昭和24

VG1-H7555
世界の絵本･童話展　カナダ･オズボーン･コレクショ
ン

アプト(株)　編 朝日新聞東京本社第一部 昭和61

VG1-H8604 世界の教科書展　知りあえる歓びを未来へ
創価学会教育部｢世界の教科
書展｣実行委員会　編

第三文明社 昭和63

VG1-H5834 世界の古書 － 日本古書籍商協会 昭和53
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VG1-H11216 世界の国旗と国歌　岩波ブックレット　189
教科書問題を考える市民の
会

岩波書店 1991

VG1-H7573 世界の出版文化 － 朝日新聞社広報部 昭和48
VG1-H940 世界の出版流通 金平聖之助 サイマル出版会 1970
VG1-H968 世界の書物 紀田順一郎 新潮社 昭和52
VG1-H6240 世界の新聞通信社１　マスコミシリーズ　5 小糸忠吾 理想出版社 1980
VG1-H10125 世界の大学図書展　出品リスト　(海外編) － 出版文化国際交流会 1989
VG1-H10124 世界の大学図書展　新刊展示図書目録 － 大学出版部協会 1989
VG1-H10123 世界の大学図書展　展示図書目録　(国内編) － 大学出版部協会 1989
VG1-H1474 世界之宝 河村貞山編 田中治兵衛 明治19
VG1-H2964 世界の地理　第1巻第1号-第1巻第7号 － 山田書院 昭和36-37

VG1-H10296 世界の中の日本
司馬遼太郎　ドナルド･キー
ン

中央公論社 1992

VG1-H3503 世界の中の日本 大江精三 南窓社 昭和40
VG1-H6337 世界の発禁本 吉崎淳二　編 大陸書房 昭和57
VG1-H6761 世界の発禁本 吉崎淳二 大陸書房 昭和57
VG1-H99 世界の古本屋 庄司淺水 弘文堂 昭和25
VG1-H1025 世界のペーパーバック 金平聖之助 出版同人 1973
VG1-H8951 世界のペーパーバック 金平聖之助 出版同人 1973

VG1-H9125 世界のみた日本　日本関係翻訳図書目録
国立国会図書館専門資料部
編

国立国会図書館 1989

VG1-H1821 世界の名著 － 毎日新聞 昭和38
VG1-H1828 世界の名著　増訂版 － 毎日新聞社 昭和33
VG1-H3379 世界の歴史　6 世界の歴史編集委員會 毎日新聞社 昭和25
VG1-H3378 世界の歴史　別巻 尾鍋輝彦　編 中央公論社 昭和40
VG1-H11633 世界風俗往来 － 大野木市兵衛 -
VG1-1612 世界文化　[復刻版]　1年1号 世界文化社 1935
VG1-H3715 世界文学全集　第20 フロベエル　モオパッサン 新潮社 昭和2

VG1-H5169
世界文學全集ゲーテ篇　ウィルヘルム･マイステル遍
歴時代

－ 河出書房 昭和28

VG1-H8609 世界文化史年表 芸心社編集部　編 芸心社 1987
VG1-H3296 世界文化小史　(下) ウエルズ 独立書房 昭和23
VG1-H3297 世界文化小史　(上) ウエルズ 独立書房 昭和23
VG1-H11775 世界文化人巡禮 山本實彦 改造社 昭和23年
VG1-H283 世界文化人巡禮 山本實彦 改造社 昭和23
VG1-H3388 世界文化年鑑　1954年版 下中弥三郎　編 平凡社 1954
VG1-59 世界文庫　7編 博文館 1893
VG1-H4645 世界法の理論　第一巻 田中耕太郎 岩波書店 昭和23
VG1-H3474 世界法の理論　第二巻 田中耕太郎 春秋社 昭和29
VG1-H4635 世界法の理論　第二巻 田中耕太郎 岩波書店 昭和23
VG1-H4644 世界法の理論　第三巻 田中耕太郎 岩波書店 昭和23
VG1-H10076 世界名作選　(一)　日本小国民文庫　14 山本有三　編 新潮社 1936[昭和11]

VG1-H2922 世界名著解題
平林松雄　木村一郎　高木
敏雄

太陽堂書店 昭和2

VG1-H8852 施餓鬼の八月 竹内和夫 沖積舎 昭和63
VG1-H11810 積悪の雑誌王　　野間清治の半生 芝野山人　編 芝園書房 昭和11年
VG1-H372 積悪の雑誌王野間清治の半生 芝野山人　編 芝園書房 昭和11
VG1-H8216 責任販売制とは何か 西谷能雄 未來社 1988
VG1-H8955 責任販売制とは何か 西谷能雄 未来社 1988
VG1-H8956 責任販売制とは何か 西谷能雄 未来社 1988
VG1-H3671 雪氷十年 日本雪氷協会　編 東海書房 昭和24
VG1-H2194 石油から生れたわたしは合成紙 井上啓次郎 日刊工業新聞社 昭和44
VG1-H529 惜檪荘主人 小林勇 岩波書店 昭和38
VG1-H6366 惜擽荘主人一つの岩波茂雄傳 小林勇 岩波書店 昭和38

VG1-H10548 セクシャル･ハラスメントの社会学
ニジョーレ･V･ベノクレイ
ティス

法律文化社 1990

VG1-H11811 世間雜話 野間清治 大日本雄辯會講談社 昭和10年
VG1-H389 世間雑話 野間清治 大日本雄辯会講談社 昭和10
VG1-H390 世間雑話 野間清治 講談社 昭和53
VG1-H1419 世相料理法　　大宅壮一エッセンス　2 大宅壮一 講談社 1976
VG1-H5920 説得の文章心理学 波田野完治 筑摩書房 1981
VG1-H1399 説得力あるコミュニケーション E.P.ベッティングハウス 読売新聞社 昭和46
VG1-H10545 絶版文庫の漁誌学 すずきゆたか 青弓社 1988
VG1-H9148 絶版文庫の漁誌学 すずきゆかた 青弓社 1988
VG1-H7188 絶版文庫発掘ノート 岩男淳一郎 青弓社 昭和59
VG1-H10369 絶版文庫発掘ノート 岩男淳一郎 青弓社 1983
VG1-H6154 絶版文庫発掘ノート 岩男淳一郎 青弓社 1983
VG1-H9149 絶版文庫発掘ノート 岩男淳一郎 青弓社 1988
VG1-H4011 絶望を退けるいとなみ 原田奈翁雄 一莖書房 1978
VG1-H1703 雪屋草堂雑記 宇田儉一 宇田儉一 昭和48
VG1-H3650 折蘆遺稿 魚住影雄 岩波書店 大正3

VG1-H9851 説話　世界の熊野 中瀬喜陽
日本エディタースクール
出版部

1991

VG1-H4841 蝉の抜殻 里見弴 鎌倉文庫 昭和24
VG1-H7427 芹沢銈介の世界 － 文藝春秋 昭和53
VG1-1611 セルパン [復刻版]　創刊5月号 講談社 1931
VG1-H9695 禅 宮西豊逸 東宣出版 1982[昭和57]
VG1-H2105 全印刷小史 － 全印刷局労働組合 1962
VG1-H10711 全官報三十年史 全国官報販売協同組合 全国官報販売協同組合 昭和60
VG1-1609 戰旗　[復刻版]　1巻1号 講談社 1928
VG1-H11199 選挙制度　岩波ブックレット　172 石川真澄 岩波書店 1990
VG1-H8528 選挙報道と投票行動 東京大学新聞研究所　編 東京大学新聞研究所 1988
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VG1-H6963 戦後10年全集　総目録 日販通信編集部 日本出版販売 昭和30
VG1-H7744 戦後十年全集　総目録 日販通信編集部　編 日本出版販売 昭和30
VG1-H3482 戦後十年名作選集　1 臼井吉見　編 光文社 昭和30
VG1-H3483 戦後十年名作選集　2 臼井吉見　編 光文社 昭和30
VG1-H3484 戦後十年名作選集　3 臼井吉見　編 光文社 昭和30
VG1-H3485 戦後十年名作選集　4 臼井吉見　編 光文社 昭和30
VG1-H3486 戦後十年名作選集　5 臼井吉見　編 光文社 昭和30
VG1-H3487 戦後十年名作選集　6 臼井吉見　編 光文社 昭和30
VG1-H3488 戦後十年名作選集　7 臼井吉見　編 光文社 昭和30

VG1-H481 戦後20年･日本の出版界
戦後20年･日本の出版界編集
委員会編

日本出版販売 昭和40

VG1-H6805 戦後40年のくらしとことば － 筑摩書房 昭和60
VG1-H3413 全国学校図書館研究大会(第10回) － 全国学校図書館協議会 1959
VG1-H3409 全国学校図書館研究大会東京大会 － 全国学校図書館協議会 1959
VG1-H5284 全国教科書供給協会20年史 覚張良次 全国教科書供給協会 昭和43
VG1-H600 全国教科書供給協会二十年史 覚張良次 全国教科書供給協会 昭和43
VG1-H624 全国教科書供給協会二十年史 覚張良次 全国教科書供給協会 昭和43
VG1-H6897 全国教科書供給協会二十年史 覚張良次 全国教科書供給協会 昭和43
VG1-H8597 全国教科書供給協会四十年史 － 全国教科書供給協会 1988
VG1-H5364 全国出版社ガイド 現代出版研究会編 流動出版 昭和56
VG1-H5892 全国出版社ガイド 現代出版研究会編 流動出版 昭和56

VG1-H5462 全国出版物卸商業協同組合　30年の歩み －
全国出版物卸商業協同組
合

昭和56

VG1-H3408 全国書誌サービス -
国立国会図書館一般考査
部

昭和32

VG1-H611 全國書籍業聯合會史 － 全国書籍業聯合會 昭和16
VG1-H2662 全國書籍商総覧　昭和十年版 新聞之新聞社　編 新聞之新聞社 昭和10
VG1-H8265 全国青年シンポジウム'86　報告書 青少年育成国民会議　編 青少年育成国民会議 1987
VG1-H2850 全国大学名簿　昭和36年度用 － 高等教科書協会 昭和35
VG1-H10903 全国大学名簿　昭和43年4月1日現在 － 高等教科書協会 昭和43
VG1-H10904 全国大学名簿　昭和43年4月1日現在 － 高等教科書協会 1968

VG1-H2718 全国特殊コレクション要覧
国立国会図書館参考書誌部
編

出版ニュース社 1977

VG1-H5770 全国読書グループ総覧　1971 － 読書推進運動協議会 昭和46
VG1-H6343 全国読書グループ総覧　1978年版 － 読書推進運動協議会 1978
VG1-H6344 全国読書グループ総覧　1983年版 － 読書推進運動協議会 1983
VG1-H9477 全国読書グループ総覧　1989年版 － 読書推進運動協議会 1990
VG1-H3414 全国図書館大会 - 日本図書館協会 1965

VG1-H2119 全国都道府縣洋紙商業組合員名簿 －
日本洋紙元賣商業組合
日本板紙元賣商業組合

昭和17

VG1-H6233 「全国ふるさとの本」まつり目録 － － 1982
VG1-H9017 全国古本屋地図　1988改訂新版 － 日本古書通信社 昭和63
VG1-H7173 全国古本屋地図　改訂新版 － 日本古書通信社 昭和59

VG1-H2676 全国マスコミ総覧　一九六八年度版
日本図書館協会公共図書館
部会　編

日本図書館協会公共図書
館部会

昭和31

VG1-H8246 戦後雑誌の周辺 福島鑄郎 筑摩書房 1987
VG1-H9107 戦後雑誌の周辺 福島鋳郎 筑摩書房 1987

VG1-H843 戦後雑誌発掘 福島鑄郎
日本エディタースクール
出版部

昭和47

VG1-H9104 戦後雑誌発掘 福島鋳郎　編著
日本エディタースクール
出版部

1972

VG1-H6970 戦後雑誌発掘　焦土時代の精神　(新版) 福島鑄郎 洋泉社 昭和60[1985]

VG1-H442 戦後雑誌目次総覧　上
東京大学社会科学研究所戦
後改革研究会

東京大学出版会 1976

VG1-H2935 戦後雑誌目録　2 林真 － 昭和49
VG1-H8632 戦後史資料集 塩田庄兵衛　[ほか]　編 新日本出版社 1984
VG1-H10829 戦後史大事典　1945-1990 佐々木毅　ほか　編 三省堂 1991
VG1-H1192 戦後ジャーナリズム史論 松浦総三 出版ニュース社 昭和50
VG1-H5727 戦後重大事件懇談会 － 新評社 昭和47

VG1-H844 戦後出版の系譜 田所太郎
日本エディタースクール
出版部

昭和51

VG1-853 戦後出版物はどのように普及してきたか　1972 全協・出版科学研究所 1972
VG1-H10111 戦後主要左翼事件 回想 警察庁警備局　編 警察庁警備局 1968[昭和43]
VG1-H1487 戦後資料　マスコミ 日高六郎　(編) 日本評論社 1970
VG1-H10405 戦後生活文化史 尾崎秀樹　山田宗睦 弘文堂 1966[昭和41]
VG1-H8391 戦後政治家の文章 松本健一 第三文明社 1988
VG1-H4589 戰後世界政治と米國 － 岩波書店 昭和29
VG1-H9274 戦後石油産業史 石油連盟　編纂 石油連盟 1985[昭和60]
VG1-H9275 戦後石油産業史 石油連盟　編纂 石油連盟 1985
VG1-H10066 戦後治安立法の基本的性格 宮内裕 有信堂 1960
VG1-H3528 戦後地域改革とおやこ新聞 戸塚廉 双柿舎 1978
VG1-H10075 戦後帝大新聞の歴史 河内光治 不二出版 1988
VG1-H8922 戦後帝大新聞の歴史 河内光治 不二出版 1988
VG1-H6831 戦後という時代､わが安曇野 臼井吉見 筑摩書房 昭和60
VG1-H4699 戦後ドイツの演劇 小宮［ｺｳ］三 早川書房 昭和28
VG1-H1218 戦後と反体制 戦後思想研究会 桜楓社 昭和45
VG1-H1000 戦後日本をダメにした学者･文化人 細川隆元 山手書房 昭和52
VG1-H6639 戦後日本をダメにした学者･文化人 細川隆元 山手書房 昭和52
VG1-H2688 戦後日本学生運動史 学生問題研究所　編 学生問題研究所 1960
VG1-H3387 戦後日本教育史 戦後日本教育史刊行会 戦後日本教育史刊行会 昭和42
VG1-H3446 戦後日本経済政策史年表 松尾弘　山岡喜久男　編 勁草書房 1962
VG1-H3443 戦後日本雑誌総覧 清和堂出版部　編 清和堂書店 昭和38
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VG1-H3573 戦後日本の通信簿 大隈秀夫　編 徳間書店 1965
VG1-H3324 戦後日本の歴史　(上) 藤井松一･大江志乃夫 青木書店 1970
VG1-H5068 戰後のアメリカ第一信 鈴木文史郎 大日本雄弁会講談社 昭和23
VG1-H302 戰後のアメリカ第一信 鈴木文史郎 大日本雄弁会講談社 昭和23
VG1-H1609 戦後のあゆみ　　新聞ジャーナリズム 新井直之 圖書新聞社 昭和41
VG1-H6636 戦後の貸本文化　桜井文庫　毛呂山町 梶井純 東考社 昭和54
VG1-H7664 戦後の自叙伝 安倍能成 新潮社 昭和41

VG1-H8354 戦後の重大事件早見表
毎日新聞社東京本社情報調
査部　編

毎日新聞社 1987

VG1-H3564 戦後の精神史 原敬吾 日本教文社 昭和42
VG1-H3298 戦後風俗史 戸川猪佐武 雪華社 昭和35
VG1-H9308 戦後風俗史 戸川猪佐武 雪華社 1960[昭和35]
VG1-H9825 戦後風俗史 矢野目源一 東京文庫 1952
VG1-H5728 戦後文学 黒河内　平　編 至文堂 昭和37
VG1-H3594 戦後文学史論 本多秋五 新潮社 昭和46
VG1-H5438 戦後文壇史瓦版 巖谷大四 時事通信社 昭和55

VG1-H11264
戦後我が国の出版事業界はどのように発展してきた
か

河北憲夫 出版科学研究所 昭和45

VG1-820
戦後我が国の出版業界はどのように発展してきたか
1971

全協・出版科学研究所 1971

VG1-H5446 戦後を疑う 清水幾太郎 講談社 1980
VG1-H3099 千山萬水 大橋又太郎 博文館 明治32
VG1-H7696 千山万水　続 大橋又太郎 博文館 明治33

VG1-H1235
戦時下抵抗の研究　Ⅰ　(同志社大学人文科学研究所
研究叢書　Ⅹ)

和田洋一　(他) みすず書房 1978

VG1-H1234
戦時下抵抗の研究　Ⅱ　(同志社大学人文科学研究所
研究叢書　ⅩⅠ)

高道基　(他) みすず書房 1978

VG1-H5476 戦時下の言論　上 － 日外アソシエーツ 1982
VG1-H5477 戦時下の言論　下 － 日外アソシエーツ 1982
VG1-H678 戦時下の雑誌　その光と影 高崎隆治 風媒社 1976
VG1-H3243 戦時下の庶民日記 青木正美 日本図書センター 1987

VG1-H6958 先史時代の宗教と芸術 A.ルロワ＝グーラン
日本エディタースクール
出版部

昭和60[1985]

VG1-H10351 戦時女性訓 菊池寛 東寶書店 1944[昭和19]
VG1-H10228 先師先人 竹之内静雄 講談社 1992
VG1-H5939 先師先人 竹之内静雄　(編) 新潮社 1982
VG1-H6251 先師先人 竹之内靜雄 新潮社 1982
VG1-H6702 選集　倫理御進講草案 杉浦重剛 第一書房 昭和13

VG1-799
全集企画のタイムテーブル　1～13（合冊）　総記,
哲学,　宗教,　地歴,　政治,　法律,　経済,　社会,
教育,　理学,　医学,　工学,　厚生

出版科学研究所 1970

VG1-801 全集企画のタイムテーブル　14　産業
全国出版協会出版科学研
究所

1970

VG1-801 全集企画のタイムテーブル　15　語学
全国出版協会出版科学研
究所

1970

VG1-801 全集企画のタイムテーブル　16　芸術
全国出版協会出版科学研
究所

1970

VG1-801 全集企画のタイムテーブル　17　娯楽
全国出版協会出版科学研
究所

1970

VG1-801 全集企画のタイムテーブル　18　文学
全国出版協会出版科学研
究所

1970

VG1-801 全集企画のタイムテーブル　19　児童
全国出版協会出版科学研
究所

1970

VG1-H2857 全集叢書総覧　3訂版 川島五三郎 八木書店 昭和31
VG1-H2858 全集叢書総覧　昭和初年～昭和30年 川島五三郎 日本古書通信社 昭和25
VG1-H2855 全集総合目録　1967戦後の継続全出版物 出版年鑑編集部編 出版ニュース社 昭和42
VG1-H2856 全集総合目録　1973戦後の継続全出版物 － 出版ニュース社 -
VG1-H2654 全集叢書総覧 書誌研究懇談会　(他)　編 八木書店 昭和50
VG1-H6169 全集叢書総覧 － 八木書店 昭和58
VG1-H1479 全出版人大会(パンフレット)　(第15回) － 日本出版クラブ 昭和51
VG1-H10185 全出版人大会30年史 － 日本出版クラブ 1991
VG1-H11286 選書調査会報告書　昭和54年度 － 東京都立中央図書館 昭和55
VG1-H8125 善心悪心 里見弴 日本近代文学館 1969[昭和44]
VG1-H4849 善心惡心 里見弴 岩波書店 昭和26
VG1-H11256 前進座十二月特別公演 － 前進座宣伝部 1984
VG1-H541 先人に學ぶ 石山賢吉 千倉書房 昭和10
VG1-H10332 洗心録 幸田露伴 趣味の教育普及会 1928[昭和8]
VG1-H6947 終戦前後　新聞記者が語りつぐ戦爭　1 読売新聞大阪社会部 角川書店 昭和59
VG1-H8004 戦前戦中を歩む 美作太郎 日本評論社 1985
VG1-H8334 戦前戦中を歩む 美作太郎 日本評論社 1985
VG1-H8677 戦前戦中を歩む　編集者として 美作太郎 日本評論社 1985
VG1-H5521 戦前日本の思想統制 R･H･ミッチェル 日本評論社 1980
VG1-H11163 戦争責任を訴えるひとり旅　岩波ブックレット　137 富山妙子 岩波書店 1989
VG1-H9309 戰争と共産主義 三田村武夫 民主制度普及會 1950[昭和25]
VG1-H7480 戦争と国家秘密法 上田誠吉 イクォリディ 昭和61[1986]
VG1-H8904 戦争とジャーナリズム　続 茶本繁正 三一書房 1989
VG1-H11165 戦争と占領　岩波ブックレット　139 松本照男 岩波書店 1989
VG1-H11223 戦争と短歌　岩波ブックレット　197 近藤芳美 岩波書店 1991
VG1-H1230 戦争と図書館　昭和史の発掘 清水正三　(編) 白石書店 1977
VG1-H9311 戦争と日本人　復刻ワイド版　50 － 岩波書店 1988
VG1-H9312 戦争と日本人　復刻ワイド版　51 － 岩波書店 1988
VG1-H9313 戦争と日本人　復刻ワイド版　52 － 岩波書店 1987
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VG1-H9314 戦争と日本人　復刻ワイド版　53 － 岩波書店 1988
VG1-H9315 戦争と日本人　復刻ワイド版　54 － 岩波書店 1988
VG1-H3144 戦争と平和 トルストイ 成象堂 大正3
VG1-H4137 戰爭と平和 谷川徹三 雲井書店 1949
VG1-H4379 戰爭と平和　(一) トルストイ 岩波書店 昭和30
VG1-H4380 戰爭と平和　(二) トルストイ 岩波書店 昭和30
VG1-H4381 戰爭と平和　(三) トルストイ 岩波書店 昭和31
VG1-H4382 戰爭と平和　(四) トルストイ 岩波書店 昭和31
VG1-H4383 戰爭と平和　(五) トルストイ 岩波書店 昭和31
VG1-H4384 戰爭と平和　(六) トルストイ 岩波書店 昭和31
VG1-H4385 戰爭と平和　(七) トルストイ 岩波書店 昭和31
VG1-H4386 戰爭と平和　(八) トルストイ 岩波書店 昭和31
VG1-H8899 戦争と平和のマスコミ学 岡崎万寿秀 新日本出版社 1983
VG1-H11129 戦争と民話　岩波ブックレット　97 松谷みよ子 岩波書店 1987
VG1-H5137 戦争のない世界　(下) バナール.J.D 岩波書店 1959
VG1-H8399 戦争のグラフィズム 多川精一 平凡社 1988
VG1-H8625 戦争のグラフィズム　回想の｢FRONT｣ 多川精一 平凡社 1988
VG1-H8626 戦争のグラフィズム　回想の｢FRONT｣ 多川精一 平凡社 1988
VG1-H7147 戦爭の道徳的反省 バウムガルテン 筑摩書房 昭和21
VG1-H4913 戦争のない世界　上 J･D･バナール 岩波書店 1959
VG1-H8398 戦争報道の内幕 ナイトリー･フィリップ 時事通信社 昭和62
VG1-H10533 先知先哲 竹之内静雄 新潮社 1992
VG1-H9868 戦中戦後 安倍能成 白日書院 1946
VG1-H6715 戦中戦後に靑春を生きて　東大東洋史同期生の記録 神田信夫　山根幸夫 山川出版社 1984
VG1-H1447 宣伝･広告 － 朝日新聞社 昭和29
VG1-H1458 宣傳の政策 森崎善一 國民教育社 昭和25
VG1-H2793 全日本出版物総目録　昭和41年版 － 国立国会図書館 昭和43
VG1-H2794 全日本出版物総目録　昭和42年版 － 国立国会図書館 昭和44
VG1-H2795 全日本出版物総目録　昭和43年版 － 国立国会図書館 昭和45
VG1-H2796 全日本出版物総目録　昭和44年版 － 国立国会図書館 昭和46
VG1-H2797 全日本出版物総目録　昭和45年版 － 国立国会図書館 昭和47
VG1-H2798 全日本出版物総目録　昭和46年版 － 国立国会図書館 昭和48
VG1-H2800 全日本出版物総目録　昭和47年版 － 国立国会図書館 昭和49
VG1-H2801 全日本出版物総目録　昭和48年版 － 国立国会図書館 昭和50
VG1-H2802 全日本出版物総目録　昭和49年版 － 国立国会図書館 昭和51
VG1-H2803 全日本出版物総目録　昭和50年版 － 国立国会図書館 昭和52
VG1-H2804 全日本出版物総目録　昭和51年版 － 国立国会図書館 昭和53
VG1-H2799 全日本出版物総目録　補遺編  (昭和23-44年) － 国立国会図書館 昭和50
VG1-H9581 善の研究 西田幾多郎 岩波書店 1950[昭和25]
VG1-H9694 禅の真髄 宮西豊逸 勁草書房 1991
VG1-H6707 禪の開きゆく人生 山田靈林 第一書房 昭和16
VG1-H10590 千利休 唐木順三 筑摩書房 1973
VG1-H7705 旋風二十年　上巻 森正蔵 鱒書房 昭和21
VG1-H7706 旋風二十年　下巻 森正蔵 鱒書房 昭和21
VG1-H9306 旋風二十年　上巻　解禁昭和裏面史 森正藏 鱒書房 1945[昭和20]
VG1-H9307 旋風二十年　下巻　解禁昭和裏面史 森正藏 鱒書房 1946[昭和21]
VG1-H7718 全貌社二十年の歩み － 全貌社 [昭和46]
VG1-H234 善本影譜　一束 － － 昭和8
VG1-855 善本写真集　37（源氏物語） 天理大学出版部 1972
VG1-H11082 全面核戦争と広島･長崎　岩波ブックレット　35 具島兼三郎 岩波書店 1984
VG1-H8933 専門情報要覧 － 日経BP社 1989
VG1-H10207 専門情報要覧　1991年版 － 日経BP社 1991
VG1-H4427 千利休 唐木順三 筑摩書房 昭和33
VG1-H8875 戦略的創造のための情報科学 坂井利之 中央公論社 1988
VG1-H5074 川柳雜俳の研究 麻生磯次 東京堂 昭和23

VG1-H1194 占領下の言論彈圧 松浦総三
現代ジャーナリズム出版
会

昭和44

VG1-H6173 占領軍検閲雑誌目録解題 奥泉栄三郎 雄松堂 昭和57
VG1-H5701 占領国批判他 － － -
VG1-H10278 占領戦後史 竹前栄治 岩波書店 1992
VG1-H5309 占領戦後史 竹前栄治 双柿舎 1980
VG1-H8630 占領と戦後改革 竹原栄治　[著] 岩波書店 1988
VG1-H1112 占領秘録　上 － 毎日新聞社 昭和27
VG1-H6679 草衣集 野上豊一郎 相模書房 昭和13
VG1-H2175 造園概論 田村剛 成美堂書店 大正9
VG1-H3826 造園実務集成　公共造園　計画と設計の実際　篇1 － 技報社 昭和47
VG1-H6207 創価学会の真実 野崎勲 毎日新聞社 昭和58
VG1-H6102 創刊号に賭けた十人の編集者 塩沢実信 流動出版 1981
VG1-H6131 創刊誌大研究 穂高亜樹 大陸書房 昭和57
VG1-H7474 創刊誌大研究 穂高亜樹 大陸書房 昭和57
VG1-H5617 宋刊本展覧会陳列書解説　附宋板の話 長澤規矩也 日本書誌学会 昭和8
VG1-H5244 艸魚　洞句集 富安風生 綠屋出版部 昭和24
VG1-H498 創業十五年の回顧録 － 日本出版貿易 1956
VG1-H516 創業二十周年を迎えて － 金芳堂 昭和44
VG1-H499 創業二十年の回顧録 － 日本出版貿易 1962
VG1-H5275 創業20年の回顧録 － 日本出版貿易　(株) 昭和37
VG1-H501 創業二十五年の回顧録 － 日本出版貿易 1967
VG1-H502 創業二十五年の回顧録 － 日本出版貿易 1967
VG1-H1038 創業五十周年を迎えて － 講談社 昭和34
VG1-H6329 創業50周年記念　八木書店古書目録 八木書店古書部 八木書店 昭和59
VG1-H2239 創業五十年誌 － 秀英舎 昭和2
VG1-H773 創業八十年記念誌 － 郁文堂 昭和54
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VG1-H1040 創業八十年記念展示会出品目録 － 金原出版 昭和30
VG1-H3258 創業者相賀武夫小伝 小学館社史編纂委員会　編 小学館 昭和62
VG1-H2174 造形とは？ 山口正城 美術出版社 1960
VG1-H2979 象牙の塔を出て 厨川白村 福永書店 大正9
VG1-H4948 象牙の夫婦箸 臼井武夫 － 昭和45
VG1-H1182 綜合ヂャーナリズム講座　　第十巻 － 内外社 昭和6
VG1-H1183 綜合ヂャーナリズム講座　　第十一巻 － 内外社 昭和6
VG1-H1184 綜合ヂャーナリズム講座　　第十二巻 － 内外社 昭和6
VG1-H1173 綜合ヂャーナリズム講座　　第一巻 － 内外社 昭和5
VG1-H1174 綜合ヂャーナリズム講座　　第ニ巻 － 内外社 昭和5
VG1-H1175 綜合ヂャーナリズム講座　　第三巻 － 内外社 昭和5
VG1-H1176 綜合ヂャーナリズム講座　　第四巻 － 内外社 昭和6
VG1-H1177 綜合ヂャーナリズム講座　　第五巻 － 内外社 昭和6
VG1-H1178 綜合ヂャーナリズム講座　　第六巻 － 内外社 昭和6
VG1-H1179 綜合ヂャーナリズム講座　　第七巻 － 内外社 昭和6
VG1-H1180 綜合ヂャーナリズム講座　　第八巻 － 内外社 昭和6
VG1-H1181 綜合ヂャーナリズム講座　　第九巻 － 内外社 昭和6
VG1-H2583 総合出版年鑑　昭和7年版 圖書研究会　編 大阪屋號書店 昭和7
VG1-H2903 総合資料館10年のあゆみ － 京都府立総合資料館 昭和48
VG1-H10133 総合図書目録　1980 － ミネルヴァ書房 1979
VG1-H11043 総合図書目録　不二出版　1988 － 不二出版 1988
VG1-H11044 総合図書目録　不二出版　1989 － 不二出版 1989
VG1-H11045 総合図書目録　不二出版　1990 － 不二出版 1990
VG1-H513 総合図書目録創立五十周年記念号　1978 － コロナ社 1978
VG1-H2729 総索引総解題書 － 有明堂書店 大正7
VG1-H2367 創作及著作権とは何ぞや 中里介山 隣人之友社 昭和9
VG1-H1900 創作講座　別売　文章の表現の事典 創作講座編集部 思潮社 昭和34
VG1-H638 雜司ヶ谷短信　上巻 羽仁吉一 婦人之友社 昭和31
VG1-H639 雜司ヶ谷短信　下巻 羽仁吉一 婦人之友社 昭和31
VG1-H6555 雑司ヶ谷短信　上巻 羽仁吉一 婦人之友社 昭和58
VG1-H6556 雑司ヶ谷短信　下巻 羽仁吉一 婦人之友社 昭和58
VG1-H250 葬式無用論 － 葬式を改革する会 昭和43
VG1-H9922 掃除上手のヒント 婦人之友社　編 婦人之友社 1971
VG1-H5177 荘子物語 諸橋轍次 大法輪閣 昭和39
VG1-H10088 早春 志賀直哉 小山書店 1942[昭和17]
VG1-H7264 蔵書閑談 齋藤勇 研究社出版 昭和58
VG1-H5316 叢書全集書目　第4輯 川島五三郎 東京古籍商組合 昭和9
VG1-H6567 蔵書票集他十一篇　川上澄生全集　第11巻 川上澄生 中央公論社 昭和58
VG1-H9422 青人草 倉田艶子 小西弓次郎 1989
VG1-H319 増進堂･受験研究社･創業80周年 － 増進堂･受験研究社 昭和44
VG1-H7838 漱石　寅彦　三重吉 小宮豊隆 岩波書店 昭和17
VG1-H10645 漱石を売る 出久根達郎 文藝春秋 1992
VG1-H9575 漱石全集　10巻 夏目漱石 岩波書店 1949[昭和24]
VG1-H9511 漱石全集　第十巻 漱石全集刊行會　編 漱石全集刊行會 大正9
VG1-H9512 漱石全集　第十一巻 漱石全集刊行會　編 漱石全集刊行會 大正9
VG1-H9513 漱石全集　第十二巻 漱石全集刊行會　編 漱石全集刊行會 大正9
VG1-H9514 漱石全集　第十三巻 漱石全集刊行會　編 漱石全集刊行會 大正9
VG1-H9502 漱石全集　第一巻 漱石全集刊行會　編 漱石全集刊行會 大正8
VG1-H9503 漱石全集　第二巻 漱石全集刊行會　編 漱石全集刊行會 大正9
VG1-H9504 漱石全集　第三巻 漱石全集刊行會　編 漱石全集刊行會 大正9
VG1-H9505 漱石全集　第四巻 漱石全集刊行會　編 漱石全集刊行會 大正9
VG1-H9506 漱石全集　第五巻 漱石全集刊行會　編 漱石全集刊行會 大正9
VG1-H9507 漱石全集　第六巻 漱石全集刊行會　編 漱石全集刊行會 大正9
VG1-H9508 漱石全集　第七巻 漱石全集刊行會　編 漱石全集刊行會 大正9
VG1-H9509 漱石全集　第八巻 漱石全集刊行會　編 漱石全集刊行會 大正9
VG1-H9510 漱石全集　第九巻 漱石全集刊行會　編 漱石全集刊行會 大正9
VG1-H9515 漱石全集　別冊 漱石全集刊行會　編 漱石全集刊行會 大正9
VG1-H11732 漱石全集第１巻～5巻 夏目漱石 岩波書店 1965~1966年
VG1-H11733 漱石全集第6巻～16巻 夏目漱石 岩波書店 1966~1967年
VG1-H7106 漱石全集物語 矢口進也 青英舎 昭和60
VG1-H11734 漱石書画集 － 岩波書店 1976年
VG1-H10316 漱石先生ぞな、もし 半藤一利 文藝春秋 1992
VG1-H10560 漱石とその時代　第一部 江藤淳 新潮社 1970
VG1-H10561 漱石とその時代　第二部 江藤淳 新潮社 1970
VG1-H3505 漱石とその時代　第一部 江藤淳 新潮社 昭和45
VG1-H2561 漱石の印税帖 松岡譲 朝日新聞社 昭和30
VG1-H4762 漱石の藝術 小宮豐隆 岩波書店 昭和24
VG1-H4613 漱石の病跡 千谷七郎 勁草書房 1963
VG1-H174 漱石本雑話 岡野他家夫 日本古書通信社 昭和55
VG1-H10329 漱石物語 内田百閒 津軽書房 1976[昭和51]
VG1-H10398 漱石論集成 柄谷行人 第三文明社 1992
VG1-H7546 小説･戯曲の購読者 － 朝日新聞東京本社広告部 昭和36
VG1-H1093 創造者達　(100万人の創造選書) 筑波常治 小学館 昭和47
VG1-H11124 創造性を育てる　岩波ブックレット　87 永井道雄　西澤潤一 岩波書店 1987
VG1-H3860 創造の方法学 高根正昭 講談社 昭和54
VG1-H6304 想像力と自然 江森国友 青弓社 1983
VG1-H4428 想像力について 中村光夫 新潮社 昭和35
VG1-H1721 増訂　図書館の歴史 草野正名 学芸図書 昭和46
VG1-H5620 装幀者のノートから 栃折久美子 かなや工房 1980
VG1-H6583 装幀装画他一篇　川上澄生全集　第13巻 川上澄生 中央公論社 昭和58
VG1-H7258 装幀談義 菊地信義 筑摩書房 1986
VG1-H8010 装丁ノート 栃折久美子 創和出版 1987
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VG1-H141 装釘の常識 草人堂研究部 草人堂 昭和6
VG1-H2118 装釘の常識 草人堂研究部 草人堂製本所 昭和5
VG1-H9360 装釘の常識 草人堂研究部 アスタルテ書房 1988
VG1-H6705 壯年　第一部 林房雄 第一書房 昭和13
VG1-H5193 双飛燕 太田水穂　四賀光子 長谷川書房 昭和26
VG1-H7603 欧文による官庁刊行物一覧　1945-1958　増補改訂版 国立国会図書館連絡部　編 国立国会図書館 昭和34
VG1-H3909 増補　印刷ガイド 関善造 誠光堂新光社 昭和55
VG1-H7612 造本装幀コンクール展　10回　1975 － － 昭和50
VG1-H7613 造本装幀コンクール展　14回　1979 － － 昭和54
VG1-H6691 増補改訂　現代俳句論 水原秋櫻子 第一書房 昭和17

VG1-H1191 増補決定版　占領下の言論弾圧 松浦総三
現代ジャーナリズム出版
会

1974

VG1-H6333 増補出版流通改善試論 寺林修 出版研究センター 昭和59
VG1-H378 増補私の半生 野間清治 大日本雄辯会講談社 昭和14
VG1-H129 造本小僧浮世戯書 内藤政勝 靑園壮 1956
VG1-H2158 造本と印刷 山岡謹七 印刷学会出版部 昭和23

VG1-H5977 造本の科学　上　造本篇 日本エディタースクール編
日本エディタースクール
出版部

昭和57

VG1-H10697 装本の使命 恩地孝四郎 阿部出版 平成4
VG1-H2152 造本批判 江守賢治 造本技術研究会 昭和28
VG1-H4477 桑楡録 松永耳庵 河原書店 昭和23
VG1-H2357 創立10周年記念講演集 － 著作権資料協会 1969
VG1-H10891 創立者の歩んだ道 － 婦人之友社 昭和44
VG1-H6612 蒼龍の系譜 木々康子 筑摩書房 1977
VG1-H9392 続　秋田雨雀　その全仕事 秋田雨雀研究会編 共榮社出版 1976
VG1-H3105 続　誤りたる文字の讀方 高野弦月 小川尚榮堂 大正3
VG1-H3013 続　一年有半 中江篤介 博文館 明治34
VG1-H2161 続　黄金分割 柳亮 美術出版社 1977
VG1-H3217 続　言の林 佐藤通次 日本教文社 昭和54
VG1-H1628 続　下から読む新聞 永田久光 学風書院 昭和29
VG1-H8545 続･社会的広告史、大衆文化としての広告 山本明 世界思想社 1976
VG1-H1022 続　出版社のトップは何を考えているか 戸田寛 講談社 昭和53

VG1-H851 続　出版とは何か 西谷能雄
日本エディタースクール
出版部

昭和48

VG1-H7900 続　昭和二十年　東京地図 西井一夫 筑摩書房 1987
VG1-H6133 続･書斎の復活 － ダイヤモンド社 昭和56
VG1-H2081 続　造本と印刷 山岡謹七 印刷学出版部 昭和26
VG1-H7203 続　祖父西田幾多郎 上田久 南窓社 昭和58
VG1-H6286 続･中国報道界のうらばなし 徐鋳成 第一書房 昭和58
VG1-H972 続　読書の技術 紀田順一郎 柏書房 1976
VG1-H10566 続　読書の技術 紀田順一郎 柏書房 1976

VG1-H7179 続･扉のむこうの子どもたち 斎藤次郎
日本エディタースクール
出版部

昭和59

VG1-H9465
続　発禁本　｢ヰタ･セクスアリス｣から｢ファニー･ヒ
ル｣まで

城市郎 桃源社 1965

VG1-H1102 続　発禁本　(桃源選書　13) 城市郎 桃源社 昭和40
VG1-H1929 続　発想法 川喜田二郎 中央公論社 昭和45
VG1-H4491 続　物理の散歩道 ロゲルギスト 岩波書店 昭和39

VG1-H1389 続　ルポライター入門 －
日本ジャーナリスト専門
学院出版部

1978

VG1-H4198 續　若草物語 オルコット 角川書店 昭和27
VG1-H5934 続印刷こぼれ話 山本隆太郎 印刷学会出版部 昭和55

VG1-H5168 続　川合山月と明治の文学者達 川合道雄
基督心宗教団事務局出版
部

昭和32

VG1-H6640 続誤訳迷訳欠陥翻訳 別宮貞徳 文芸春秋 1983
VG1-H6863 「続思索と體驗」以後 西田幾太郎 岩波書店 昭和23
VG1-H6003 続続　書斎の復活 － ダイヤモンド社 昭和57
VG1-H1567 続　デスク日記 小和田次郎 みすず書房 昭和42

VG1-H9044 速読速解法
速読速解法研究センター
編著

日本実業出版社 1987

VG1-H5520 続文庫へのみち 小田切進 東京新聞出版局 昭和56
VG1-H4567 續　萬葉紀行 土屋文明 養徳社 昭和21
VG1-H4098 續ヨーロッパの旅 竹山道雄 新潮社 昭和34
VG1-H4560 ソクラテスとキエルケゴール 齋藤信治 學友書房 昭和29
VG1-H4227 ソクラテスの辯明　他一篇 プラトン 岩波書店 昭和29
VG1-H8168 測量船 三好達治 日本近代文学館 昭和44
VG1-H10470 祖国を顧みて 河上肇 実業之日本社 1915[大正9]
VG1-H6135 そこに句読点を打て 大類雅敏 栄光出版社 昭和54
VG1-H1377 組織情報と組織媒体の研究 田村紀雄 社会思想社 昭和47
VG1-H8921 組織情報と組織媒体の研究 田村紀雄 社会思想社 昭和47
VG1-H4723 組織と人間 清水幾太郎 平凡社 昭和32
VG1-H8092 楚囚之詩 北村透谷 日本近代文学館 1968
VG1-H10276 即興詩人　上巻 森鷗外　訳 岩波書店 1928
VG1-H10277 即興詩人　下巻 森鷗外　訳 岩波書店 1928
VG1-H4265 即興詩人　上巻 アンデルセン 岩波書店 昭和31
VG1-H8113 即興詩人　上 森鴎外　訳 日本近代文学館 1968[昭和43]
VG1-H8114 即興詩人　下 森鴎外　訳 日本近代文学館 1968[昭和43]
VG1-H1880 卒業論文のテーマと書き方 野町ニ 研究社出版 昭和39
VG1-H4190 曾根崎心中､用明天皇職人鑑 近松門左衛門 岩波書店 昭和22
VG1-H5890 そのひと―ある出版者の肖像 － 径書房 1980
VG1-H4827 その夜　第二部 長與善郎 朝日新聞社 昭和25
VG1-H4828 その夜　第三部 長與善郎 朝日新聞社 昭和26
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VG1-H4669 ソビエトの今日と明日 大島康正 筑摩書房 昭和39
VG1-H2465 ソビエト連邦の著作権法 美作太郎 著作権資料協会 1978
VG1-H643 蘇峰自傳 徳富猪一郎 中央公論社 昭和10
VG1-H650 蘇峰叢書　第4冊　好書品題 徳富猪一郎 民友社 昭和3
VG1-H9799 素蘭の迷路から 李翠竹 環の会 1990
VG1-H10833 反町茂雄氏の人と仕事 文車の会　編 文車の会 平成4

VG1-H1283 ゾルゲ追跡
F.W.ディーキン　G.R.ス
トーリイ

筑摩書房 1980

VG1-H8397 ソ連経済のペレストロイカ
アガンベギャン･アベル･ガ
ゼヴィチ

サイマル出版会 1988

VG1-H3497 ソ連瞥見 栗本和夫 新樹社 昭和34
VG1-H7523 ソ連という国 － 世界の動き社 昭和48

VG1-H2515
ソ連における著作者の権利の保護･ソ連における出版
契約

Arkady Vaksberg 著作権資料協会 1971

VG1-H1607 ソ連の新聞作成の実際 － NBS出版社 昭和33
VG1-H2411 ソ連の著作権関係法 － 著作権資料協会 1968
VG1-H274 蘇聯瞥見 山本實彦 改造社 昭和16
VG1-H4569 存在と時間　上巻 M.ハイデガー 勁草書房 1960
VG1-H4571 存在と時間　下巻 M.ハイデガー 勁草書房 1966
VG1-H3124 孫文から毛沢東へ 岩村三千夫 弘文堂 昭和24

VG1-H2274
第十一回著作権政府間委員会記録　ベルヌ同盟執行
委員会特別会期記録

文化庁 文化庁 昭和47

VG1-H11268 第11回東京国際稀覯書展示即売会 － 雄松堂書店 1986

VG1-H2407
第十二回著作権政府間委員会　第六回ベルヌ同盟執
行委員会記録

－ 文化庁 昭和50

VG1-H11261 第13回国際古書展　共同目録 － 国際古書籍商連盟 1990
VG1-H11262 第13回国際古書展　共同目録 － 国際古書籍商連盟 1990
VG1-H374 第十八回印刷･製本･取次に関する野間賞要項 － 野間奉公会 昭和45
VG1-H5688 第1回　出版経営セミナー － 出版経営セミナー -
VG1-H2368 第一回著作権政府間委員会記録 － － 昭和32
VG1-H373 第二十三回野間文芸賞要項 － 野間奉公会 昭和45
VG1-H9615 第二阿房列車 内田百閒 旺文社 1979

VG1-H11881
第二回　出版ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｾﾐﾅｰ　中・小型機のｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ
と研究

－ 出版ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ研究会 1971年

VG1-H11259 第二回暁鳥敏賞　入選作品集 － 石川県松任市 1986
VG1-H2332 第二回著作権政府間委員会記録 － － 昭和33
VG1-H2442 第二回著作権政府間委員会記録 － － 昭和33
VG1-H2497 第二回著作権政府間委員会記録 － － 昭和33
VG1-H4481 第二土隅句集 山田徳兵衛 竹頭社 昭和38
VG1-H6260 第二の青春､負け犬 荒正人 冨山房 昭和53
VG1-H2987 第三　貝殻追放 水上瀧太郎 東光閣書店 大正14
VG1-H4172 第三　冬の華 中谷宇吉郎 養徳社 昭和24
VG1-H2346 第三回著作権政府間委員会記録 － 文部省 昭和34
VG1-H11245 第3回本を読む県民のつどい　1981　感謝文集 － 埼玉県立熊谷図書館 1981
VG1-H11130 第三世界の都市爆発　岩波ブックレット　98 久山純弘 岩波書店 1987
VG1-H7709 第55国会の写真論議 － 全日本写真著作権者同盟 昭和42
VG1-H2489 第六十一回国会における著作権法案審議経過 － 文化庁文化部 昭和44
VG1-H11885 第六回　読書社会調査報告書　　総括 日本読書学会 日本読書学会 1960年7月25日
VG1-H11269 第9回西洋稀覯書　関西展示即売会 － 雄松堂書店 1991
VG1-H7630 体育教材研究　2 － 法政大学通信教育部 昭和30

VG1-H10054 第一書房　長谷川巳之吉 林達夫　[ほか]
日本エディタースクール
出版部

1984[昭和59]

VG1-H10055 第一書房　長谷川巳之吉 林達夫　[ほか]
日本エディタースクール
出版部

1984[昭和59]

VG1-H10056 第一書房　長谷川巳之吉 林達夫　[ほか]
日本エディタースクール
出版部

1984[昭和59]

VG1-H10057 第一書房　長谷川巳之吉 林達夫　[ほか]
日本エディタースクール
出版部

1984[昭和59]

VG1-H10058 第一書房　長谷川巳之吉 林達夫　[ほか]
日本エディタースクール
出版部

1984[昭和59]

VG1-H10059 第一書房　長谷川巳之吉 林達夫　[ほか]
日本エディタースクール
出版部

1984[昭和59]

VG1-H7927 第一書房　長谷川己之吉 市川角左衛門　他　編著 日本エディタースクール 1984[昭和59]

VG1-H8992 第一書房　長谷川巳之吉 林達夫　[ほか]　編著
日本エディタースクール
出版部

昭和59

VG1-H8993 第一書房　長谷川巳之吉 林達夫　[ほか]　編著
日本エディタースクール
出版部

1984

VG1-H4266 大尉の娘 プーシキン 岩波書店 昭和23
VG1-H10070 大英和辞典 市河三喜　[ほか] 冨山房 1931[昭和6]
VG1-H10886 タイ黄金の仏都･黄金の仏たち 並河萬里 日本放送出版協会 1987
VG1-H3492 大学を開く 飯田宗一郎　編 大学セミナーハウス 昭和49
VG1-H3250 大学教科用図書目録 － 高等教科書協会 昭和62
VG1-H10992 大学教科用図書目録　1951 高等教科書協会　編 高等教科書協会 昭和26
VG1-H10993 大学教科用図書目録　1954 高等教科書協会　編 高等教科書協会 昭和29
VG1-H10994 大学教科用図書目録　1955 高等教科書協会　編 高等教科書協会 昭和20
VG1-H10995 大学教科用図書目録　1957 高等教科書協会　編 高等教科書協会 昭和22
VG1-H10996 大学教科用図書目録　1958 高等教科書協会　編 高等教科書協会 昭和33
VG1-H10997 大学教科用図書目録　1959 高等教科書協会　編 高等教科書協会 昭和34
VG1-H10998 大学教科用図書目録　1961 高等教科書協会　編 高等教科書協会 昭和36
VG1-H10999 大学教科用図書目録　1962 高等教科書協会　編 高等教科書協会 昭和37
VG1-H11000 大学教科用図書目録　1963 高等教科書協会　編 高等教科書協会 昭和38
VG1-H11001 大学教科用図書目録　1964 高等教科書協会　編 高等教科書協会 昭和39
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VG1-H11002 大学教科用図書目録　1965 高等教科書協会　編 高等教科書協会 昭和40
VG1-H11003 大学教科用図書目録　1966 高等教科書協会　編 高等教科書協会 昭和41
VG1-H11004 大学教科用図書目録　1967 高等教科書協会　編 高等教科書協会 昭和42
VG1-H11005 大学教科用図書目録　1968 高等教科書協会　編 高等教科書協会 昭和43
VG1-H2926 大学教科用図書目録　1968年度版 － 高等教科書協会 昭和43
VG1-H11006 大学教科用図書目録　1969 高等教科書協会　編 高等教科書協会 昭和44
VG1-H2533 大学教科用図書目録　1969年版 高等教科書協会 高等教科書協会 昭和44
VG1-H11007 大学教科用図書目録　1970 高等教科書協会　編 高等教科書協会 昭和45
VG1-H2532 大学教科用図書目録　1970年版 高等教科書協会 高等教科書協会 昭和45
VG1-H11008 大学教科用図書目録　1971 高等教科書協会　編 高等教科書協会 1971
VG1-H11009 大学教科用図書目録　1972 高等教科書協会　編 高等教科書協会 1972
VG1-H11010 大学教科用図書目録　1973 高等教科書協会　編 高等教科書協会 1973
VG1-H11011 大学教科用図書目録　1974 高等教科書協会　編 高等教科書協会 1974
VG1-H11012 大学教科用図書目録　1975 高等教科書協会　編 高等教科書協会 1975
VG1-H11013 大学教科用図書目録　1976 高等教科書協会　編 高等教科書協会 1976
VG1-H11014 大学教科用図書目録　1977 高等教科書協会　編 高等教科書協会 1977
VG1-H11015 大学教科用図書目録　1978 高等教科書協会　編 高等教科書協会 1978
VG1-H11016 大学教科用図書目録　1979 高等教科書協会　編 高等教科書協会 1979
VG1-H11017 大学教科用図書目録　1980 高等教科書協会　編 高等教科書協会 1980
VG1-H11018 大学教科用図書目録　1981 高等教科書協会　編 高等教科書協会 1981
VG1-H11019 大学教科用図書目録　1982 高等教科書協会　編 高等教科書協会 1982
VG1-H11020 大学教科用図書目録　1983 高等教科書協会　編 高等教科書協会 1983
VG1-H11021 大学教科用図書目録　1984 高等教科書協会　編 高等教科書協会 1984
VG1-H11022 大学教科用図書目録　1985 高等教科書協会　編 高等教科書協会 1985
VG1-H11023 大学教科用図書目録　1986 高等教科書協会　編 高等教科書協会 1986
VG1-H8002 大学教科用図書目録　1986年度版 高等教科書協会　編 高等教科書協会 1986[昭和61]
VG1-H11024 大学教科用図書目録　1987 高等教科書協会　編 高等教科書協会 1987
VG1-H11025 大学教科用図書目録　1988 高等教科書協会　編 高等教科書協会 1988
VG1-H11026 大学教科用図書目録　1988 高等教科書協会　編 高等教科書協会 1988
VG1-H11027 大学教科用図書目録　1989 高等教科書協会　編 高等教科書協会 1989
VG1-H11028 大学教科用図書目録　1989 高等教科書協会　編 高等教科書協会 1989
VG1-H11029 大学教科用図書目録　1990 高等教科書協会　編 高等教科書協会 1990
VG1-H3449 大学教授 本多顯彰 光文社 昭和31
VG1-H10985 大学高専諸学校教科書目録　昭和24年度 － 高等教科書協会 1948
VG1-H10986 大学高専諸学校教科書目録　昭和25年度 － 高等教科書協会 1950
VG1-H8943 大学出版の日々 石井和夫 東京大学出版会 1988
VG1-H915 大学出版部 G.R.ホウズ 東京大学出版会 1969
VG1-H9437 大学出版部協会　25年の歩み － 大学出版部協会 1988
VG1-H10152 大学出版部協会　新刊図書目録　1988 － 大学出版部協会 [1988]
VG1-H11041 大学出版部協会　総合図書目録　1988 － 大学出版部協会 1988
VG1-H10939 大学出版部協会20年の歩み － 大学出版部協会事務局 1983
VG1-H6316 大学書林　佐藤義人･久和子の50年 － 桔梗会 昭和58
VG1-H756 大学書林の三十五年 － 大学書林 昭和39
VG1-H7790 大学生と読書 － 朝日新聞東京本社広告部 1965
VG1-H5923 大学生のための読立読歩50冊 森秀人 実務教育出版 昭和57
VG1-H7550 大学生はどんな本をよんでいるか － 朝日新聞東京本社広告部 昭和39
VG1-H11031 大学セミナー･ハウス年報　1975年度 大学セミナー･ハウス　編 大学セミナー･ハウス 1976
VG1-H11208 大学入試　改革の試み　岩波ブックレット　181 鰭崎浩 岩波書店 1991
VG1-H8606 大学は変わる　大学教員懇談会15年の軌跡 大学セミナー･ハウス　編 国際書院 1989
VG1-H10716 ｢大漢和辞典｣を読む 紀田順一郎 大修館書店 1986
VG1-H7456 「大漢和辞典」　を読む 紀田順一郎 編 大修館書店 昭和61(1986]
VG1-H10536 代議士編集長 佐藤観次郎 雪華社 1962
VG1-H431 代議士編集長 佐藤観次郎 雪華社 昭和37

VG1-H11656 代議士の誕生
ｼﾞｪﾗﾙﾄﾞ・ｶｰﾁｽ　山岡清二
訳

ｻｲﾏﾙ出版会 1971年

VG1-H3880 退屈読本　上 佐藤春夫 冨山房 昭和53
VG1-H3881 退屈読本　下 佐藤春夫 冨山房 昭和53
VG1-H384 体験を語る 野間清治 大日本雄辯会講談社 昭和6
VG1-H1295 体驗的放送論 春日由三 日本放送出版協会 昭和42
VG1-H1195 体験と資料　戦時下の言論統制 松浦総三 白川書院 1975

VG1-H6604 第五街区　1969-1980
『第五街区』十年史編集委
員会

朝日新聞労働組合出版局
職場委員会

1980

VG1-H5399 大作家は盗作家？ 永田眞理 こう書房 昭和56
VG1-H4147 第三阿房列車 内田百間 大日本雄辯會講談社 昭和31
VG1-H3636 第三文明の宗教 高瀬広居 弘文堂 昭和37
VG1-H10400 大自然の夢 芹沢光治良 新潮社 1992[平成4]
VG1-H4469 大衆 エリック･ホッファー 紀伊國屋書店 昭和36
VG1-H10793 大修館書店70年 － 大修館書店 昭和63
VG1-H5305 大衆芸能の神々 尾崎秀樹 九藝出版 昭和53
VG1-H1327 大衆の時代 鶴見俊輔　(編) 平凡社 昭和44
VG1-H1485 大衆文学五十年 尾崎秀樹 講談社 昭和44
VG1-H8787 大衆文学の歴史　下　戦後編 尾崎秀樹 講談社 1990
VG1-H8786 大衆文学の歴史　上　戦前編 尾崎秀樹 講談社 1990
VG1-H3289 大衆文學編　(第14巻) 山本三生　編 改造社 昭和8
VG1-H1354 大衆文化の創造　講座･コミュニケーション　4 － 研究社 1973
VG1-H1486 大衆文藝館 八木昇 白川書院 1978
VG1-H6372 大衆文芸館 八木昇 白川書院 1978
VG1-H216 大衆文芸図誌 － 新人物往来社 昭和52
VG1-H5464 大衆文芸図誌装釘･挿絵にみる昭和ロマンの世界 八木昇 新人物往耒社 昭和52
VG1-H413 大衆明治史　國民版 菊池寛 汎洋社 昭和18
VG1-H5017 待春 曾志崎誠二 青蛙房 昭和35
VG1-H1286 大正･昭和経済史 － 毎日新聞社 昭和54
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VG1-H10028 ｢大乗院文書｣の解題的研究と目録　(上) 荻野三七彦 お茶の水図書館 1985
VG1-H10029 ｢大乗院文書｣の解題的研究と目録　(下) 荻野三七彦 お茶の水図書館 1987
VG1-H2666 大正期[第四期]出版圖書總目録 國書刊行會　編 圖書刊行會 -
VG1-H696 大正大雑誌 － 流動出版　株式会社 昭和53
VG1-229 大正大震災記　時事新報大4504号附録 時事新報社 1923
VG1-H11945 大正大震災大火災 大日本雄弁会・講談社編纂 大日本雄弁会・講談社 大正12年10月
VG1-H6358 大正デモクラシーと民衆運動 天野卓郎 雄山閣出版 昭和59
VG1-H10026 大正の｢日本少年｣と｢少女の友｣ 渋沢青花 千人社 昭和57
VG1-H10027 大正の｢日本少年｣と｢少女の友｣ 渋沢青花 千人社 1981
VG1-H7119 大正の「日本少年」と「少女の友」 渋沢青花 千人社 昭和56
VG1-H8348 大正の｢日本少年｣と｢少女の友｣ 渋沢清花 千人社 1982
VG1-H7121 大正の雑誌記者 半沢成ニ 中央公論社 昭和61
VG1-H7157 大正文学史 臼井吉見 筑摩書房 昭和54
VG1-H6034 大臣柱 野上豊一郎 能楽書林 昭和22
VG1-H1943 大成書院出版目録　昭和14年度 － 大成書院 [昭和14]
VG1-H8849 大政翼賛会前後 杉森久英 文藝春秋 1988
VG1-H9704 対談･出版社のトップは何を考えているか 戸田寛 講談社 1977[昭和52]
VG1-H9705 対談･出版社のトップは何を考えているか　続 戸田寛 講談社 1978[昭和53]
VG1-H1854 対談　日本語を考える － 中央公論社 昭和50
VG1-H6710 大地 パアル･バック 第一書房 昭和12
VG1-H10352 大独逸国展覧会目録 － － 1938[昭和13]
VG1-H5858 大獨逸国展覧会目録 － － 昭和13
VG1-H5466 大東亜戦争書誌　上 － 日外アソシエーツ 1981
VG1-H5467 大東亜戦争書誌　中 － 日外アソシエーツ 1981
VG1-H5468 大東亜戦争書誌　下 － 日外アソシエーツ 1981
VG1-H596 大東館十年 － 大東館 昭和10
VG1-H2896 大東急記念文庫貴重書解題　第1巻 － － -
VG1-H2897 大東急記念文庫貴重書解題　第2巻 － － -
VG1-H5884 大東急記念文庫書目 － 大東急記念文庫 昭和30

VG1-H9288 大都市青少年の生活、価値観に関する調査
東京都生活文化局婦人青少
年部企画課　編

東京都生活文化局 1989[平成元]

VG1-H7817 大都市青少年の生活・価値観に関する調査 －
東京都民生活局婦人青少
年部企画課

昭和52

VG1-H9287
大都市における児童生徒の生活、価値観に関する調
査

東京都生活文化局婦人青少
年部企画課　編

東京都生活文化局 1987[昭和62]

VG1-H1051 大都市における中学･高校生の余暇生活と意識 －
東京都総務局青年対策部
計画課

昭和50

VG1-H4148 第二阿房列車 内田百間 三笠書房 昭和29
VG1-H11260 第二回暁鳥敏賞　入選作品記念講演集 － 石川県松任市 昭和62
VG1-H3077 滞日10年(上巻) ジョセフ･C.･グルー 毎日新聞社 昭和23
VG1-H5420 滯日十年　下巻 ブルー･ジョセフ･C 毎日新聞社 昭和23
VG1-H5421 滯日十年　上巻 ブルー･ジョセフ･C 毎日新聞社 昭和23
VG1-H10824 大日本図書百年史 矢作勝美 大日本図書　株式会社 1992
VG1-H1897 第二貧乏物語 河上肇 改造社 昭和5
VG1-H3056 第二貧乏物語 河上肇 改造社 昭和5
VG1-H1077 大入札市目録 － 小宮山書店 昭和55
VG1-H5821 タイプフェイスの法的保護 著作権資料協会 著作権資料協会 1973
VG1-H4618 泰平の日記 渡邊一夫 白水社 1961
VG1-H10754 太平洋戦史文献解題 井門　寛 新人物往来社 昭和46
VG1-H1149 大本營發表　海軍編 冨永謙吾 青潮社 昭和27
VG1-H10907 大本願御生体如来様 光妙教会関西支所　編 光妙協会関西支所 昭和50
VG1-H3798 対訳　日本古典新書　有明けの別れ 大槻修訳注 創英社 1979
VG1-H3794 対訳　日本古典新書　和泉式部日記 鈴木一雄訳注 創英社 1976
VG1-H3800 対訳　日本古典新書　伊勢物語 永井和子訳注 創英社 1978
VG1-H3797 対訳　日本古典新書　かげろふ日記 増田繁夫訳注 創英社 1978
VG1-H3802 対訳　日本古典新書　更級日記 吉岡曠訳注 創英社 1976
VG1-H3799 対訳　日本古典新書　歎異抄 松野純孝訳注 創英社 1977
VG1-H3795 対訳　日本古典新書　徒然草 佐伯梅友訳注 創英社 1976
VG1-H3801 対訳　日本古典新書　小倉百人一首 犬養廉訳注 創英社 1976
VG1-H3796 対訳　日本古典新書　方丈記 三木紀人訳注 創英社 1977
VG1-H548 ダイヤモンド社二十五年史 石山皆男 ダイヤモンド社 昭和13
VG1-H2715 ダイヤモンド統計要覧　1956年版 － ダイヤモンド社 昭和31
VG1-H11210 代用監獄　岩波ブックレット　183 五十嵐二葉 岩波書店 1991
VG1-H11575 太陽太陰兩暦對照表 － － -
VG1-H8154 平將門 眞山青果 日本近代文学館 昭和44
VG1-H276 大陸縦断 山本實彦 改造社 昭和13
VG1-H8646 大連　解放四十年史 董志正主　編　味岡徹　訳 新評論 1988
VG1-H9714 大連･空白の六百日 富永孝子 新評社 1986
VG1-H8627 大連･空白の六百日　戦後そこで何が起こったか 富永孝子 新評論 1988
VG1-H5299 タウン誌出版 田村紀雄 理想出版社 昭和55
VG1-H5980 タウン誌入門 田村紀雄 文和書房 昭和55
VG1-H877 タウン誌入門 田村紀雄 文和書房 昭和54
VG1-H9106 タウン誌入門 田村紀雄　編 文和書房 1979
VG1-H944 タウン誌の論理 岩田薫 潮出版社 昭和52
VG1-H6872 高い山　人物アルバム 大内兵衛 岩波書店 昭和38
VG1-H1453 高木貞衛翁傳 － 萬年社 昭和25
VG1-H192 高潮 － ゆまに書房 昭和51
VG1-H11777 高嶋菊次郎傳 河野幸之助 日本時報社出版局 昭和37年
VG1-H2057 高島菊次郎伝 河野幸之助 日本時報社出版局 昭和37
VG1-H636 高嶋米峰自叙傳 高嶋米峰 學風書院 昭和25
VG1-H10241 駄菓子屋と私 木村たみ 山脈出版の会 1977
VG1-H4166 高嶺の雪 市原豐太 朝日新聞社 昭和30

101/172



布川文庫和図書タイトル五十音順 令和4年12月
国立国会図書館
人文総合情報室

請求記号 タイトル 著者名 出版者 出版年

VG1-H9937 高野長英伝 高野長運 岩波書店 1943[昭和18]
VG1-H3582 高橋和己の青春とその時代 小松左京　編 構想社 1978
VG1-H6009 高橋誠一郎先生のこと 阪田英一 阪田三五子 昭和57
VG1-H472 高橋元吉の人間 高橋元吉研究会 煥乎堂 昭和50
VG1-H5170 高橋龍太郎翁 大塚榮三 新文化研究會 [昭和25]
VG1-H7577 高見順展　没後二十年 － 神奈川文学振興会 昭和60
VG1-H4884 高嶺俊夫と分光学 藤岡由夫編 応用光学研究所 1964
VG1-H4195 高村光太郎詩集 高村光太郎 岩波書店 昭和30
VG1-H8097 瀧口入道 高山樗牛 日本近代文学館 1968
VG1-H438 滝田樗陰 杉森久英 中央公論社 昭和41
VG1-H3064 瀧田樗蔭氏愛蔵品入札 － 東京美術倶楽部 大正15
VG1-H4772 濁水溪 邱永漢 現代社 昭和30
VG1-H9910 逞しき建設 石井滿 教文館 1940[昭和15]
VG1-H126 竹 竹内叔雄 昭森社 昭和17
VG1-H7439 武井武雄作品集　3 武井武雄 筑摩書房 昭和49
VG1-H11329 竹内善作の雑誌中心的小図書館運営論 弥吉光長 － 1975
VG1-H8098 たけくらべ 樋口一葉 日本近代文学館 1968[昭和43]
VG1-H9580 竹澤先生と云ふ人 長嶼善郎 岩波書店 1951[昭和26]
VG1-H8212 たけし事件 筑紫哲也監修 太田出版 1987
VG1-H7494 竹久夢二百選展　生誕100年記念 サンケイ新聞社　編 サンケイ新聞社 昭和58

VG1-H9701 多国籍企業としての文化 アルマンド･マテラルト
日本エディタースクール
出版部

1991

VG1-H8790 太宰治　結婚と恋愛 野原一夫 新潮社 1989
VG1-H7153 太宰治文芸辞典 實方清 清水弘文堂 昭和60

VG1-H11605
太政官記録掛蔵版
特命全権大使　米欧回覽實記　第一篇

久米邦武　編修 博聞社 明治11年

VG1-H11606
太政官記録掛蔵版
特命全権大使　米欧回覽實記　第二篇

久米邦武　編修 博聞社 明治11年

VG1-H11622 太政官日誌　第一 － 御用御書物所
慶應4年戊辰2
月

VG1-1743 太政官日誌　1号
御用御書物所：村上勘兵
衛、井上治兵衛

1868

VG1-1743 太政官日誌　2号
御用御書物所：村上勘兵
衛、井上治兵衛

1868

VG1-1743 太政官日誌　3号
御用御書物所：村上勘兵
衛、井上治兵衛

1868

VG1-1743 太政官日誌　4号
御用御書物所：村上勘兵
衛、井上治兵衛

1868

VG1-1743 太政官日誌　5号
御用御書物所：村上勘兵
衛、井上治兵衛

1868

VG1-1743 太政官日誌　7号
御用御書物所：村上勘兵
衛、井上治兵衛

1868

VG1-1743 太政官日誌　8号
御用御書物所：村上勘兵
衛、井上治兵衛

1868

VG1-1743 太政官日誌　9号
御用御書物所：村上勘兵
衛、井上治兵衛

1868

VG1-1743 太政官日誌　10号
御用御書物所：村上勘兵
衛、井上治兵衛

1868

VG1-1743 太政官日誌　11号
御用御書物所：村上勘兵
衛、井上治兵衛

1868

VG1-1743 太政官日誌　31号
御用御書物所：村上勘兵
衛、井上治兵衛

1868

VG1-H10915 正しいペン字の書き方 竹田悦堂書 図書出版文海堂 -
VG1-H5049 ただよえるの記 浜中浩 国文社 昭和49
VG1-H5907 立川文庫の英雄たち 足立巻一 文和書房 昭和55
VG1-H7904 立川文庫の英雄たち 足立巻一 中央公論社 1987[昭和62]
VG1-H7905 立川文庫の英雄たち 足立巻一 中央公論社 1987[昭和62]
VG1-H6269 立ち読み社会　大量文化批判 鈴木均 勁草書房 1983
VG1-H977 脱活字化の世界 弥吉光長 講談社 昭和45
VG1-H9395 龍が見える時 木下順二 三月書房 1978
VG1-H8192 獺祭書屋俳話 正岡子規 日本近代文学館 昭和43
VG1-H7215 脱税でない節税法教えます 小関貴久 日新報道 昭和60
VG1-H9151 脱税でない節税法教えます 小関貴久 日新報道 昭和60
VG1-H1899 脱走記 江夏美子 光風社 昭和38
VG1-H8174 蓼喰ふ蟲 谷崎潤一郎 日本近代文学館 昭和44
VG1-H9578 蓼喰ふ蟲 谷崎潤一郎 岩波書店 1948[昭和23]
VG1-H654 田中四郎氏を偲ぶ － 有斐閣 昭和49
VG1-H2117 田中末吉 田中昭三　(編) 理想社印刷所 昭和46
VG1-H9354 田中末吉　理想社印刷所六十年 田中昭三　編 理想社印刷所 1981[昭和56]
VG1-H9356 田中末吉　理想社印刷所六十年 田中昭三　編 理想社印刷所 1981
VG1-H3597 田中総理は語る － 北方領土問題対策協会 昭和49
VG1-H6215 田中教忠蔵書目録 川瀬一馬 田中穰 昭和57
VG1-H8991 棚の思想 小川道明 影書房 1990
VG1-H5321 棚の生理学 下村彦四郎 オーム社書店 昭和45
VG1-H7581 七夕大入札会目録　明治古典会主催 － 明治古典会 昭和58
VG1-H9297 田邊元全集　第2巻 田邊元 筑摩書房 1963[昭和38]
VG1-H3685 谷間の底から 柴田道子 東都書房 昭和34
VG1-H11795 谷間の姫百合　巻之上 末松　謙澄 青木嵩山堂 明治37年
VG1-H1812 たのしい読書の本 岩崎呉夫編 現代ブック社 昭和38
VG1-H1825 たのしい読書の本 岩崎呉夫編 現代ブック社 昭和38

VG1-H3306 たばこ専売五十年小史 －
日本専売公社総務部総務
課

昭和28

102/172



布川文庫和図書タイトル五十音順 令和4年12月
国立国会図書館
人文総合情報室

請求記号 タイトル 著者名 出版者 出版年

VG1-H4978 高橋穰小論集 － 青河書房 昭和43
VG1-H3095 旅から旅へ 石井満 佐藤出版部 大正8
VG1-H2988 旅さきにて 中村地平 版画莊文庫 昭和12
VG1-H11131 旅しよう東南アジアへ　岩波ブックレット　99 高嶋伸欣 岩波書店 1987
VG1-H1830 旅と讀書と 木村毅 双雅房 昭和13

VG1-H10118 タブーへの挑戦
言論の自由を求める長崎市
民の会　編

言論の自由を求める長崎
市民の会

1989

VG1-H10884 タブロー･ド･パリ
ジャン=アンリ･マルレ
ギョーム･ド･ベルティエ･
ド･ソヴィニー

藤原書店 1993

VG1-H4331 玉勝間　上 本居宣長 岩波書店 昭和18
VG1-H4332 玉勝間　下 本居宣長 岩波書店 昭和18
VG1-H10156 玉川大学出版部　図書目録　1989 － 玉川大学出版部 1989
VG1-H580 魂の歩みと誇り － 望月政治 昭和53
VG1-H9410 たましいの記録 エマソン 日本教文社 1961
VG1-H7528 たまゆら　宇田進遺稿集 宇田倹一　編 宇田倹一 昭和29
VG1-H3115 ダランベールの夢 デドロ 日本評論社 昭和25
VG1-H10627 誰か故郷を想はざる 寺山修司 三笠書房 1984
VG1-H9376 誰にも出来るお灸の手引 滝野憲照 松田松栄館 [  ]

VG1-H8291 誰にもわかる｢スパイ防止法｣
スパイ防止法制定促進国民
会議

世界日報社 1987

VG1-H11117 誰のための援助?　岩波ブックレット　77 村井吉敬　甲斐田万智子 岩波書店 1987
VG1-H8540 誰も書かなかった日本船舶振興会の実像 鶴蒔靖夫 IN通信社 1987
VG1-H8439 タレントの本棚 三國一郎 愛書家交換会･蚤の市 1983
VG1-H4295 断崖　第二編 ゴンチャロフ 岩波書店 昭和27
VG1-H4296 断崖　第三編 ゴンチャロフ 岩波書店 昭和27
VG1-H4297 断崖　第四編 ゴンチャロフ 岩波書店 昭和27
VG1-H4298 断崖　第五編 ゴンチャロフ 岩波書店 昭和27
VG1-H5070 短歌一家言 齋藤茂吉 齋藤書店 昭和22
VG1-H10367 短歌写生の説 斎藤茂吉 鐵塔書院 1929[昭和4]
VG1-H294 湛山回想 石橋湛山 毎日新聞社 昭和26
VG1-H3686 單純生活 ワグネル 國定教科書共同販賣所 大正2

VG1-H11910 たんじょうびのごちそう
写真：泉恒司・絵：佐々木
洋子

バンダイ 1982年

VG1-H10323 探書記 横田順彌 本の雑誌社 1992
VG1-H11087 単身赴任　岩波ブックレット　40 平松齋 岩波書店 1985
VG1-H4764 斷層 小宮豐隆 白日書院 昭和21
VG1-H3146 タンタヂールの死 メーテルリンク 日吉堂本店 大正3
VG1-H5081 淡々録 松永安左ヱ門 経濟往來社 昭和27
VG1-H8038 耽溺 岩野泡鳴 日本近代文学館 1968
VG1-H10474 耽読日記から 紀田順一郎 三一書房 1990
VG1-H4596 歎異抄領解 白井成允 大藏出版 昭和26
VG1-H1810 短文･小論文の書き方 宇野義方　(他) 有斐閣 昭和11
VG1-H10341 段落の本 大類雅敏 栄光出版社 1980
VG1-H1196 治安維持法小史 奥平康弘 筑摩書房 1977
VG1-H885 治安維持法と特高警察 松尾洋 教育社 1979
VG1-H1159 治安警察教本 松華堂編集部 松華堂書店 昭和13

VG1-H11292 地域における｢社会教育･文化｣施設の整備について －
東京都社会教育委員の会
議

昭和55

VG1-H6274 地域メディア 田村紀雄編著 日本評論社 1983
VG1-H1540 小さい新聞社 岩波書店編集部　編 岩波書店 1957

VG1-H8286 小さきものの生 鄭清正
日本エディタースクール
出版部

1987

VG1-H7457 小さな王国･海神丸
谷崎潤一郎　鈴木三重吉
野上弥生子

講談社 昭和62

VG1-H7151 ちいさなちいさな出版者たち 松籟社編集部　編 松籟社 昭和60
VG1-H9712 ちいさなちいさな出版者たち 影書房　[ほか] 松籟社 1985
VG1-H11798 知恵傳授 福地源一郎 和田篤太郎 明治25年
VG1-H11650 ちゑのいとぐち 古川正雄 □金屋　清吉 明治5年
VG1-H11115 チェルノブイリの放射能　岩波ブックレット　74 赤木昭夫 岩波書店 1986
VG1-H11896 ﾁｪﾝﾊﾞﾚﾝの交友 弥吉光長 日本古書通信社 1988年
VG1-H11897 ﾁｪﾝﾊﾞﾚﾝの交友 弥吉光長 日本古書通信社 1988年
VG1-H10117 近頃読んだ気になる本　1 くにたち同時代研究会　編 カイプレス 1991
VG1-H10747 近頃読んだ気になる本　1 くにたち同時代研究会　編 カイプレス 1991
VG1-H10748 近頃読んだ気になる本　2 くにたち同時代研究会　編 カイプレス 1991
VG1-H10749 近頃読んだ気になる本　3 くにたち同時代研究会　編 カイプレス 1991
VG1-H2996 近松心中物 － 三教書院 昭和10
VG1-H9966 力餅 島崎藤村 研究社 1940
VG1-H11135 地価はなぜ暴騰するか　岩波ブックレット　104 渡辺祥三 岩波書店 1987
VG1-H11174 地球汚染Q&A　岩波ブックレット　147 根本順吉 岩波書店 1989
VG1-H11097 地球規模の男女平等　岩波ブックレット　50 岩波書店編集部　編 岩波書店 1985
VG1-H11244 地球時代に生きる日本　岩波ブックレット　219 坂本義和 岩波書店 1991

VG1-H10808 地球と未来にやさしい本と雑誌　92年度版
ほんコミニケート編集室
編

ほんコミニケート社 1992

VG1-H8531 地球は見つづける　社会評論 安積得也 時事通信社 1969
VG1-H530 竹影 小林勇 筑摩書房 昭和40
VG1-H9405 竹影 小林勇 筑摩書房 1965
VG1-H2807 逐次刊行物目録　昭和32年版 － 国立国会図書館 昭和33
VG1-H2806 逐次刊行物目録　昭和39年版 － 国立国会図書館 昭和41
VG1-H3426 逐次刊行物目録(昭和36年版) 国立国会図書館収書部　編 国立国会図書館収書部 昭和40
VG1-H10796 逐次刊行物目録　昭和49年版 国立国会図書館収書部　編 国立国会図書館 昭和51
VG1-H10797 逐次刊行物目録　昭和50年版 国立国会図書館収書部　編 国立国会図書館 昭和52
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VG1-H10203 筑摩書房図書総目録　1940-1990 筑摩書房　編 筑摩書房 1991
VG1-H11042 筑摩書房図書目録　1981 － 筑摩書房 1981
VG1-H309 筑摩書房の三十年 － 筑摩書房 昭和45
VG1-H308 筑摩書房発行図書総目録　(一) － 筑摩書房 -
VG1-H8688 ちくま哲学の森　1 鶴見俊輔　ほか　編 筑摩書房 1989
VG1-H8689 ちくま哲学の森　2 鶴見俊輔　ほか　編 筑摩書房 1989
VG1-H8690 ちくま哲学の森　6 鶴見俊輔　ほか　編 筑摩書房 1989
VG1-H9619 ちくま日本文学全集　1 芥川龍之介 筑摩書房 1991
VG1-H9628 ちくま日本文学全集　10 開高健 筑摩書房 1991
VG1-H9629 ちくま日本文学全集　11 石川淳 筑摩書房 1991
VG1-H9630 ちくま日本文学全集　12 三島由紀夫 筑摩書房 1991
VG1-H9631 ちくま日本文学全集　13 佐藤春夫 筑摩書房 1991
VG1-H9632 ちくま日本文学全集　14 渋沢龍彦 筑摩書房 1991
VG1-H9633 ちくま日本文学全集　15 稲垣足穂 筑摩書房 1991
VG1-H9634 ちくま日本文学全集　16 福永武彦 筑摩書房 1991
VG1-H9635 ちくま日本文学全集　17 泉鏡花 筑摩書房 1991
VG1-H9636 ちくま日本文学全集　18 萩原朔太郎 筑摩書房 1991
VG1-H9637 ちくま日本文学全集　19 江戸川乱歩 筑摩書房 1991
VG1-H9620 ちくま日本文学全集　2 寺山修司 筑摩書房 1991
VG1-H9638 ちくま日本文学全集　20 尾崎翠 筑摩書房 1991
VG1-H9639 ちくま日本文学全集　21 菊池寛 筑摩書房 1991
VG1-H9640 ちくま日本文学全集　22 夢野久作 筑摩書房 1991
VG1-H9641 ちくま日本文学全集　23 夏目漱石 筑摩書房 1992
VG1-H9642 ちくま日本文学全集　24 梶井基次郎 筑摩書房 1992
VG1-H9643 ちくま日本文学全集　25 森鴎外 筑摩書房 1992
VG1-H9644 ちくま日本文学全集　26 岡本かの子 筑摩書房 1992
VG1-H9645 ちくま日本文学全集　27 幸田露伴 筑摩書房 1992
VG1-H9646 ちくま日本文学全集　28 堀辰雄 筑摩書房 1992
VG1-H9647 ちくま日本文学全集　29 中勘助 筑摩書房 1992
VG1-H9621 ちくま日本文学全集　3 宮沢賢治 筑摩書房 1991
VG1-H9648 ちくま日本文学全集　30 石川啄木 筑摩書房 1992
VG1-H9649 ちくま日本文学全集　31 永井荷風 筑摩書房 1992
VG1-H9650 ちくま日本文学全集　32 島尾敏雄 筑摩書房 1992
VG1-H9651 ちくま日本文学全集　33 柳田國男 筑摩書房 1992
VG1-H9652 ちくま日本文学全集　34 大岡昇平 筑摩書房 1992
VG1-H9653 ちくま日本文学全集　35 寺田寅彦 筑摩書房 1992
VG1-H9654 ちくま日本文学全集　36 中島敦 筑摩書房 1992
VG1-H9655 ちくま日本文学全集　37 正岡子規 筑摩書房 1992
VG1-H9656 ちくま日本文学全集　38 大佛次郎 筑摩書房 1992
VG1-H9657 ちくま日本文学全集　39 中野重治 筑摩書房 1992
VG1-H9622 ちくま日本文学全集　4 太宰治 筑摩書房 1991
VG1-H9658 ちくま日本文学全集　40 木山捷平 筑摩書房 1992
VG1-H9659 ちくま日本文学全集　41 樋口一葉 筑摩書房 1992
VG1-H9660 ちくま日本文学全集　42 武田泰淳 筑摩書房 1992
VG1-H9661 ちくま日本文学全集　43 志賀直哉 筑摩書房 1992
VG1-H9662 ちくま日本文学全集　44 梅崎春生 筑摩書房 1992
VG1-H9663 ちくま日本文学全集　45 林芙美子 筑摩書房 1993
VG1-H9664 ちくま日本文学全集　46 長谷川四郎 筑摩書房 1993
VG1-H9665 ちくま日本文学全集　47 川端康成 筑摩書房 1993
VG1-H9666 ちくま日本文学全集　48 海音寺潮五郎 筑摩書房 1993
VG1-H9667 ちくま日本文学全集　49 島崎藤村 筑摩書房 1993
VG1-H9623 ちくま日本文学全集　5 内田百閒 筑摩書房 1991
VG1-H9668 ちくま日本文学全集　50 白井喬二 筑摩書房 1993
VG1-H9669 ちくま日本文学全集　51 幸田文 筑摩書房 1993
VG1-H9670 ちくま日本文学全集　52 深沢七郎 筑摩書房 1993
VG1-H9671 ちくま日本文学全集　53 宮本常一 筑摩書房 1993
VG1-H9672 ちくま日本文学全集　54 織田作之助 筑摩書房 1993
VG1-H9673 ちくま日本文学全集　55 中野好夫 筑摩書房 1993
VG1-H9674 ちくま日本文学全集　56 富士正晴 筑摩書房 1993
VG1-H9675 ちくま日本文学全集　57 岡本綺堂 筑摩書房 1993
VG1-H9676 ちくま日本文学全集　58 渡辺一夫 筑摩書房 1993
VG1-H9624 ちくま日本文学全集　6 坂口安吾 筑摩書房 1991
VG1-H9625 ちくま日本文学全集　7 谷崎潤一郎 筑摩書房 1991
VG1-H9626 ちくま日本文学全集　8 色川武大 筑摩書房 1991
VG1-H9627 ちくま日本文学全集　9 金子光晴 筑摩書房 1991
VG1-H7906 ちくま文庫解説目録 － 筑摩書房 1987
VG1-H7634 地誌各論　アジア　1 多田文男 － 昭和30
VG1-H911 知識産業 片方善治　安田寿明 ダイヤモンド社 昭和44
VG1-H1417 知識人 大宅壮一 筑摩書房 昭和34
VG1-H8330 知識人、言論弾圧の記録 黒田秀俊 白石書店 1976
VG1-H987 知識人と自由 勝田吉太郎 紀伊國屋書店 1969
VG1-H4114 知識人の立場 谷川徹三 文化書院 昭和22
VG1-H10504 知識と知恵　その他 笠信太郎 文藝春秋 1968
VG1-H974 知性派の読書学 紀田順一郎 柏書房 1977
VG1-H8845 父 佐藤政人 ユック舎 1988
VG1-H4833 父　阿部次郎　愛と死 大平千枝子 角川書店 昭和36
VG1-H10380 父　中野好夫のこと 中野利子 岩波書店 1992
VG1-H5996 父･母･娘 坂三光 出版時事 昭和48
VG1-H5649 父､南方熊楠を語る － 日本エディタースクール 昭和56
VG1-H589 父を偲びて － 冨山房 昭和11
VG1-H1903 父京助を語る 金田一春彦 教育出版 昭和52
VG1-H9334 父と子 藤岡眞佐夫 藤岡眞佐夫 1981[昭和56]
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VG1-H9495 父と娘の歳月 寿岳文章　寿岳章子 人文書院 1988
VG1-H3711 父西田幾多郎の歌 西田静子　編 明善書房 昭和23
VG1-H8723 父の絵具箱 武井三春 六興出版 1989

VG1-H839 父の時代･私の時代 堀内誠一
日本エディタースクール
出版部

1979

VG1-H9900 父の心配 倉田百三 岩波書店 1922[大正11]
VG1-H11840 父への手紙 窪島誠一郎 筑摩書房 1985年
VG1-H8339 父は祖国を売ったか 橋本健午 日本経済評論社 1982
VG1-H9691 ちちははの詩歌　他 河井博伸 沖積舎 1991[平3]
VG1-H10173 秩父夜祭 － 秩父観光協会 -
VG1-H7907 地中海小事典 － エッソ石油広報部 1986
VG1-H10082 地中海　Ⅰ フェルナン･ブローデル 藤原書店 1991
VG1-H10770 地中海Ⅱ フェルナン･ブローデル 藤原書店 1992
VG1-H4793 秩序ある進歩 小泉信三 ダイヤモンド社 昭和36
VG1-H8517 知的財産権研究　1 中山信弘　編著 東京布井出版 1990
VG1-H9058 知的自由と図書館 塩見昇 青木書店 1989
VG1-H8516 知的所有権 那野比古 中央公論社 昭和63
VG1-H8571 知的所有権六法　平成元年版 知的所有権法研究会　編 ぎょうせい 1989
VG1-H3834 知的生産の技術 梅棹忠夫 岩波書店 1969
VG1-H931 知的創造のヒント 外山滋比古 講談社 昭和52
VG1-H1888 知的表現の方法 川勝久 産業能率短期大学出版部 昭和53
VG1-H10250 知的文具図鑑 生活システム研究会　編 立風書房 1980
VG1-H5067 地天老人一代記　木村泰治自叙伝 遠藤正雄 岳温泉 昭和35
VG1-H1145 血ぬられた言論 黒田秀俊 學風書院 昭和26
VG1-H1245 血ぬられた言論 黒田秀俊 學風書院 昭和27
VG1-H8887 知能はいかにつくられるか 丸野俊一 力富書房 1988
VG1-H3861 知の周辺 水田洋 講談社 昭和54
VG1-H7270 知の商人 水田洋 筑摩書房 1985
VG1-H6766 知の職人たち 紀田順一郎 新潮社 昭和59
VG1-H8359 千葉県立中央図書館雑誌目録 千葉県立中央図書館　編 千葉県立中央図書館 1979
VG1-H10783 ちびくろ･さんぼ　1 ヘレン･バンナーマン 岩波書店 昭和28
VG1-H10043 ｢ちびくろサンボ｣絶版を考える 径書房　編集部 径書房 1990
VG1-H9992 ちびくろサンボとピノキオ 杉尾敏明　棚橋美代子 青木書店 1990
VG1-H10375 ｢地方｣出版論 川上賢一 無明舎出版 1981[昭和56]
VG1-H5297 ｢地方｣出版論 川上賢一 無明舎出版 昭和56
VG1-H5298 ｢地方｣出版論 川上賢一 無明舎出版 昭和56

VG1-H6728
地方･小出版流通センター書肆アクセス取扱い図書目
録　あなたはこの本を知っていますか　'83

－ 地方･小出版流通センター 1983

VG1-H5883 地方関係図書目録 － 家の光協会 昭和37
VG1-H6172 地方史誌関係図書目録 － 東京都立中央図書館 昭和58
VG1-H5511 地方出版の源流 － 地方小出版流通センター 1980
VG1-H689 地方出版物展示目録 － 東村山市立図書館 昭和50

VG1-H9440
地方に出版文化を育てよう　地方書店の歩み　｢本の
国体｣から文芸書専門店まで

永井伸和
全国出版協会出版科学研
究所

1988

VG1-H3469 地方文化論への試み 塙作樂 辺鏡社 1976
VG1-H6724 地方文化論への試み 塙作楽 辺境社 1976
VG1-H1712 地方別　日本新聞史 － 日本新聞協会 昭和31

VG1-H8987 巷説出版界 大輪盛登
日本エディタースクール
出版部

昭和52

VG1-H9906 知命以後　横田寒郎句集 横田静枝 山田隆　(印刷) 1990[平2]
VG1-H6631 地名と日本人　シンポジウム　柳田学の継承と展開 谷川健一 講談社 昭和58
VG1-H5938 地名と風土 谷川健一　(編) 小学館 昭和56
VG1-H11309 地名と風土 2 － 三省堂 1985
VG1-H1550 ヂャーナリズム講話 大宅壮一 白揚社 昭和10
VG1-H1571 ヂャーナリズム講話 大宅壮一 白揚社 昭和10
VG1-H441 茶前茶後 増田義一 實業之日本社 昭和2

VG1-H10611
チャタレイ夫人の恋人　上　（※一部利用制限措置
資料）

D.H.ロレンス 小山書店 昭和25

VG1-H10612
チャタレイ夫人の恋人　下　（※一部利用制限措置
資料）

D.H.ロレンス 小山書店 昭和25

VG1-H1144 ｢チャタレイ夫人の恋人｣に関する公判ノート － 河出書房 昭和27
VG1-H1141 ｢チャタレイ夫人の恋人｣に関する公判ノート　Ⅰ － 河出書房 昭和26
VG1-H1142 ｢チャタレイ夫人の恋人｣に関する公判ノート　Ⅱ － 河出書房 昭和26
VG1-H1143 ｢チャタレイ夫人の恋人｣に関する公判ノート　Ⅲ － 河出書房 昭和26
VG1-H10610 チャタレイ夫人の恋人に関する公判ノート 小澤武二　編 河出書房 昭和26
VG1-H10443 チャタレー夫人の裁判 C.H.ロルフ 河出書房新社 1961[昭和36]
VG1-H1104 チャタレー夫人の裁判 － 河出書房新社 昭和36
VG1-H8981 チャップ･ブック 小林章夫 駸々堂出版 1988
VG1-H4760 茶と利休 小宮豐隆 角川書店 昭和31
VG1-H8312 茶の考古学 荒勝淑子 茶道研究庵　藏書 1988
VG1-H3127 茶の精神 久松眞一 弘文堂 昭和23
VG1-H3156 茶の精神 久松眞一 弘文堂 昭和23
VG1-H5925 チヤリング･クロス街84番地 － 講談社 1980

VG1-H5991 中･高校生の本と生活 －
日本エディタースクール
出版部

1980

VG1-1621 中央学術雑誌　[復刻版]　1号 講談社 1885
VG1-H492 中央公論　総目次 － 中央公論社 昭和45
VG1-H7925 中央公論　第14年第1号 － 中央公論社 1985[明治32]
VG1-H435 中央公論社七十年史 － 中央公論社 昭和30
VG1-H512 中央公論社創立七十周年祝賀會 － － 昭和30
VG1-H434 中央公論社の八十年 － 中央公論社 昭和40
VG1-H2862 中央公論年報 － 中央公論社 昭和10
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VG1-H10157 中央大学出版部　図書目録　1989 － 中央大学出版部 1989
VG1-H10768 中央大学出版部四十年の歩み － 中央大学出版部 1988
VG1-H4931 中学生 下村千秋 乾元社 昭和28
VG1-H10359 中学生全集　1　アルプスの山の乙女 野上彌生子 筑摩書房 1950[昭和25]
VG1-H1622 中学生のための新聞の読み方 杉浦栄三 黎明書房 昭和30
VG1-H5400 中学日本文法　第1学年用 吉田弥平･小山左文二 光風館 昭和6
VG1-H1763 中学年の読み書き能力 国立国語研究所 国立国語研究所 昭和33
VG1-H11535 中華人民共和国古代青銅器展 － 日本経済新聞社 1976
VG1-H4504 中華民国憲法 － 外務省調査局第五課 昭和24
VG1-H5202 中勘助自選随筆集　(上) 中勘助 創元社 昭和28

VG1-H11296 昼間部レポート集　1988年度 －
出版学校日本エディター
スクール

1988

VG1-H11297 昼間部レポート集　1988年度 －
出版学校日本エディター
スクール

1988

VG1-H5077 中共を展望する 高木健夫 東洋文化協会 昭和33
VG1-H619 中教出版十年史 － 中教出版　株式会社 昭和28
VG1-H10898 中共の核科学開発 － 光陸出版社 1983
VG1-H4503 中共問題再観 苗剣秋 時事通信社 昭和39
VG1-H11809 忠孝美談 － 菅谷興吉 明治26年
VG1-H4668 中国 南博 光文社 昭和28
VG1-H4898 中國　(下巻) H･Fマックネァー 三明社 昭和25
VG1-H4899 中國　(上巻) H･Fマックネァー 三明社 昭和25
VG1-H8404 中国古代書籍史 銭存訓 法政大学出版局 1986
VG1-H5510 中国古代書籍史　竹帛に書す 銭存訓 法政大学出版局 [1980]
VG1-H8279 中国出版史概要 張召奎 人民出版社 1985
VG1-H7199 中国書物物語 劉国釣　鄭如斬 創林社 昭和58
VG1-H6271 中国書物物語　松見弘道訳 劉国釣 創林社 昭和58
VG1-H3570 中国人の心 伊藤喜久蔵 時事問題研究所 昭和47
VG1-H133 中国善書の研究 酒井忠夫 国書刊行会 昭和52

VG1-H2157 中國装丁簡史 劉冰
漢華文化事業股彬有限公
司

中華民国58年

VG1-H728 中国中世の探求 谷川道雄
日本エディタースクール
出版部

1987

VG1-H135 中国典籍研究 川越泰博 図書刊行会 昭和53

VG1-H8883 中国の印刷術　2
カーター･Ｔ･F　[著]　藪内
清　石橋正子　訳

平凡社 1977

VG1-H5107 中國に於ける世界國家思想 田所義行 昌平堂 昭和25
VG1-H7086 中国に革命を 先駆的言論人鄒韜奮 穆欣　編著　田島淳　訳 サイマル出版会 昭和61[1986]
VG1-H11239 中国の｢一人っ子政策｣　岩波ブックレット　213 加藤千洋 岩波書店 1991
VG1-H2142 中国の印刷術 張秀民 関書院 昭和35
VG1-H2082 中国の印刷術　1 T.F.カーター 平凡社 昭和52

VG1-H8882 中国の印刷術　1
カーター･Ｔ･F　[著]　藪内
清　石橋正子　訳

平凡社 1977

VG1-H2083 中国の印刷術　2 T.F.カーター 平凡社 昭和52
VG1-H10682 中国のテナガザル R.H.ファン･フーリク 博品社 1992
VG1-H7662 中国文学最新事情 竹内実　編著 サイマル出版会 昭和62
VG1-H6572 中国報道界のうらばなし 徐鋳成　李克世 第一書房 昭和58
VG1-H2273 注釈民法　(17)　債権　(8) － 有斐閣 昭和44
VG1-H3164 忠臣木村長門守 蒼川生 岡本偉業館 大正3
VG1-H3162 中臣祓講義 竹内式部 岩波書店 昭和19

VG1-H7300 中世再考 網野善彦
日本エディタースクール
出版部

昭和61

VG1-H10667 忠誠と反逆 丸山眞男 筑摩書房 1992

VG1-H8640 中世の都市と墳墓　一の谷遺跡をめぐって 細野善彦　石井進　編
日本エディタースクール
出版部

1988

VG1-H4653 中日文化論集　續編　(二) 張友昀等 中華文化出版事業委員会 中華民國47
VG1-H929 中年閑居して･･･ 外山滋比古 日本経済新聞社 昭和53
VG1-H1716 中部日本新聞二十年史 － 中部日本新聞社 昭和37
VG1-H8150 注文の多い料理店 宮澤賢治 日本近代文学館 昭和44
VG1-H5240 中流人の幸福 福原麟太郎 角川書店 昭和32
VG1-H7251 『中央公論』100年を読む 三浦朱門 中央公論社 昭和61
VG1-H4925 ｢長安の春｣抄 石田幹之助 創元社 昭和22
VG1-H9152 調査が証す頭のいい税金の本 野末陳平 青春出版社 1979
VG1-H10555 朝鮮人のみた戦前期出版界 金亨燦 出版ニュース社 1992

VG1-H6241
超大国米国ソ連のマスメディア　マスコミシリーズ
6

小糸忠吾 理想出版社 1981

VG1-H4252 町人貴族･強制結婚 モリエール 角川書店 昭和27

VG1-H8543 超領域の思考へ　現代プラチック論 山本哲士
日本エディタースクール
出版部

1988

VG1-H4112 調和の感覚 谷川徹三 中央公論社 昭和33
VG1-H8031 千代紙 鈴木三重吉 日本近代文学館 1968
VG1-H2474 著作権制度の改正に関する関係団体の意見　(6) － 著作権使用者団体協議会 昭和39

VG1-H11620 直指　下　解説 千恵鳳
大韓民国文化公報部文化
財管理局

1973年

VG1-H11621 直指　下　（別冊　直指　下　解説）
大韓民国文化公報部文化管
理局　編纂兼発行

探求堂 1973年

VG1-H11136 直接税と間接税　岩波ブックレット　105 北野弘久 岩波書店 1987
VG1-H2543 直面している著作権の諸問題 － 著作権使用者団体協議会 1963
VG1-H8227 著作権者名簿　'87-'88 著作権資料協会　[編] 著作権資料協会 昭和62
VG1-H2276 著作権 戒能通孝 日本評論社 昭和25
VG1-H2294 著作権 戒能通孝 日本評論社 昭和25
VG1-H2319 著作権 戒能通孝 日本評論社 昭和25
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VG1-H6165 著作権 半田正夫 教育社 1979
VG1-H2270 著作権　出版権問答 布川角左衛門　美作太郎 出版ニュース社 昭和40
VG1-H2292 著作権　出版権問答 布川角左衛門　美作太郎 出版ニュース社 昭和40
VG1-H8254 著作権･出版権問答 布川角左衛門　美作太郎 出版ニュース社 1965
VG1-H6586 著作権　出版の現場から 美作太郎 出版ニュース社 1984
VG1-H8577 著作権･判例でわかる 日本著作権協議会　編 出版ニュース社 1989
VG1-H2519 著作権100年史年表 伊藤信男　(編) 文化庁 昭和44
VG1-H10097 著作権Q＆A 著作権法令研究会　編 著作権資料協会 1989
VG1-H2259 著作権へのしるべ 米川猛郎 社団法人日本図書館協会 1976
VG1-H7722 著作権をめぐる諸問題 － 日本音楽著作権協会 [昭和51]
VG1-H7723 著作権をめぐる諸問題 － 日本音楽著作権協会 [昭和51]

VG1-H2393 著作権をめぐる法規と具体例 森川宗興
日本エコノミストセン
ター

-

VG1-H2499 著作権をめぐる法規と具体例 布川角左衛門 日本･ｴｺﾉﾐｽﾄ･ｾﾝﾀｰ -

VG1-H2560 著作権をめぐる法規と具体例 布川角左衛門
日本エコノミスト･セン
ター

-

VG1-H2488 著作権及び隣接権に関する法律草案　(昭和41年) － 文部省文化局 昭和41
VG1-H2253 著作権関係条約集 文部省管理局著作権課 文部省管理局 昭和25
VG1-H2280 著作権関係条約集 － 文化庁 昭和47
VG1-H2282 著作権関係条約集 － 文化庁 昭和48
VG1-H2308 著作権関係条約集 － 文化庁 昭和47
VG1-H5397 著作権関係文献の資料目録 伊藤信男　(編) － -
VG1-H2277 著作権関係法規集 － 日本著作権協会 [昭和29]
VG1-H5393 著作權関係法規集　5版 中島健蔵　(他)　編 日本著作權協議会 昭和31
VG1-H2373 著作権関係法規集　第4版著作権便覧 日本著作権協議會 － 昭和30
VG1-H2278 著作権関係法規集　(第5版) － － 昭和31
VG1-H1083 著作権関係法令集 － 文部省 昭和37
VG1-H2255 著作権関係法令集 － 文部省 昭和36
VG1-H2295 著作権関係法令集 － 文化庁 昭和44
VG1-H2299 著作権関係法令集 － 文部省 昭和42
VG1-H2300 著作権関係法令集 － 文化庁 昭和46
VG1-H2325 著作権関係法令集 － 文部省 昭和31
VG1-H2327 著作権関係法令集 － 文部省 昭和42
VG1-H2334 著作権関係法令集 － 文部省 昭和40
VG1-H2446 著作権関係法令集 － 文部省 昭和35
VG1-H2479 著作権関係法令集 － 文部省 昭和36
VG1-H2553 著作権関係法令集 － 文部省 昭和38
VG1-H3251 著作権関係法令集 － 著作権資料協会 昭和62
VG1-H2375 著作権関係法令集　(昭和48年) － 文化庁 昭和48
VG1-H2376 著作権関係法令集　(昭和48年) － 文化庁 昭和48
VG1-H2403 著作権関係法令集　(昭和49年) － 文化庁 昭和49
VG1-H9255 著作権関係法令集　昭和62年版 － (社)　著作権資料協会 1987[昭和62]
VG1-H2298 著作権関係法令集　増補 － 文部省管理局 昭和25
VG1-H9256 著作権関係法令集　平成2年版 － (社)　著作権資料協会 1990[平2]
VG1-H2404 著作権関係法令　判例　文献総覽 伊藤信男 文部省 昭和31
VG1-H2335 著作権記号特別委員会記録 － － 昭和34
VG1-H6747 著作権研究　11 － 著作権法学会 昭和57
VG1-H3259 著作権研究　14 著作権法学会　編 著者に同 昭和62
VG1-H2304 著作権研究　2号 － － 昭和44
VG1-H5822 著作権研修会 － 日本民間放送連盟 [昭和38]
VG1-H2354 著作権研修会記録　(昭和38年度版) － 日本民間放送連盟 1964
VG1-H2470 著作権研修記録　(昭和38年度) － 日本民間放送連盟 1964
VG1-H2345 著作権事件100話 伊藤信男 著作権資料協会 昭和51
VG1-H2262 著作権事件と著作権判例 伊藤信男 文部省 昭和37
VG1-H2263 著作権事件と著作権判例 伊藤信男 文部省 昭和37
VG1-H2268 著作権事件と著作権判例改訂増補版 伊藤信男 文部省 昭和38
VG1-H2269 著作権事件と著作権判例新訂増補版 伊藤信男 弘文堂 昭和43
VG1-H8336 著作権事典 著作権資料協会　編 出版ニュース社 1985
VG1-H8511 著作権事典 著作権資料協会　編 出版ニュース社 1978
VG1-H7821 著作権者名簿　1975 － 著作権資料協会 昭和50
VG1-H9713 著作権者名簿　1981～1982 著作権資料協会　編 著作権資料協会 1981
VG1-H7117 著作権者名簿　'85-'86 － 著作権資料協会 昭和60
VG1-H11888 著作権資料ｾﾝﾀｰ所蔵　著作権関係資料目録 著作権資料協会 著作権資料協会 1978年
VG1-H2536 著作権資料センター所蔵　著作関係資料目録 － 著作権資料協会 1978
VG1-H7101 著作権資料センター所蔵著作権関係資料目録 － 著作権資料協会 昭和53
VG1-H11819 著作権史話 倉田喜弘 千人社 昭和55年
VG1-H6918 著作権史話　誕生初期の混迷と苦悶の秘話 倉田喜弘 千人社 昭和58
VG1-H2546 著作権侵害に関する比較法的実証的研究 大見鈴次 司法研究所 昭和47
VG1-H2309 著作権審議会　著作権制度調査会要覧 － － 昭和34

VG1-H10187
著作権審議会第8小委員会(出版者の保護関係)中間報
告書

－ 文化庁 1988

VG1-H11330 著作権審議会第8小委員会　中間報告書概要 － 文化庁 昭和63
VG1-H2427 著作権審議会著作権制度調査会要覧 － 文部省社会教育局 昭和29

VG1-H11892
著作權制度改正に関する
意見書（第3次）

－ 日本書籍出版協会 1963年6月

VG1-H2472 著作権制度審議会各種小委員会要旨 － 著作権使用者団体協議会 昭和39
VG1-H2492 著作権制度審議会　第一小委員会審議結果報告 － 文部省 昭和40
VG1-H2493 著作権制度審議会　第六小委員会審議結果報告 － 文部省 昭和41

VG1-H2557 著作権制度審議会第一小委員会審議状況について －
[著作権制度審議会第1小
委員会]

昭和39

VG1-H2559 著作権制度審議会答申 － 文部省 昭和42
VG1-H2494 著作権制度審議会答申説明書 － 文部省 昭和41
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VG1-H7710 著作権制度審議会答申に対する意見書 － 全日本写真著作権者同盟 昭和41
VG1-H2396 著作権制度の改正に関する関係団体の意見　(一) － － 昭和37
VG1-H2434 著作権制度の改正に関する関係団体の意見　(十一) － 文部省 昭和42
VG1-H2395 著作権制度の改正に関する関係団体の意見　(ニ) － 文部省 昭和37
VG1-H11874 著作権制度の改正に関する関係団体の意見（一） 文部省社会教育局著作権課 文部省 昭和37年五月
VG1-H11875 著作権制度の改正に関する関係団体の意見（二） 文部省社会教育局著作権課 文部省 昭和37年六月
VG1-H11876 著作権制度の改正に関する関係団体の意見（三） 文部省社会教育局著作権課 文部省 昭和37年6

VG1-H2424
著作権制度の全面改正に関する参考資料　<第1部37･
5～12>

－ 著作権使用者団体協議会 昭和38

VG1-H2425
著作権制度の全面改正に関する参考資料　<第3部38･
11･4>

－ 著作権使用者団体協議会 昭和38

VG1-H2362
著作権制度の全面改正に関する参考資料　<第2部38･
1～8>

－ 著作権使用者団体協議会 昭和38

VG1-H2381
著作権制度の全面改正に関する参考資料　<第2部38･
1～8>

－ 著作権使用者団体協議会 昭和38

VG1-H2408
著作権制度の全面改正に関する参考資料　<第2部38･
1～8>

－ 著作権使用者団体協議会 昭和38

VG1-H2382
著作権制度の全面改正に関する参考資料　<第3部38･
11･4>

－ 著作権使用者団体協議会 昭和38

VG1-H2363
著作権制度の全面改正に関する参考資料　<第4部38･
11～39･12>

－ 著作権使用者団体協議会 昭和40

VG1-H11873
著作権政府間委員会及びﾍﾞﾙﾇ同盟執行委員会の複写
複製に関する小委員会報告書（仮訳）

文化庁文化部著作権課 文化庁 1975年

VG1-H2451
著作権政府間委員会及びベルヌ同盟執行委員会の複
写複製に関する小委員会報告書　(仮訳)

－ 文化庁 昭和50

VG1-H2429
著作権政府間委員会特別会期ベルヌ同盟常任委員会
特別会期記録

－ 文化庁 昭和46

VG1-H9539 著作權臺帳　(人名検索)　第19版 － 日本著作権協議會 1985
VG1-H9540 著作權臺帳　第20版 － 日本著作権協議會 1988
VG1-H9541 著作權臺帳　(人名検索)　第20版 － 日本著作権協議會 1988
VG1-H2452 著作権仲介業務法立法経過 － 日本民間放送連盟 [昭和39]
VG1-H10183 著作権って何?　はじめての著作権講座 － 著作権資料協会 1990
VG1-H10184 著作権って何?　はじめての著作権講座 － 著作権資料協会 1990
VG1-H2272 著作権で損をするな 長野伝蔵 新興楽譜出版社 昭和41

VG1-H2392

著作権等に関する仲介業務制度の改善に関する意見
書　著作権使用者団体協議会第12回幹事会議事要録
著作権使用者団体協議会第13回幹事会議事要録　第
14回幹事会議事録

－ 著作権使用者団体協議会 昭和39

VG1-H6915 著作権と出版権　いま何が問題か 美作太郎
日本エディタースクール
出版部

昭和56

VG1-H6916 著作権とその周辺 阿部浩二 日本評論社 1983

VG1-H8521 著作権と隣接権
コロンベ･クロード　著　宮
沢溥明　訳

第一書房 1990

VG1-H2347 著作権ニ関スル外國法令集　(ニ) － 文部省 昭和25

VG1-H2420
｢著作権に関する仲介業務｣の規制に関する現行法制
と各国の法制

－ 文部省 昭和38

VG1-H2478 ｢著作権ニ関スル仲介業務ニ關スル法律｣の解説 國鹽耕一郎 日本音楽著作権協会 1987
VG1-H6789 著作権ニ関スル法制參考書 内務省警保局 内務省警保局 大正13
VG1-H2517 著作権に関する世論調査 － 内閣総理大臣官房広報室 昭和53
VG1-H8278 著作權の国際的保護と出版 韓勝憲 韓国出版研究所 1987

VG1-H7721
著作権のコンピューター蓄積と検索から生ずる著作
権問題

ウルマー　オイゲン 著作権･資料協会 昭和48

VG1-H2316 著作権の雑話 門田ゆたか 文部省 昭和34

VG1-H2387 著作権ノ性質ニ就テ 水野錬太郎
水野錬太郎著作権論文刊
行会

昭和47

VG1-H5824
著作権の仲介業務に関する考察　法律時報　第34巻
第2号

井上準一郎 日本評論社 昭和37

VG1-H6917 著作権のノウハウ 半田正夫　紋谷暢男 有斐閣 昭和57
VG1-H8579 著作権のノウハウ 半田正夫　紋谷暢男　編 有斐閣 1989
VG1-H7409 著作権のノウハウ　[第3版] 半田正夫　紋谷暢男　編 有斐閣 昭和62
VG1-H10694 著作権の法廷 岡邦俊 ぎょうせい 平成4
VG1-H7206 著作権の保護と管理 土井輝生 同文舘出版 昭和60
VG1-H5948 著作権の利用と限界　ジュリスト　282 － 有斐閣 1963
VG1-H2540 著作権の歴史に関する二つの研究 ドック･M･C　(他) 著作権資料協会 1975
VG1-H6919 著作権法ハンドブック　最新版　1977 文化庁 著作権資料協会 昭和52
VG1-H6920 著作権法ハンドブック　最新版　1980 文化庁 著作権資料協会 昭和55
VG1-H6921 著作権法概説　改訂 半田正夫 一粒社 昭和55
VG1-H7401 著作権文献･資料目録　1984､1985､1986 大家重夫　編 著作権資料協会 昭和62

VG1-H11856 著作権法 －
社団法人　日本書籍出版
協会

昭和45年

VG1-H2289 著作権法 － 日本エディタースクール -
VG1-H2302 著作権法 日本書籍出版協会 日本書籍出版協会 昭和43
VG1-H2437 著作権法 － 日本書籍出版協会 昭和43
VG1-H2525 著作権法 尾中晋子　(他) 学陽書房 1978
VG1-H2284 著作権法　(法律学全集　54-Ⅱ) 山本桂一 有斐閣 昭和44
VG1-H2285 著作権法　(法律学全集　54-Ⅱ) 山本桂一 有斐閣 昭和44
VG1-H2422 著作権法案 － 著作権資料協会 [昭和44]
VG1-H2456 著作権法案 文部省　(編) 日本書籍出版協会 昭和43
VG1-H2326 著作権法案論評 法貴次郎 東海大学出版会 昭和43
VG1-H8222 著作権法案論評 法貴次郎 東海大学出版会 昭和43
VG1-H2311 著作権法改正案起草審議会第一回総会議事録 － 文部省 昭和25
VG1-H2312 著作権法改正案起草審議会第二回総会議事録 － 文部省 昭和25
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VG1-H2313 著作権法改正案起草審議会第二回特別委員会議事録 － 文部省 昭和25
VG1-H2310 著作権法改正案起草審議会第三回特別委員会議事録 － － 昭和25
VG1-H2314 著作権法改正案起草審議会第四回総会議事録 － 文部省 昭和26

VG1-H2377
著作権法改正案起草審議会第五･六･七回特別委員会
議事録

－ 文部省 昭和26

VG1-H2338
著作権法改正案起草審議会　第八･九･十･十一･十二
回特別委員会議事録

－ 文部省 昭和26

VG1-H2351 著作権法改正私案 城戸芳彦 文部省管理局 昭和25
VG1-H2364 著作権法改正私案 城戸芳彦 文部省管理局 昭和25
VG1-H2498 著作権法改正審議の経過と各関係団体の意見 東季彦　(編) 著作権法学会 昭和40
VG1-H2409 著作権法改正に関する覚書 文部省管理局 文部省管理局 昭和25
VG1-H2378 著作権法改正に関する請願および意見 文部省管理局著作権課 文部省管理局 昭和25
VG1-H2469 著作権法改正に関する請願および意見 文部省管理局著作権課 文部省管理局 昭和25
VG1-H2467 著作権法改正に関する請願および意見　(ニ) － 文部省管理局 昭和26
VG1-H2372 著作権法改正の根本問題 法貴次郎 東海大学出版会 昭和38
VG1-H2380 著作権法改正の根本問題 法貴次郎 東海大学出版会 1963
VG1-H2406 著作権法改正の根本問題 法貴次郎 東海大学出版会 1963
VG1-H2341 著作権法改正の諸問題 勝本正晃 法文社 昭和24
VG1-H2496 著作権法改正問題についての説明会速記録 － 日本書籍出版協会 昭和40
VG1-H2261 著作権法概説 半田正夫 一粒社 昭和49
VG1-H2527 著作権法概説 半田正夫 一粒社 昭和53
VG1-H7287 著作権法概説　[第3版] 半田正夫 一粒社 昭和60
VG1-H11871 著作権法学会　昭和三十八年度著作權講演集 東季彦　編 著作権法学会 1964年
VG1-H2361 著作権法学会創立記念著作権セミナー講演集 東季彦　(編) 著作権法学会 昭和38
VG1-H2343 著作権法研究 城戸芳彦 新興音楽出版社 昭和18
VG1-H11868 著作権法（現行法） － － 昭和45年
VG1-H2369 著作権法上の諸問題 伊東雅二著 司法省調査部発行 昭和13
VG1-H2431 著作権法施行令の概要 － 著作権資料協会 昭和46
VG1-H2283 著作権法逐条講議 加戸守行 著作権資料協会 昭和49
VG1-H8574 著作権法逐条講義 加戸守行 著作権資料協会 1989
VG1-H2473 著作権法の改正と出版権の問題 － 日本書籍出版協会 昭和38
VG1-H5823 著作権法の改正について　法律時報　第3巻第6号 小林尋次 日本評論社 昭和6
VG1-H2279 著作権法の研究 半田正夫 一粒社 昭和46
VG1-H8567 著作権法の研究 半田正夫 一粒社 1971
VG1-H4052 著作権法の現代的課題 半田正夫 一粒社 昭和55
VG1-H11869 著作権法の全部を改正する法律案（第三次案） － 文部省文化局 1968年
VG1-H2401 著作権法の比較的研究 著作権資料協会 著作権資料協会 1971
VG1-H2459 著作権法の比較的研究 － 著作権資料協会 1971
VG1-H2344 著作権法の理論 H･フープマン 中央大学出版部 昭和42
VG1-H7404 著作権法早わかり 小林一博 教育社 昭和61
VG1-H2331 著作権法ハンドブック － 文部省 昭和46
VG1-H8578 著作権法ハンドブック 文化庁　編 著作権資料協会 1989
VG1-H10940 著作権法ハンドブック　改訂版 － 著作権資料協会 昭和47
VG1-H10941 著作権法ハンドブック　改訂版 － 著作権資料協会 1972
VG1-H2526 著作権法判例学説総覧 － 文部省 [昭和40]
VG1-H2448 ｢著作権法案｣についての要望書 石川数雄　(編) 日本雑誌協会 昭和43
VG1-H2288 著作権保護同盟條約修正ニ関スル萬國会議報告書 － 内務省 明治42
VG1-H8617 著作権者名簿　('89/'90) 著作権資料協会　編 著作権資料協会 1989
VG1-H5949 著作権問題の現況　ジュリスト　672 － 有斐閣 1979
VG1-H2440 著作の國際的保護 高野雄一 － -
VG1-H2518 著作物論百孝 野村義男 著作権資料協会 昭和44
VG1-H2254 著作法施行令　著作権法施行規則 － 著作権資料協会 昭和46
VG1-H8580 著作物の利用形態と権利保護 半田正夫 一粒社 1989
VG1-H9538 著作權臺帳　第19版 － 日本著作権協議會 1985
VG1-H5358 著者自評　50冊の本 － 玄海出版 昭和54
VG1-H10451 著者と出版社 山崎安雄 学風書院 1954[昭和29]
VG1-H11818 著者と出版社 山崎安雄 学風書院 昭和29年
VG1-H641 著者と出版社 山崎安雄 学風書院 昭和29
VG1-H10452 著者と出版社　第二 山崎安雄 学風書院 1955[昭和30]
VG1-H2945 著者別書目集覧 － 八木書店 昭和34
VG1-H1248 猪突猛進の巻　(回想の文学　③) 中島健蔵 平凡社 昭和52
VG1-H3129 地理は動く 柏木聞吉 弘文堂 昭和25
VG1-H11912 ﾁﾛﾇｯﾌﾟのにじ 高橋宏幸 金の星社 1983年
VG1-H8170 チロルの秋 岸田國士 日本近代文学館 昭和44
VG1-H7304 ちんこんか 野上正義 三一書房 01985
VG1-H6186 珍書刊行会叢書　第四冊 川上邦基　(編) 珍書刊行会 大正4
VG1-H6926 珍書愚書 尾崎久弥 有光書房 昭和43
VG1-H70 珍書愚書 尾崎久弥 有光書房 昭和43
VG1-H6533 珍書愚書　限定版 尾崎久弥 有光書房 昭和43
VG1-H7336 珍本古書 高橋啓介 保育社 昭和54
VG1-H130 珍書探求 岡田甫 作品社 1952
VG1-H2997 珍書百種 － 春陽堂 明治27
VG1-62 珍書百種　1巻 春陽堂 1894

VG1-H9950 椿説弓張月　後編 曲亭馬琴 潜心堂
1884[明治17
年]

VG1-H11693 椿説弓張月　前編 曲亭馬琴 田澤正三郎 明治17年
VG1-H907 珍本古書 高橋啓介 保育社 昭和53
VG1-H7 珍本物語 河原萬吉 汎人社 昭和6
VG1-H4256 ツアラトウストラはかく語りき　中巻 ニーチェ 角川書店 昭和27
VG1-H355 追憶　石川かつ － お茶の水図書館 昭和51
VG1-H8412 追憶　鈴木敏夫 － 大修館書店 1988
VG1-H8692 追憶の波多野精一先生 松村克己　小原国芳　編 玉川大学出版部 1970
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VG1-H634 追懐録 － 佐久間貞一追悼會 明治43
VG1-H5278 追想　岩崎徹太 － 岩崎徹太追想集刊行会 昭和56
VG1-H8668 追想岩崎徹太 岩崎徹太追想集刊行会　編 岩崎徹太追想集刊行会 1981
VG1-H583 追想大下正男 － 美術出版社 昭和42
VG1-H3246 追想末川博 － 有斐閣 昭和54
VG1-H7160 追想の足澤禎吉 足澤禎吉追悼集編纂会 講談社 昭和57
VG1-H11780 追想の田村年雄 田村年雄追悼録編纂会 田村年雄追悼録編纂会 昭和33年

VG1-H391 追想の田村年雄 －
講談社内田村年雄追悼録
編纂会

昭和33

VG1-H6936 追悼　野間省一 野間省一追悼集刊行委員会 講談社 昭和60
VG1-H10740 追悼　野間惟道 － 講談社 昭和63
VG1-H10045 追悼野間宏 ｢文芸｣編集部 河出書房新社 1991
VG1-H3682 通運五十年 福島敏行 日本通運　株式会社 昭和42
VG1-H5025 通勤列車 山口正之 葵書房 昭和32
VG1-H2449 通信教育学習体験記録作文集　No.1 － 実務教育研究所 昭和51
VG1-H1677 通信社史 － 通信社史刊行会 昭和33
VG1-H11653 通俗伊蘇普物語　一 － 稲田佐兵衛 明治8年
VG1-H338 通俗呻吟語 下中弥三郎 内外出版協会 明治43
VG1-H6231 通俗徳川十五代史 岸上質軒　(編) 博文館 明治31
VG1-H339 通俗読書録 [薛瑄著]　下中弥三郎訳 内外出版協会 明治44
VG1-H11808 通俗武王軍談 鈴木金輔 鈴木金輔 明治22年
VG1-H11629 通俗民権論　全 福澤諭吉 慶應義塾出版社 明治11年
VG1-H7014 通俗明治歴史 坪谷善四郎 博文館 明治36
VG1-H4109 憑かれた人々 竹山道雄 新潮社 昭和24
VG1-H5101 月と狂言師 谷崎潤一郎 中央公論社 昭和25
VG1-H8127 月に吠える 萩原朔太郎 日本近代文学館 1969[昭和44]
VG1-H10624 佃島ふたり書房 出久根達郎 講談社 1992
VG1-H10537 九十九谷 尾崎士郎 甲鳥書林 1939
VG1-H9129 伝える　混沌のなかから　1 姫田忠義　編 未来社 1985
VG1-H9130 伝える　混沌のなかから　2 姫田忠義　編 未来社 1986
VG1-H9131 伝える　混沌のなかから　3 姫田忠義　編 未来社 1987
VG1-H6595 津田塾六十年史 津田塾大学 津田塾大学 1960
VG1-H9224 津田左右吉全集　第25巻 津田左右吉 岩波書店 1965
VG1-H9225 津田左右吉全集　第26巻 津田左右吉 岩波書店 1965
VG1-H9223 津田左右吉全集　第8巻 津田左右吉 岩波書店 1964
VG1-H9226 津田左右吉全集　補巻　1 津田左右吉 岩波書店 1989
VG1-H7168 土蜘蛛 廿四世観世左近　訂正 桧書店 昭和43
VG1-H8047 土 長塚節 日本近代文学館 1968
VG1-H2693 ｢土田杏村とその時代｣　第12.13合併号 上木敏郎　編 上木敏郎 1970
VG1-H7285 角鹿の蟹 稲垣達郎 筑摩書房 昭和55
VG1-H9138 ツバキと馬と　随筆選集 鈴木平八郎 鈴木平八郎 昭和63
VG1-H574 坪谷先生喜壽記念著作集 － 大橋圖書館 昭和13
VG1-H4221 妻への手紙　上巻 ドストエフスキー 岩波書店 昭和25
VG1-H1984 妻と友へ　カーライル選集　　4 － 日本教文社 昭和38
VG1-H6871 妻と友へ 入江勇起男 日本教文社 昭和38
VG1-H4738 妻和辻照への手紙　(上) 和辻哲郎 講談社 昭和52
VG1-H4739 妻和辻照への手紙　(下) 和辻哲郎 講談社 昭和52
VG1-H7108 妻和辻照への手紙　(下) 和辻哲郎 講談社 昭和52
VG1-H7669 妻和辻照への手紙　上 和辻哲郎 講談社 昭和52
VG1-H3142 罪 ストリンドベルヒ 成象堂 大正3

VG1-H8296 積木の庭 串田孫一
サンリオ山梨シルクセン
ター出版部

1970

VG1-H4350 罪と罰　一巻 ドストエーフスキイ 岩波書店 昭和33
VG1-H4351 罪と罰　二巻 ドストエーフスキイ 岩波書店 昭和33
VG1-H4352 罪と罰　三巻 ドストエーフスキイ 岩波書店 昭和34
VG1-H9582 シラノ・ド・ベルジュラック エドモン･ロスタン 岩波書店 1951[昭和26]
VG1-H10025 つれづれ 長坂一瓢 雄山閣出版 1991
VG1-H4245 徒然草 － 岩波書店 昭和21
VG1-H4522 徒然草を語る 伊藤正雄 文教書院 昭和26
VG1-H5073 帝王学の権威　杉浦重剛 今堀文一郎 愛隆堂 昭和34
VG1-H3405 定期刊行誌の定価の検討 田中久四郎 － 1959
VG1-H11155 提言･日本の朝鮮政策　岩波ブックレット　129 － 岩波書店 1989

VG1-H11884
《提言》「21世紀を生きる教育を」（案）－学ぶも
のの立場にたった教育をめざして－

全国学校図書館協議会提言
委員会編

全国学校図書館協議会 1982年

VG1-H6822 抵抗と沈黙のはざまで 香内三郎　上野征洋 新時代社 昭和60
VG1-H6944 抵抗の新聞人　桐生悠々 井出孫六 岩波書店 昭和55
VG1-H2443 帝國議会における著作権法改正審議概要 － － 昭和25
VG1-H3276 帝國教育会五十年史 原田実　相沢熈　編 帝國教育會 昭和8
VG1-H2809 帝国図書館和漢図書書名目録　第2編 － 帝国圖書館 明治36
VG1-H2810 帝国図書館和漢図書書名目録　第3編 － 帝国圖書館 大正2
VG1-H2811 帝国図書館和漢図書書名目録　第4編 － 帝国圖書館 昭和11
VG1-H2812 帝国図書館和漢図書書名目録　第4編 － 帝国圖書館 昭和12
VG1-H2813 帝国図書館和漢図書書名目録　第4編 － 帝国圖書館 昭和12
VG1-H2814 帝国図書館和漢図書書名目録　第5編 － 帝国圖書館 昭和17
VG1-H2815 帝国図書館和漢図書書名目録　第5編 － 帝国圖書館 昭和18
VG1-H2816 帝国図書館和漢図書書名目録　第5編 － 帝国圖書館 昭和18
VG1-H2817 帝国図書館和漢図書書名目録　第5編 － 帝国圖書館 昭和19
VG1-H2818 帝国図書館和漢図書書名目録　第6編 － 帝国圖書館 昭和37
VG1-H2819 帝国図書館和漢図書書名目録　第6編 － 帝国圖書館 昭和37
VG1-H3277 帝室博物館略史 － 帝室博物館 昭和13
VG1-H2102 遞信省五十年略史 － 遞信省 昭和11
VG1-H6190 貞操英国美譚 鎗田山人　(編) － [明治20]
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VG1-H4080 剃刀　短篇集 志賀直哉 齋藤書店 昭和21
VG1-H9421 丁卯西遊百首　(續西遊歌日記) 川瀬一馬 － 1988
VG1-H9892 定本　庄司浅水著作集　書誌編　第10巻 庄司淺水 出版ニュース社 昭和57
VG1-H9893 定本　庄司浅水著作集　書誌編　第11巻 庄司淺水 出版ニュース社 昭和58
VG1-H9894 定本　庄司浅水著作集　書誌編　第12巻 庄司淺水 出版ニュース社 昭和55
VG1-H9895 定本　庄司浅水著作集　書誌編　第13巻 庄司淺水 出版ニュース社 昭和56
VG1-H9896 定本　庄司浅水著作集　書誌編　第14巻 庄司淺水 出版ニュース社 昭和58
VG1-H9882 定本　庄司浅水著作集　書誌編　第1巻 庄司淺水 出版ニュース社 1979[昭和54]
VG1-H9883 定本　庄司浅水著作集　書誌編　第2巻 庄司淺水 出版ニュース社 1979[昭和54]
VG1-H9884 定本　庄司浅水著作集　書誌編　第3巻 庄司淺水 出版ニュース社 1980[昭和55]
VG1-H9885 定本　庄司浅水著作集　書誌編　第4巻 庄司淺水 出版ニュース社 1981[昭和56]
VG1-H9886 定本　庄司浅水著作集　書誌編　第5巻 庄司淺水 出版ニュース社 1980[昭和55]
VG1-H9887 定本　庄司浅水著作集　書誌編　第6巻 庄司淺水 出版ニュース社 1980[昭和55]
VG1-H9888 定本　庄司浅水著作集　書誌編　第6巻 庄司淺水 出版ニュース社 昭和55
VG1-H9889 定本　庄司浅水著作集　書誌編　第7巻 庄司淺水 出版ニュース社 昭和57
VG1-H9890 定本　庄司浅水著作集　書誌編　第8巻 庄司淺水 出版ニュース社 昭和56
VG1-H9891 定本　庄司浅水著作集　書誌編　第9巻 庄司淺水 出版ニュース社 昭和57
VG1-H5259 定本　庄司淺水著作集　第6巻 庄司浅水 出版ニュース社 昭和55
VG1-H6054 定本　庄司淺水著作集　蒐書よもやま話　第14巻 庄司淺水 出版ニュース社 昭和58
VG1-H5238 定本　富安風生句集 富安風生 定本富安風生句集刊行会 昭和39
VG1-H4008 定本庄司淺水著作集　書誌篇　第一巻 庄司淺水 出版ニュース社 昭和54
VG1-H4009 定本庄司淺水著作集　書誌篇　第二巻 庄司淺水 出版ニュース社 昭和54
VG1-H4010 定本庄司淺水著作集　書誌篇　第三巻 庄司淺水 出版ニュース社 昭和55
VG1-H5953 手紙　太陽　186 － 平凡社 1978
VG1-H4579 デカルト哲學研究 桂壽一 近藤書店 昭和19
VG1-H8467 適材適書 木村竜彦 胡蝶の会 昭和60
VG1-H2026 手漉和紙考 成田潔英　(編) 丸善 昭和19

VG1-H8711 デザイナーとしてのウィリアム･モリス
ワトキンソン･レイ　著　羽
生正気　羽生清　訳

岩崎美術社 1985

VG1-H6664 デザイナーとしてのウイリアム･モリス レイ･ワトキンソン 岩崎美術社 昭和60[1985]
VG1-H1053 デザイナーのためのエディトリアルガイド 関善造 誠文堂新光社 昭和53
VG1-H9004 デザイナーのためのエディトリアルガイド 関善造 誠文堂新光社 昭和53
VG1-H2219 デザイン概論 － ダヴィッド社 1975
VG1-H3827 デザイン基礎技法事典 郡山正 岩崎美術社 1967
VG1-H2211 デザイン技法講座　1 真鍋一男 美術出版社 1966
VG1-H2150 デザイン技法講座3 田中正明 美術出版社 1965
VG1-H2173 デザイン技法ハンドブック 高橋正人 ダヴィッド社 1960
VG1-H2137 デザイン製版 小池光三　(編) 印刷学会出版部 1968

VG1-H2221 デザイン宣言
ウォルター･ドーウィン･
ティーグ

美術出版社 昭和41

VG1-H8558 デザインとコピーの創造性 金井直 富山房 1969
VG1-H5378 デザインの周辺 田中一光 白水社 昭和55
VG1-H10684 デザインの読み方 西岡文彦 JICC出版局 1992
VG1-H5379 デザインの歴史 岡村吉右衛門 講談社 昭和49
VG1-H2232 手漉和紙 － 竹尾洋紙店 昭和44
VG1-H9536 手漉和紙 － 竹尾洋紙店 昭和44
VG1-H3434 手漉和紙の歴史地理的研究序説 － ヘラルド社 昭和17
VG1-H1566 デスク日記 小和田次郎 みすず書房 昭和41
VG1-H6585 手製本を楽しむ 栃折久美子 大月書店 1984
VG1-H6600 デタントのほかに道はない　ソ連の立場 ゲオルギー･A･アルバトフ サイマル出版会 1983
VG1-H10586 手帖 － 甲文社 1947
VG1-H5047 手帖 竹山道雄 新潮社 昭和25
VG1-H8308
※

哲学NEW門 串田孫一 日本評論新社 1959

VG1-H10724 哲学概論 西田幾多郎 岩波書店 昭和37
VG1-H3696 哲學概論 西田幾多郎 岩波書店 昭和28
VG1-H3793 哲學概論 西田幾多郎 岩波書店 昭和29
VG1-H3525 哲學概論講義 橋本政尾 叡智書房 昭和32
VG1-H4496 哲学思索史 淡野安太郎 白日書院 昭和24
VG1-H5179 哲學思想史 淡野安太郎 勁草書房 昭和24
VG1-H4510 哲学者の憂い 山本光雄 角川書店 昭和38
VG1-H4923 哲學十二講 ヤスパアス 創元社 昭和26
VG1-H4902 哲學體系 アンドレ･クレソン 白水社 昭和22
VG1-H5158 哲學通論 田邊元 岩波書店 昭和21
VG1-H4572 哲學的思索の印度的展開 中村元 玄理社 昭和24
VG1-H9606 哲学的人生論 田中美知太郎 河出書房 1951[昭和26]

VG1-H9819 哲学的随想 坂田徳男
目黒四郎　発行者、育英
出版　発行所

1944

VG1-H3102 哲學と科学との間 田邊元 岩波書店 昭和14
VG1-H4956 哲學讀本 － 筑摩書房 昭和25
VG1-H6025 哲学と人生 三木清 河出書房 昭和25
VG1-H5105 哲学と文学への三つの案内 谷川徹三 日本経済新聞社 昭和39
VG1-H3521 哲學入門 田邊元 筑摩書房 昭和28
VG1-H3605 哲學入門 田邊元 筑摩書房 昭和29
VG1-H4885 哲學入門 高坂正顯 要書房 昭和27
VG1-H9298 哲學ノート 三木清 河出書房 1947[昭和22]
VG1-H6026 哲学ノート　Ⅱ 三木清 河出書房 昭和21
VG1-H3644 哲學ノート　Ⅲ 三木　清 河出書房 昭和21
VG1-H4957 哲學の考え方 淡野安太郎 勁草書房 1951
VG1-H10263 哲学の根本問題　続 西田幾太郎 岩波書店 1938
VG1-H1823 哲学の名著 － 毎日新聞 昭和39
VG1-H10725 哲学論文集　第三 西田幾多郎 岩波書店 昭和17
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VG1-H7699 哲学論文集　第5 西田幾太郎 岩波書店 昭和19
VG1-H3792 哲學論文集　第七 西田幾多郎 岩波書店 昭和21
VG1-H7700 哲学論文集　第7 西田幾太郎 岩波書店 昭和21
VG1-H3083 鉄仮面　上 デューマ･ペルー 酣燈社 昭和24
VG1-H8488 手作り布の絵本 ふきのとう文庫　編著 偕成社 1984
VG1-H8489 手作り布の絵本　No.3 － ふきのとう文庫 [198-]
VG1-H11096 手づくりの教育　岩波ブックレット　49 丸岡秀子 岩波書店 1985
VG1-H7385 手づくりの本 天木佐代子 美術出版社 昭和61[1986]
VG1-H7741 手づくりの絵本　1 － 雄鶏社 昭和54
VG1-H118 粘葉考 田中敬 巖松堂書店古典部 昭和7
VG1-H3641 デモクラシーの諸問題 帆足理一郎 日高書房 昭和21
VG1-H10424 寺田寅彦 矢島祐利 岩波書店 1949[昭和24]
VG1-H6878 寺田寅彦全集　文學編　第15巻 寺田寅彦 [奥付なし] [   ]
VG1-H3130 寺田寅彦との對話 宇田道隆 弘文堂 昭和25
VG1-H4482 寺田寅彦の作品と生涯 太田文平 七曜社 1962
VG1-H5051 寺田寅彦の生涯 太田文平 四季社 昭和30
VG1-H5216 寺田寅彦 宇田道隆 弘文堂書房 昭和23
VG1-H3786 寺田寅彦の追想 中谷宇吉郎 甲文社 昭和22
VG1-H660 寺村五一 － 白水社 昭和53

VG1-H9810 寺村五一と白水社 清水文吉
日本エディタースクール
出版部

1990

VG1-H8487 テルミ　昭和59年11月号 日本児童教育振興財団　編 日本児童教育振興財団 1984
VG1-H8486 テルミ　昭和59年9月号 日本児童教育振興財団　編 日本児童教育振興財団 1984
VG1-H8926 テレビ･ローカル放送の実態　岩手県の場合 東京大学新聞研究所　編 東京大学新聞研究所 1983
VG1-H1307 テレビ芸術 佐々木基一 パトリア書店 1959
VG1-H8925 テレビの社会史 岡村黎明 朝日新聞社 1988
VG1-H11099 テレビはこれでよいのか　岩波ブックレット　52 ばばこういち 岩波書店 1985
VG1-H7250 テレポート 長谷川文雄 日刊工業新聞社 昭和60
VG1-H8807 田園随想 堀口星眠 本阿弥書店 1988

VG1-H7486 天界と地獄
エマヌエル･スヴェーデンボ
ルイ

アルカナ出版 昭和60

VG1-H8392 天下御免の出版ゲーム 立花事旻 MBC21豊橋支局 1987
VG1-H8009 電気通信システムの発展と出版への影響 小宮山恵三郎 全国出版協会 1984[昭和59]
VG1-H1835 伝記と自伝の方法 矢作勝美 出版ニュース社 1971

VG1-H6716 天気とつきあう　気象歳時百話 根本順吉
日本エディタースクール
出版部

昭和57

VG1-H8586 転機にたつ生協と生協運動 野尻武敏 灘神戸生活協同組合 1989
VG1-H3341 傳記の諸様相 アンドレ･モーロア 實業乃日本社 昭和16
VG1-H5255 填空随筆 兒島喜久雄 全國書房 昭和24
VG1-H3360 天鼓　(第2巻) 春日一幸 － 昭和55
VG1-H5307 転向論序説 中島誠 ミネルヴァ書房 1980
VG1-H3568 天才の世界 湯川秀樹 小学館 昭和48
VG1-H10579 電算植字とのつきあい方 野村保惠 印刷学会出版部 1985
VG1-H11545 電算写植漢字処理システム － 大日本印刷　株式会社 -
VG1-H7386 電子出版 電子出版研究会　編 日本能率協会 昭和61
VG1-H8270 電子出版 電子出版研究会　編 日本能率協会 1986
VG1-H8206 電子編集ウォッチング 柚口篤 出版研究センター 昭和62
VG1-H2104 轉寫印刷50年史 長馬圭之 窯業界出版社 昭和15
VG1-H645 典籍清話 徳富猪一郎 民友社 昭和7
VG1-H10231 天声人語　1　1945.9～1949.12 嘉治隆一　荒垣秀雄 朝日新聞社 1981
VG1-H10603 天声人語　1992年1月～6月 朝日新聞論説委員室 朝日新聞社 1992
VG1-H10769 天声人語　1992年春の号(第88集)　<英文対照> 朝日新聞論説委員室 原書房 1992
VG1-H10232 天声人語　2　1950.1～1954.6 荒垣秀雄 朝日新聞社 1981
VG1-H10233 天声人語　3　1954.7～1958.6 荒垣秀雄 朝日新聞社 1981
VG1-H10234 天声人語　7　1970.5～1973.3 疋田桂一郎 朝日新聞社 1981
VG1-H10235 天声人語　8　1973.4～1975.11 深代惇郎 朝日新聞社 1981
VG1-H186 典籍剳記 神田喜一郎 高桐書院 昭和22
VG1-H136 典籍雜考 新村出 筑摩書房 昭和19
VG1-H74 典籍散語 新村出 書物展望社 昭和9
VG1-H1697 典籍叢話 森銑三 全国書房 昭和17
VG1-H9427 点線俳句会作品集　第1集 － 富士経済グループ 1988
VG1-H919 伝達の美学 外山滋比古 三省堂 昭和48
VG1-H3098 天地有情 土井晩翠 日本佛教新聞社 昭和33
VG1-H3108 天地有情 土井林吉 博文館 明治38
VG1-H3109 天地有情 土井林吉 博文館 明治39
VG1-H8102 天地有情 土井晩翠 日本近代文学館 1968[昭和43]
VG1-H9788 点滴森鴎外編 長谷川泉 明治書院 1990
VG1-H4598 天皇･憲法第九条 高柳賢三 有紀書房 昭和38
VG1-H4869 天皇　小説 長田幹彦 光文社 昭和24
VG1-H4867 天皇　第二部　小説 長田幹彦 光文社 昭和24
VG1-H10087 天皇　ヒロヒト レナード･モズレー 毎日新聞社 1966
VG1-H8519 天皇をめぐる開かれた論議 図書･新聞　編 洋泉社 1989
VG1-H3840 天皇機關説を論ず 大串兎代夫 邦人社 昭和10
VG1-H8237 天皇制警察と民衆 大日方純夫 日本評論社 1987
VG1-H8395 天皇と神道 ウッダード･ウイリアム･P サイマル出版会 1988
VG1-H8901 天皇とマスコミ報道 天皇報道研究会　編著 三一書房 1989

VG1-H8687 天皇とわたし
ヴァイニング･エリザベス･
グレイ　著　奏剛平　奏和
子　訳

山本書店 1989

VG1-H8533 天皇報道の嵐の中で　週刊誌評1986-88年 松浦総三 草の根出版会 1989
VG1-H5197 天平彫刻の典型 町田甲一 座右寶刊行會 昭和22
VG1-H865 <展望>或る編集者の戦後 臼井吉見 創世記 昭和52
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VG1-H671 展望　戦後雑誌 紅野敏郎　(他) 河出書房新社 昭和52
VG1-H1724 デンマークの図書館 彌吉光長 東海大学出版会 昭和50
VG1-H9062 デンマークの図書館 弥吉光長　編 東海大学出版局 1975
VG1-H9823 天万毛万九万 井出新六 秀英社 1985
VG1-H3075 天皇機關説 尾崎士郎 文藝春秋新社 昭和26
VG1-H9097 天理図書館の善本稀書 反町茂雄 八木書店 1980
VG1-H4030 天理図書館の善本稀書 反町茂雄 八木書店 昭和55
VG1-H11762 天路歴程 ﾁﾞｮﾝ･ﾊﾞﾝﾔﾝ著　池亨吉訳 基督教書類会社 明治44年
VG1-H7914 電話帳 田村紀雄 中央公論社 1987[昭和62]
VG1-H549 という話､百四題 － 小川誠一郎追悼委員会 昭和54
VG1-H2890 ドイツ出版界の群像 山口卓郎 － 1973
VG1-H8976 ドイツ出版界の群像　10 山口卓郎　[編訳] 山口卓郎 1975
VG1-H2891 ドイツ出版界の群像　2 山口卓郎 － 1973
VG1-H8969 ドイツ出版界の群像　3 山口卓郎　[編訳] 山口卓郎 1974
VG1-H8970 ドイツ出版界の群像　4 山口卓郎　[編訳] 山口卓郎 1974
VG1-H8971 ドイツ出版界の群像　5 山口卓郎　[編訳] 山口卓郎 1974
VG1-H8972 ドイツ出版界の群像　6 山口卓郎　[編訳] 山口卓郎 1974
VG1-H8973 ドイツ出版界の群像　7 山口卓郎　[編訳] 山口卓郎 1975
VG1-H8974 ドイツ出版界の群像　8 山口卓郎　[編訳] 山口卓郎 1975
VG1-H8975 ドイツ出版界の群像　9 山口卓郎　[編訳] 山口卓郎 1975
VG1-H7650 ドイツ戦歿学生の手紙 ヴィットコップ　編 岩波書店 昭和15
VG1-H4524 獨逸大學の精神 フリッツ･シュトリヒ 高山書院 昭和19
VG1-H3125 獨逸デモクラシーの悲劇 岡義武 弘文堂 昭和24
VG1-H3905 ドイツ文学案内 手塚富雄 岩波書店 昭和38
VG1-H4523 ドイツ文学史 三井高陽 日独協会 昭和33
VG1-H4526 ドイツ文学序説 吹田順助 文京書院 昭和27
VG1-H2501 ドイツ民主共和国(東独)著作権法 － 著作権法学会 1966
VG1-H4121 ドイツ民譚集　(一) グスタフ･シュワープ 岩波書店 昭和23
VG1-H2468 ドイツ連邦共和国著作権及び隣接権に関する法律 － 著作権資料協会 1965
VG1-H2412 ドイツ連邦共和国著作権関係法 － 著作権資料協会 1968
VG1-H7830 東亜交渉史論 秋山謙造 第一書房 昭和19
VG1-H6043 続　一日本人として 安倍能成 白日書院 昭和23
VG1-H9525 東映動画　長編アニメ大全集　上巻 － 徳間書店 昭和53
VG1-H9526 東映動画　長編アニメ大全集　下巻 － 徳間書店 昭和53
VG1-H9590 陶淵明集　訳注 幸田露伴 岩波書店 1948[昭和23]
VG1-H1680 同音語の研究 － 国立国語研究所 昭和36
VG1-H10158 東海大学出版会　出版図書目録　1989-Ⅰ － 東海大学出版会 [1989]
VG1-H4192 東關紀行　海道記 － 岩波書店 昭和14
VG1-H4118 闘牛 井上靖 文藝春秋新社 昭和25
VG1-H11570 東京･世界の本展 － 出版文化国際交流会 1984
VG1-H1650 東京朝日新聞小観 石川六郎　(編) 東京朝日新聞發行所 昭和2
VG1-H2090 東京製本組合五十年史 金子福松　　(編) 東京製本紙工業協同組合 昭和30
VG1-H5640 東京組合四十年史 － 東京都書店商業組合 昭和57
VG1-H5641 東京組合四十年史　別冊 － 東京都書店商業組合 昭和57

VG1-H10706 東京組合五十年史
東京組合五十年史編集委員
会　編

東京都書店商業組合 平成4

VG1-H5836 東京経済大学雑誌目録 － 東京経済大学図書館 1980
VG1-H5835 東京経済大学図書館貴重書目録 － － 1980
VG1-H10085 東京香陵同窓会名簿 － 東京香陵同窓会事務所 1969
VG1-H7589 東京国際稀覯書展示即売会　第7回 － 雄松堂書店 昭和57

VG1-H766 東京古書組合五十年史 －
東京都古書籍商業協同組
合

昭和49

VG1-H617 東京古書籍商組合史稿 －
東京都古書籍商業協同組
合

昭和34

VG1-H8762 東京語の歴史 杉本つとむ 中央公論社 昭和63
VG1-H11314 とうきょう再発見　第28回　本 － － 昭和41
VG1-H11315 とうきょう再発見　第28回　本 － － 昭和41
VG1-H11316 とうきょう再発見　第29回　宴会 － － 昭和41
VG1-H618 東京雑誌販賣業組合廿五年史 － 東京雑誌販売業組合 昭和14
VG1-H8812 東京詩歌行脚 河井博信 沖積舎 1988
VG1-H2034 東京紙商同業組合史 山本留次　(編) 東京紙商業組合 昭和14
VG1-H5443 東京時代　江戸と東京の間で 小木新造 日本放送出版協会 昭和55
VG1-H10374 東京下町古本屋三十年 青木正美 青木書店 1982[昭和57]
VG1-H6074 東京下町古本屋30年 青木正美 青木書店 昭和57
VG1-H609 東京出版協會十五年史 － 東京出版協會事務所 昭和4
VG1-H608 東京出版協會二十五年史 － 東京出版協會 昭和14
VG1-H4154 東京燒盡 内田百間 大日本雄辯會講談社 昭和30

VG1-H10723 東京女子大学同窓会七十年史
東京女子大学同窓会七十年
史編集委員会　編

東京女子大学同窓会 1991

VG1-H2870 東京女子大学同窓会会員名簿 － － 1961
VG1-H607 東京書籍商組合五十年史 － 東京書籍商組合 昭和12

VG1-H1350
東京書籍商組合五十年史　(追補)　自昭和12年5月至
昭和16年7月

亀井豊治 東京書籍商組合 昭和16

VG1-H605 東京書籍商組合史 － 東京書籍商組合事務所 昭和2
VG1-H606 東京書籍商組合史 － 東京書籍商組合事務所 昭和2
VG1-H2883 東京書籍商組合員図書総目録 － 大倉書店 昭和4
VG1-H158 東京書籍商伝記集覧 － 青裳堂書店 昭和53
VG1-H10046 東京書籍の歩み　1980年代社史 東京書籍　社史編集委員会 東京書籍 1990
VG1-H8422 東京新誌 石川巖　編 従吾所好社 昭和29
VG1-H2115 東京製紙協同組合六十五周年記念史 － 東京製本紙工業協同組合 昭和41
VG1-H10159 東京大学出版会　図書目録　1989-Ⅰ － 東京大学出版会 1989
VG1-H5736 東京大学新聞研究所紀要 － － 1959
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VG1-H5737 東京大学新聞研究所紀要 － － 1971
VG1-H3441 東京大学新聞研究所紀要　第16号 植村康子　菊池玲子　編 東京大学新聞研究所 昭和43

VG1-H3422
東京タワー近代科学館を媒体とする出版文化の昂揚
と読書普及運動の実施について

－ 栗田雑誌販売 昭和33

VG1-H10160 東京電機大学出版局　図書目録　1989-Ⅰ － 東京電機大学出版局 [1989]
VG1-H10171 東京堂百年の歩み － 東京堂 1990
VG1-H9032 東京堂百年の歩み 東京堂 東京堂 1990
VG1-H559 東京堂の八十五年 岩出貞夫編 東京堂 昭和51

VG1-H7566
東京都公立図書館･録音図書･点訳図書･拡大写本総合
目録　1985

東京都立中央図書館　編 東京都立中央図書館 昭和61

VG1-H11317 東京都公立図書館職員研究大会報告書　昭和56年度 － 東京都立中央図書館 昭和57
VG1-H3404 東京都新刊書店の実態調査 － 東京都出版物小売業組合 昭和32

VG1-H9282 東京都青少年の健全な育成に関する条例の解説
東京都総務局青少年対策部
編

東京都総務局青少年対策
部健全育成課

1970[昭和45]

VG1-H10189 東京都立中央図書館事業年報 － 東京都立中央図書館 1986
VG1-H6643 東京都の青少年　'80　施策のあらまし 東京都生活文化局 東京都生活文化局 昭和56

VG1-H7615 東京都の青少年　'83　施策のあらまし －
東京都生活文化局婦人青
少年部企画課

昭和59

VG1-H9283 東京都の青少年　'86
東京都生活文化局婦人青少
年部企画課　編

東京都生活文化局婦人青
少年部企画課

1987[昭和62]

VG1-H7128 東京都立中央図書館　洋書目録　芸術･語学･文学編 東京都立中央図書館　編集 東京都立中央図書館 昭和61
VG1-H2690 東京都立中央図書館蔵･書誌目録 東京都立中央図書館　編 東京都立中央図書館 1975
VG1-H5654 東京都立中央図書館蔵･書誌目録 － 東京都立中央図書館 1982
VG1-H7130 東京都立中央図書館蔵　渡辺刀水旧蔵諸家書簡目録 東京都立中央図書館　編集 東京都立中央図書館 昭和61

VG1-H7390
東京都立中央図書館蔵　渡辺刀水旧蔵　諸家書簡目
録

東京都立中央図書館　編 東京中央図書館 昭和61

VG1-H2898
東京都立中央図書館蔵合集収載翻訳文学索引　1945-
1975

－ 東京都立中央図書館 1977

VG1-H6841 東京都立中央図書館　増加図書目録　1977 東京都立中央図書館 東京都立中央図書館 昭和60
VG1-H6354 東京都立中央図書館増加図書目録 － 都立中央図書館 昭和59
VG1-H6170 東京都立中央図書館蔵書目録 － 東京都立中央図書館 昭和58
VG1-H2777 東京都立中央図書館蔵書目録　1868‐1954 － － 昭和46
VG1-H2778 東京都立中央図書館蔵書目録　1868-1954 － － 昭和47
VG1-H2779 東京都立中央図書館蔵書目録　1955-1959 － － 昭和45
VG1-H2780 東京都立中央図書館蔵書目録　1960-1965 － － 昭和44
VG1-H2781 東京都立中央図書館蔵書目録　1966-1970 － － 昭和50
VG1-H2782 東京都立中央図書館蔵書目録　1966-1970 － － 昭和51
VG1-H2783 東京都立中央図書館蔵書目録　1966-1970 － － 昭和49
VG1-H2784 東京都立中央図書館蔵書目録　1966-1970 － － 昭和48
VG1-H2785 東京都立中央図書館蔵書目録　1971-1975 － － 昭和55
VG1-H2786 東京都立中央図書館蔵書目録　1971-1975 － － 昭和53
VG1-H2787 東京都立中央図書館蔵書目録　1971-1975 － － 昭和54

VG1-H5456
東京都立中央図書館蔵書目録　1971－1975　人文科
学･芸術

－ － 昭和56

VG1-H9247 東京都立中央図書館蔵書目録　自然科学･工学 東京都立中央図書館　編 東京都立中央図書館 1987[昭和62]

VG1-H9248
東京都立中央図書館蔵書目録　書名索引　総記･哲
学･芸術･語学･文学　｢ア-ス｣

東京都立中央図書館　編 東京都立中央図書館 1988[昭和63]

VG1-H9249
東京都立中央図書館蔵書目録　書名索引　総記･哲
学･芸術･語学･文学　｢セ-ワ｣

東京都立中央図書館　編 東京都立中央図書館 1988

VG1-H5472 東京都立中央図書館蔵書目録　補遺1　1868－1975 － － 昭和57

VG1-H9244
東京都立中央図書館蔵書目録　総記･哲学･芸術･語学
1979～1983

東京都立中央図書館　編 東京都立中央図書館 1988[昭和63]

VG1-H9246 東京都立中央図書館蔵書目録　文学 東京都立中央図書館　編 東京都立中央図書館 1988[昭和63]
VG1-H9245 東京都立中央図書館蔵書目録　歴史地理 東京都立中央図書館　編 東京都立中央図書館 1987[昭和62]

VG1-H9250
東京都立中央図書館蔵書目録　書名索引　歴史地理
自然科学･工学

東京都立中央図書館　編 東京都立中央図書館 1987[昭和62]

VG1-H2880 東京都立中央図書館蔵団体史目録 － 東京都立中央図書館 昭和53

VG1-H6840
東京都立中央図書館蔵　地方史誌関係図書目録　書
名索引編

東京都立中央図書館 東京都立中央図書館 昭和60

VG1-H11861 東京都立中央図書館の専門職員の養成に関する答申 東京都日比谷図書館協議会
東京都日比谷図書館協議
会

1971年

VG1-H777 東京都立中央図書館日比谷図書館雑誌目録 － 東京都 1980
VG1-H2789 東京都立中央図書館日比谷図書館雑誌目録　1979 － 東京都立中央図書館 1979
VG1-H7384 東立都立中央図書館要覧　昭和61年度 東京都立中央図書館　編 東京都立中央図書館 昭和61

VG1-H2684
東京都立日比谷図書館所蔵現代歌集目録　(1966年9
月30日現在)

東京都立日比谷図書館　編 東京都立日比谷図書館 1967

VG1-H2687 東京都立日比谷図書館蔵　実録文庫目録 東京都立日比谷図書館　編 東京都立日比谷図書館 昭和41
VG1-H7129 東京都立中央図書館　増加図書目録　1978 東京都立中央図書館　編集 東京都立中央図書館 昭和61
VG1-H5817 東京における紙商百年の歩み － 東京都紙商組合 昭和46
VG1-H9719 東京の下層社会 紀田順一郎 新潮社 1990[平2]
VG1-H3121 東京の木賃宿 － 弘文堂 昭和24
VG1-H3902 東京の風俗 木村荘八 冨山房 昭和53
VG1-H4673 東京の窓 古垣鉄郎 宝文館 昭和29
VG1-H1678 東京放送局沿革史 － 東京放送局 昭和3
VG1-H3635 東京歴史散歩 高橋碵一 河出書房 昭和32
VG1-H9270 東京裁判判決 － 毎日新聞社 1949[昭和24]

VG1-H10191 統計教育のための標準問題集 －
｢統計教育における新教材
の開発｣研究委員会

1977

VG1-H10192 統計教育のための例題資料集 －
｢統計教育における新教材
の開発｣研究委員会

1977

VG1-H8372 統計より見たる最近の出版傾向 日本出版文化協会 日本出版文化協会 1944
VG1-H4853 道元禪師の話 里見弴 岩波書店 1953
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VG1-H5249 同行二人　歌集 和辻照 和辻夏彦 昭和54
VG1-H6880 透谷全集　第1巻 勝本清一郎 岩波書店 昭和31
VG1-H6881 透谷全集　第2巻 勝本清一郎 岩波書店 昭和31
VG1-H6882 透谷全集　第3巻 勝本清一郎 岩波書店 昭和31
VG1-H7657 東西相觸れるとき 福田陸太郎 永田書房 昭和62
VG1-H5657 東西交渉史文献目録　第1 梅村担　(編) シルクロード 昭和54
VG1-H3931 東西書肆街考 脇村義太郎 岩波書店 1979
VG1-H9022 東西書肆街考 脇村義太郎 岩波書店 1979
VG1-H3933 東西文化交流史 小林高四郎 西田書店 1976
VG1-H11788 党薩熊本隊　西南役異聞 河野弘善 尾鈴山書房 1976年
VG1-H4003 倒産 鎌田慧 三一書房 1979
VG1-H8520 倒産法入門　ビジネス･ローのノウハウ 山本晃夫　上野幹夫 東京布井出版社 平成元年
VG1-H3131 陶磁器識得論 奥田誠一 創藝社 昭和23
VG1-H11618 透視人体解剖図 新井正治　編 金原出版　株式会社 昭和30年
VG1-H3406 投資信託に関する調査 － 朝日新聞東京支社広告部 1963
VG1-H10000 どうしてなのサンタさん ローズマリー･ウエルス ブック･グローブ社 1989
VG1-H3984 童唱 田所太郎 斎藤惇夫(浦和市) 昭和51
VG1-H10013 東条内閣総理大臣機密記録 伊藤隆　[ほか] 東京大学出版部 1990
VG1-H11674 頭書大全　世界國盡　巻之一　巻之二 福澤諭吉 － 明治2年
VG1-H11675 頭書大全世界國盡　巻之三　巻之四 福澤諭吉 － -
VG1-H11676 頭書大全世界國盡　巻之五　巻之六 福澤諭吉 － 明治2年
VG1-H2723 同人雑誌集覧附研究論文翻訳 文芸・雑誌センター編 日本大学芸術部 昭和41
VG1-H701 同人雑誌入門 森下節一 仙石出版会 昭和46
VG1-H3134 童心録 新村出 靖文社 昭和23

VG1-H1827 どうすれば速く上手に読めるか
草島時介　森岡健三　佐藤
泰正

刀江書院 昭和26

VG1-H9157 どうせ朝まで　エロチカル　アート75 中川秀秋 大平出版 昭和44
VG1-H7496 冬青　小林勇を偲ぶ書画展 － 吉井画廊 昭和57
VG1-H9251 冬青　小林勇画集　図版59枚 小林勇 中央公論美術出版 1969[昭和44]
VG1-H9252 冬青　小林勇画集　図版64枚 小林勇 冬青小林勇画集刊行会 1987
VG1-H8451 当世愛書家気質 紀田順一郎 胡蝶の会 昭和53
VG1-H558 冬青庵楽事 小林勇 新潮社 昭和52
VG1-H1264 統制經濟の基礎知識 － ダイヤモンド社 昭和17
VG1-H10343 当世出版事情 植田康夫 理想出版社 1981
VG1-H6087 当世出版事情 植田康夫 理想出版社 1981
VG1-H6818 当世出版事情 林邦夫 草思社 1984
VG1-H7112 当世出版事情 林邦夫 草思社 昭和59
VG1-H2973 當世書生氣質 坪内雄藏 共和書店 明治22
VG1-H8118 當世書生気質 坪内逍遥 日本近代文学館 1968[昭和43]
VG1-H9938 統率力の研究 会田雄次 力富書房 1984
VG1-H3093 藤村詩抄 － 岩波書店 昭和20
VG1-H8049 道程 高村光太郎 日本近代文学館 1968
VG1-H2829 東天紅明治新聞雑誌文庫所蔵目録　3 － 瀬木博尚 昭和16
VG1-H2827 東天紅明治新聞雑誌文庫所蔵目録　全 瀬木博尚 瀬木博尚 昭和5
VG1-H2828 東天紅明治新聞雑誌文庫所蔵目録　続 － 瀬木博尚 昭和10
VG1-H3137 道徳形而上学原論 カント 岩波書店 1976
VG1-H5220 道徳の最高原理 カント 創元社 昭和27
VG1-H4094 道徳論 武者小路実篤 角川書店 昭和36
VG1-H7207 東南アジアを知る事典 － 平凡社 昭和61
VG1-H691 [東南アジア資料事情抜刷] [桶舎典男] － [1962]
VG1-H1586 東日七十年史 － 東京日日新聞社 昭和16

VG1-H6744 東畑精一先生の足跡 －
故東畑精一先生合同葬実
行委員会

昭和59

VG1-H508 東販十五年史 － 東京出版販売 昭和39
VG1-H506 東販二十年史 － 東京出版販売 昭和44
VG1-H505 東販三十年史 － 東京出版販売 昭和54
VG1-H509 東販創立五年誌 － 東京出版販売 昭和29
VG1-H236 東武古書名家筆蹟大即売会　目録　第4回 － 京都古書会 昭和48
VG1-H2980 動物學教科書　第壹 － 敬業社 明治22
VG1-H2981 動物學教科書　第貳 － 敬業社 明治23

VG1-H11927 どうぶつむらはたのしいな
文：ｶﾘﾙ･ｹｰﾘﾝｸﾞ・訳：わだ
よしおみ

大日本絵画 1983年

VG1-H9850 東方見聞録
生活協同組合　コープこう
べ広報部　編

生活協同組合　コープこ
うべ

1991

VG1-H10934 東方の書 弥吉光長 間雲山房 昭和52
VG1-H733 東方の書 彌吉光長 間雲山房　私版 昭和52
VG1-H11848 東北地方に於ける農家生活に関する調査 積雪地方農村経済調査所 積雪地方農村経済調査所 昭和17年
VG1-H6754 東北発信 寿岳章子 大月書店 1984
VG1-H4691 童馬山房夜話　第三 齊藤茂吉 八雲書店 昭和21
VG1-H4692 童馬山房夜話　第四 齊藤茂吉 八雲書店 昭和21
VG1-H2495 当面する音楽著作権問題 － 著作権使用者団体協議会 昭和38
VG1-H5381 東洋印刷史研究 － 青裳堂書店 昭和56
VG1-H2110 東洋印刷史序説 禿氏祐祥 平楽寺書店 昭和26
VG1-H1811 当用漢字現代かなづかいに関する文献目録 － 文部省教科書局国語課 昭和24
VG1-H11322 当用漢字明朝字体音訓送り仮名便覧 － － 昭和49
VG1-H3270 蕩揺期の東京文壇 石川悌三 都政史料館 昭和30
VG1-H248 東洋経済新報言論六十年 － 東洋経新報社 昭和30
VG1-H5287 東洋経済新報言論60年 小倉政太郎 東洋経済新報社 昭和30
VG1-H7656 東洋経済政官四季報　1986年版 － 東洋経済新報社 昭和60
VG1-H761 東洋経済の歩み － 東洋経済新報社 昭和36
VG1-H7655 東洋経済役員四季報　1986年版 － 東洋経済新報社 昭和60
VG1-H4970 東洋史観 鳥山喜一 寶文館 昭和27
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VG1-H10666 東洋の道と美 長與善郎 聖紀書房 昭和18
VG1-H4984 道理の感覺 天野貞祐 岩波書店 昭和12
VG1-H9862 道理の感覚 天野貞裕 岩波書店 1952
VG1-H6047 道理への意志 天野貞祐 岩波書店 昭和15
VG1-H6661 童話　桃太郎　Fairy Tale Momotaro － － -
VG1-H8250 童話屋の10年 童話屋　編 童話屋 [1987]
VG1-H533 遠いあし音 小林勇 文藝春秋 昭和31
VG1-H5417 遠いあし音 小林勇 文芸春秋新社 昭和30
VG1-H4794 十日十話 小泉信三 毎日新聞社 昭和37
VG1-H8140 藤十郎の恋 菊池寛 日本近代文学館 1969
VG1-H8039 遠野物語 柳田邦夫 日本近代文学館 1968
VG1-H4312 トオマス･マン短篇集　Ⅰ － 岩波書店 昭和6
VG1-H4313 トオマス･マン短篇集　Ⅱ － 岩波書店 昭和5
VG1-H4831 戸隱 長與善郎 東京出版 昭和24
VG1-H10721 時と永遠 波多野綪一 岩波書店 昭和43
VG1-H11657 時と永遠 波多野精一 岩波書店 昭和21年
VG1-H3658 時と永遠 波田野精一 岩波書店 昭和21
VG1-H4857 時と永遠 波多野精一 岩波書店 昭和21
VG1-H8851 時に聴く　反骨対談 住井すゑ　寿岳文章 人文書院 1989
VG1-H3579 時の足音 坂西志保 雷鳥社 昭和45
VG1-H11842 ﾄﾞｷｭﾒﾝﾄ　失業 鎌田慧 筑摩書房 1985年
VG1-H7691 [ドキュメント]自民党二大分裂 山口比呂志 徳間書店 昭和58
VG1-H5335 ドキュメント　放送戦後史　Ⅰ 松田浩 双柿舎 1980
VG1-H5336 ドキュメント　放送戦後史　Ⅱ 松田浩 双柿舎 1981
VG1-H10551 ドキュメント現代出版界 塩澤実信 東京書店 1982
VG1-H5646 ときわぎ　北島織衛遺文集 － 大日本印刷　(株) 昭和57
VG1-H4529 土偶句集 山田土偶 竹頭社 昭和34
VG1-H7746 徳川医業三百年の遺産 布施昌一 出版者不明 [昭和46]
VG1-H1238 徳川時代警察沿革誌　下巻 警察協会編 図書刊行会 昭和47
VG1-H1239 徳川時代警察沿革誌　上巻 警察協会編 図書刊行会 昭和47

VG1-H246 徳川時代出版者出版物集覧 矢島玄亮
徳川時代出版者出版物集
覧刊行会

昭和51

VG1-H247 徳川時代出版者出版物集覧　続編 矢島玄亮 松崎徳勝 昭和51
VG1-H188 徳川幕府時代書籍考 牧野善兵衛 ゆまに書房 昭和51
VG1-H40 徳川幕府時代書籍考 － 東京書籍商組合事務所 大正1
VG1-H2878 読史備要 東京大学史料編纂所 講談社 昭和41
VG1-H8944 読者を探せ 鈴木均　[ほか] 学陽書房 1981
VG1-H992 読書戦争 紀田順一郎 三一書房 1978
VG1-H755 読者とともに20年 － 平凡出版　株式会社 昭和40
VG1-H11744 読者とともに20年　平凡出版株式会社小史 － 平凡出版　株式会社 昭和40年
VG1-H9783 読書のすすめ 上山陸三 樹芸書房 1989
VG1-H5339 読者の世界 外山滋比古 角川書店 昭和52
VG1-H922 読者の世界 外山滋比古 角川書店 昭和44
VG1-H5795 読者の登録制度　きょうどう創刊 布川角左衛門 協同出版社 昭和46
VG1-H9150 読者日録大全 植田康夫　編 講談社 1989
VG1-H10914 特集:きょうのことば　1988年10月 日本経済新聞社　編 日本経済新聞社 1988
VG1-H10912 特集:きょうのことば　昭和62年1月 日本経済新聞社　編 日本経済新聞社 1986
VG1-H10913 特集:きょうのことば　昭和62年7月 日本経済新聞社　編 日本経済新聞社 1987
VG1-H1775 読書 中島健蔵 朝日新聞 昭和27
VG1-H1971 読書 中島健蔵 朝日新聞社 昭和27
VG1-H1816 讀書･演説･教養 カールヘブロルヒルティ 文修堂 昭和19
VG1-H10243 読書　こぼればなし 准陰生 岩波書店 1978
VG1-H10289 読書　見本帖 池内紀 丸善 1991
VG1-H3133 読書案内 岩波書店編 岩波書店 昭和31
VG1-H3854 讀書案内 W.S　モーム 岩波書店 昭和27
VG1-H3855 讀書案内 W.S　モーム 岩波書店 昭和27
VG1-H477 読書案内 岩波書店編 岩波書店 昭和31
VG1-H9681 読書案内 W.S.モーム 岩波書店 1952[昭和27]
VG1-H1789 讀書案内　増補版 赤木健介 伊藤書店 昭和17
VG1-H4053 読書運動 叶沢清介　編 日本図書館協会 1978
VG1-H9042 読書改造計画 中川昌彦　編著 エムジー 1988
VG1-H5348 読書会のすすめ方　母と子のための 大橋一二 明治書院 昭和55
VG1-H153 読書家の散歩 春山行夫 社会思想研究会出版部 昭和32
VG1-H6236 読書家の新技術 呉智英 情報センター出版局 昭和57
VG1-H8804 読書画録 安野光雅 講談社 1989
VG1-H7791 読書環境としての家庭 － 出版科学研究所 昭和33
VG1-H5644 読書観籍日録 川瀬一馬 青裳堂 昭和57
VG1-H8284 読書空間の近代 佐藤健二 弘文堂 1987
VG1-H9486 讀書偶筆　汽車博覧會記念 － 丸善 1901
VG1-H7812 読書傾向調査 － 日本電報通信社調査部 昭和25
VG1-H1794 讀書啓発 森秀人　上田敏晶 実務教育出版 1967
VG1-H7482 読書原論 栗本慎一郎 角川書店 昭和60
VG1-H8829 読書好日 中村真一郎 新潮社 1988
VG1-H1799 讀書雑記 小泉信三 文藝春秋新社 昭和24
VG1-H4790 讀書雑記 小泉信三 文藝春秋新社 昭和23
VG1-H8437 毒書三昧 近藤勝 胡蝶の会 1987
VG1-H1786 讀書次第 西村茂樹 博文堂 明治26
VG1-H1767 讀書指導 坂本一郎 牧書店 昭和25
VG1-H5677 読書週間全国行事一覧　1954年 － － 1954
VG1-H5791 読書週間全国行事一覧　1954年度 － 読書週間実行委員会 1954
VG1-H5792 読書週間全国行事一覧　1957年度 － 読書週間実行委員会 1958
VG1-H5793 読書週間全国行事一覧　1957年度 － 読書週間実行委員会 1958
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VG1-H5794 読書週間全国行事一覧　1958年度 － 読書週間実行委員会 1959
VG1-H1758 讀書術 エミイル･ファゲ 松柏館書店 昭和9
VG1-H1776 読書術 加藤周一 光文社 昭和37
VG1-H10322 読書尚友のすすめ 小島直記 致知出版社 1992[平成4]
VG1-H6638 読書人の園遊 谷沢永一 桜楓社 1978
VG1-H956 読書人の園遊 谷沢永一 桜楓社 1978
VG1-H4000 読書人の周辺 紀田順一郎 実業之日本社 昭和54
VG1-H9847 読書人の浅酌 谷沢永一 潮出版社 1991
VG1-H957 読書人の立場 谷沢永一 桜楓社 1977
VG1-H10514 読書人の放蕩 谷沢永一 潮出版社 1992
VG1-H3544 読書人漫語 一海知義 新評論 1987
VG1-H10529 読書人読むべし 百目鬼恭三郎 新潮社 1984
VG1-H11323 読書推進運動協議会趣意書 － － 昭和47
VG1-H5347 読書推進運動協議会の20年 － － 昭和55
VG1-H10582 読書随筆 － 矢の倉書店 1938
VG1-H1817 讀書随筆 － 矢の倉書店 昭和13
VG1-H7552 読書生活の実態　先生の属性による － 朝日新聞東京本社広告部 昭和39
VG1-H7551 読書生活の実態　読んだ冊数とベストテン － 朝日新聞東京本社広告部 昭和38
VG1-H9040 読書清興 岩倉規夫 汲古書院 1982
VG1-H3185 読書世論調査　1970年版 － 毎日新聞社 昭和45
VG1-H3186 読書世論調査　1971年版 － 毎日新聞社 昭和46
VG1-H3187 読書世論調査　1972年版 － 毎日新聞社 昭和47
VG1-H3188 読書世論調査　1976年版 － 毎日新聞社 昭和51
VG1-H3189 読書世論調査　1977年版 － 毎日新聞社 昭和52
VG1-H3190 読書世論調査　1978年版 － 毎日新聞社 昭和53
VG1-H10290 読書戦争 紀田順一郎 三一書房 1978
VG1-H6928 読書戦爭　知的生産を守るために 紀田順一郎 三一書房 1978
VG1-H1793 讀書相談の理論と実際 黒沢浩　(他) 金の星社 1970
VG1-H7465 読書大戦争 鈴木邦男 彩流社 昭和61
VG1-H215 読書と或る人生 福原麟太郎 新潮社 昭和42
VG1-H1808 読書と学生 古谷綱武 同和春秋社 昭和34
VG1-H1790 讀書と散歩 市河三喜　(他) 帝國大学新聞社出版部 昭和9
VG1-H10292 読書と思索 田中美知太郎 第三文明社 1972
VG1-H3866 読書と思索 田中美知太郎 第三文明社 1972
VG1-H9037 読書と社会科学 内田義彦 岩波書店 1985
VG1-H9038 読書と社会科学 内田義彦 岩波書店 1985
VG1-H1785 讀書と修養 加藤咄堂 春潮社 昭和10
VG1-H9948 読書と修養 加藤咄堂 春潮社 1937[昭和12]
VG1-H1774 讀書と人生 三木清 小山書店 昭和17
VG1-H1829 讀書と人生 三木清 小山書店 昭和17
VG1-H1008 読書と人間形成 佐藤忠夫 千曲秀出版 昭和53
VG1-H6580 読書と人間形成　孤軍奮闘のたのしみの発見 佐藤忠男 毎日新聞社 昭和43
VG1-H1401 読書とマス･コミュニケーション － 牧書店 昭和34
VG1-H1762 読書とマス･コミュニケーション － 牧書店 昭和34
VG1-H6148 読書と私 井上靖　ほか 文芸春秋 1980
VG1-H7553 読書についての意見 － 朝日新聞東京本社広告部 昭和39
VG1-H6377 読書日記 江國滋 朝日新聞社 昭和54
VG1-H867 読書日記 江國滋 朝日新聞社 昭和54
VG1-H1757 讀書の技術 島影盟 教材社 昭和15
VG1-H7311 讀書の技術 島影盟 教材社 昭和15
VG1-H8324 読書の現在 みすず編集部　編 みすず書房 1988
VG1-H1769 読書の心理学 草島時介 刀江書院 昭和25
VG1-H1848 読書の心理と指導 阪本一郎 牧書店 昭和36
VG1-H1766 讀書のすゝめ 亀井勝一郎 創元社 昭和25
VG1-H880 読書のすすめ 鶴見俊輔 潮出版社 昭和54

VG1-H10892 読書のすすめ　ことしの良書100選 －
日本出版物小売業組合全
国連合会

昭和44

VG1-H9041 読書の整理学 紀田順一郎 竹内書店 1971
VG1-H9700 読書の整理学 紀田順一郎 竹内書店 1971
VG1-H3435 読書の潜在需要と閲読状況 － 秋田魁新報社 昭和41
VG1-H1016 読書の楽しみ 篠田一士 構想社 1979
VG1-H961 読書の愉しみ 吉村公三郎 玉川大学出版部 1977
VG1-H9979 読書の愉しみ 吉村公三郎 玉川大学出版部 1977
VG1-H5924 読書の旅 森本哲郎 講談社 昭和56
VG1-H10346 読書のデモクラシー 長田弘 岩波書店 1992
VG1-H10525 読書のドラマトゥルギー 中村雄二郎 新曜社 1986
VG1-H985 読書のなかの思想 久野収 三一書房 1976
VG1-H10376 読書の伴侶 森信三　[ほか] 基督教学徒兄弟團 昭和32
VG1-H10583 読書の伴侶 森信三　ほか 基督教学徒兄弟団 1964
VG1-H1788 讀書の伴侶　改訂増補 森信三　(他) 基督教學徒兄弟團 昭和31
VG1-H10549 読書の文化史 R･シャルチェ 新曜社 1992
VG1-H1771 読書の道しるべ 全国公立図書館長協議会 全国公立図書館長協議会 -
VG1-H1773 讀書の眼 深作安文　(他) 帝国大學新聞社出版部 昭和12
VG1-H9698 読書のよろこび 中村真一郎 新潮社 1991
VG1-H5406 読書普及活動研究集会報告書　49年度 － 全国公共図書館協議会 昭和50
VG1-H5404 読書普及活動研究集会報告書　47年度 － 全国公共図書館協議会 昭和48
VG1-H5405 読書普及活動研究集会報告書　48年度 － 全国公共図書館協議会 昭和49
VG1-H1765 讀書法 星野久成　(編) 博文館 明治28
VG1-H1780 讀書法 竹貫佳水　(編) 博文館 明治44
VG1-H1826 読書法 前園主計 日本経済新聞社 昭和45
VG1-H10412 読書日録大全 植田康夫 講談社 1989
VG1-H4067 読書遊記 向井敏 講談社 1987(昭62)
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VG1-H5781 読書世論調査　1949年 － 毎日新聞社 昭和24
VG1-H5780 読書世論調査　1949年 － 毎日新聞社 昭和24
VG1-H2672 読書世論調査　1962年版 毎日新聞社　編 毎日新聞社 昭和38
VG1-H2673 読書世論調査　1970年版 毎日新聞社　編 毎日新聞社 昭和45
VG1-H5407 読書世論調査　1977年版 － 毎日新聞社 昭和52
VG1-H7685 読書世論調査　1982年版 － 毎日新聞社広告局 昭和57
VG1-H7686 読書世論調査　1983年版 － 毎日新聞社広告局 昭和58
VG1-H7687 読書世論調査　1984年版 － 毎日新聞社広告局 昭和59
VG1-H7688 読書世論調査　1985年版 － 毎日新聞社広告局 昭和60
VG1-H7689 読書世論調査　1986年版 － 毎日新聞社広告局 昭和61
VG1-H7690 読書世論調査　1987年版 － 毎日新聞社広告局 昭和62
VG1-H9045 読書世論調査　1989年版 － 毎日新聞東京本社広告局 1989
VG1-H5790 読書世論調査　第13回　1959年度 － 毎日新聞社 昭和35
VG1-H5782 読書世論調査　第4回 － 毎日新聞社 昭和25
VG1-H5783 読書世論調査　第5回　1951年度 － 毎日新聞社 昭和26
VG1-H5784 読書世論調査　第6回　1952年度 － 毎日新聞社 昭和28
VG1-H5785 読書世論調査　第7回　1953年度 － 毎日新聞社 昭和29
VG1-H5786 読書世論調査　第8回　1954年度 － 毎日新聞社 昭和30
VG1-H5787 読書世論調査　第8回　1954年度 － 毎日新聞社 昭和30
VG1-H5788 読書世論調査　第9回　1955年度 － 毎日新聞社 昭和30
VG1-H5789 読書世論調査　第9回　1955年度 － 毎日新聞社 昭和30
VG1-H2675 読書世論調査30年 毎日新聞社　編 毎日新聞社 昭和52
VG1-H80 讀書放浪 内田魯庵 書物展望社 昭和8
VG1-H3953 読書連弾 渡部昇一　谷沢永一 大修館書店 1979
VG1-H1778 讀書論 小泉信三 岩波書店 昭和25
VG1-H1809 讀書論 － 信濃教育會下伊那部會 昭和11
VG1-H4809 讀書論 小泉信三 岩波書店 昭和25
VG1-H7218 読書論 小泉信三 岩波書店 昭和39
VG1-H8371 読書論 青野季吉 川崎出版社 昭和32
VG1-H10368 読書は愉しみ 中村真一郎 新潮社 1979
VG1-H9736 読書は喜び 向坂逸郎 新潮社 1977[昭和52]
VG1-H11894 特選　全国書籍商名簿 － 東京出版協会 昭和8年
VG1-H7580 特選　総合古書在庫目録　第三号 － 京都古書研究会 昭和60
VG1-H10736 特選　名著復刻全集　近代文学館 － 日本近代文学館 昭和46
VG1-H10852 特選ナイフ図鑑 全通企画　編 世界文化社 1988
VG1-H647 徳富蘇峰　成簣堂閑記 － 書物展望社 昭和8
VG1-H648 徳富蘇峰翁と病床の婦人秘書 徳富蘇峰筆、志村文蔵編 野ばら社 昭和24
VG1-H471 徳富蘇峰の研究 杉井六郎 法政大学出版部 1977
VG1-H4530 ドクトル･ジバコ　第2部 パステルナーク 時事通信社 昭和34
VG1-H8373 特賣圖書目録 － 東京出版協会 昭和9
VG1-H2686 特別買上文庫目録諸家国書　(言語･文学) 東京都立日比谷図書館　編 東京都立日比谷図書館 昭和43
VG1-H2685 特別買上文庫目録緒家国書　(総記.その他) 東京都立日比谷図書館　編 東京都立日比谷図書館 昭和44
VG1-H6546 特別展　恩地孝四郎 渋谷区立松濤美術館 松涛美術館 昭和57

VG1-H11243
特別養護老人ホームの現場から　岩波ブックレット
218

新井優 岩波書店 1991

VG1-H10818 徳間書店の30年
徳間書店社史編纂委員会
編

徳間書店 昭和59

VG1-H7764 特命全権大使米欧回覧実記　第3篇 － 博聞社 明治11
VG1-H7765 特命全権大使米欧回覧実記　第4篇 － 博聞社 明治11
VG1-H7766 特命全権大使米欧回覧実記　第5篇 － 博聞社 明治11
VG1-H1673 匿名批評　東西南北 林房雄編 創元社 昭和26
VG1-H8908 閉された言語空間 江藤淳 文藝春秋 1989

VG1-H8769 土佐日記
紀貫之　[著]　川瀬一馬
校注

講談社 1989

VG1-H4407 杜詩　第一冊 杜甫 岩波書店 昭和38
VG1-H4408 杜詩　第二冊 杜甫 岩波書店 昭和38
VG1-H4409 杜詩　第三冊 杜甫 岩波書店 昭和40
VG1-H4410 杜詩　第四冊 杜甫 岩波書店 昭和40
VG1-H3972 都市と文化問題 大阪文化振興会編 創元社 昭和50
VG1-H9457 都市の書物 池澤夏樹 太田出版 1990
VG1-H1708 都市文明の源流と系譜 藤岡謙二郎 鹿島研究所出版会 昭和44

VG1-H11735 都市別市場表　学校
東京出版販売株式会社　出
版科学研究所

東京出版販売　株式会社
出版科学研究所　赤尾稔

1957年5月1日

VG1-H11941 都市別市場表　小売書店
東京出版販売株式会社　出
版科学研究所

東京出版販売　株式会社
出版科学研究所　赤尾稔

1958年2月20日

VG1-H6216 豊島与志雄研究 関口安義 笠間書院 昭和54
VG1-H6138 図書･図書館事典 植村長三郎 文徳社 昭和26
VG1-H2062 図書印刷労働　組合二十年史 － 図書印刷労働組合 1966

VG1-H11285
図書および定期刊行物の出版についての統計の国際
的な標準化に関する勧告についての参考資料(その1)

－ 行政管理庁統計基準局 昭和43

VG1-H1736 図書および図書館史　日本図書館学講座 小野泰博 雄山閣出版 昭和53
VG1-H48 圖書學概論 田中敬 冨山房 大正13
VG1-H9076 図書学辞典 長沢規矩也　編著 三省堂 1979

VG1-H1723 図書館
アンドレ･マソン　ポール･
サルヴァン

白水社 1969

VG1-H3872 図書館
アンドレ･マソン　ポール･
サルヴァン

白水社 1969

VG1-H5916 図書館 岡田温 丸善 昭和55
VG1-H10705 図書館　奉仕論 北島武彦 理想社 昭和51
VG1-H5917 図書館運動50年 浪江虔 日本図書館協会 1981
VG1-H6582 図書館運動五十年　私立図書館に拠って 浪江虔 日本図書館協会 1981
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VG1-H10633 図書館炎上
ヴォルフガング･シヴェルブ
シュ

法政大学出版局 1992

VG1-H10924 図書館をささえる力 －
図書館問題研究会東京支
部

1979

VG1-H161 図書館学･書誌学辞典 － 有隣堂印刷　株式会社 昭和42
VG1-H3442 図書館学欧文文献総合目録 植村康子　菊池玲子　編 学術文献普及会 昭和30
VG1-H7332 図書館学欧文文献総合目録 植村康子　菊地玲子　共編 学術文献普及会 昭和30
VG1-H1741 圖書館學綜説 毛利宮彦 同學社 昭和25
VG1-H1737 圖書館學の展開 大佐三四五 丸善 昭和29
VG1-H5362 図書館活用百科 紀田順一郎 新潮社 昭和56
VG1-H5864 図書館関係新聞記事索引 － 東京都立中央図書館 1974
VG1-H1732 圖書館記 － 日本大学出版部 昭和11

VG1-H1755
図書館研究シリーズ　(No7)　出版統計の国際的標準
化

－ 国立国会図書館 昭和37

VG1-H5769 [図書館史] － [　　　　　　　] [   ]
VG1-H5760 図書館実務 － 国立国会図書館 昭和26
VG1-H7853 図書館実務　図書館講座整理篇　1 渋谷國忠 春陽堂 昭和29
VG1-H2725 図書館事務ノ執り方 － 間宮商店 大正15

VG1-H4012 図書館史要説
ヨリス　フォルシュテイウ
ス　ジークフリート　ヨー
スト

日本アソシエーツ　株式
会社

1980

VG1-H5525 図書館史要説 － 日外アソシエーツ 1980
VG1-H5869 図書館書籍標準目録　昭和10年後 － 文部省 昭和11
VG1-H5871 図書館書籍標準目録　昭和11年後 － 文部省 昭和12
VG1-H5870 図書館書籍標準目録　昭和11年前 － 文部省 昭和12
VG1-H5874 図書館書籍標準目録　昭和12年後 － 文部省 -
VG1-H5872 図書館書籍標準目録　昭和12年前 － 文部省 昭和13
VG1-H5873 図書館書籍標準目録　昭和12年前 － 文部省 -
VG1-H5876 図書館書籍標準目録　昭和13年前後 － 文部省 -
VG1-H5875 図書館書籍標準目録　昭和13年前後 － 文部省 -
VG1-H5868 図書館書籍標準目録　大正5年分 － 文部省 大正5
VG1-H1740 図書館資料論集　仙田正雄教授古希記念 － 仙田正雄教授古希記念会 1970
VG1-H11291 図書館全国計画[試案] － 全国公立図書館協議会 昭和56
VG1-H6159 図書館全国計画のための基礎資料集　4 － 全国公共図書館協議会 1982
VG1-H2689 図書館総覧 天野敬太郎　編 文教書院 昭和26
VG1-H5765 図書館通論 － 国立国会図書館 昭和27
VG1-H1753 圖書館づくり運動入門 － 草土文化 1976
VG1-H6130 図書館で何をすべきか 前川恒雄 図問研大阪支部 1982
VG1-H7854 図書館と社会教育　図書館講座整理篇　3 宮原誠一 春陽堂 昭和29
VG1-H1752 圖書館と出版文化　(1977年刊) 彌吉光長先生喜寿記念会 彌吉光長先生喜寿記念会 -
VG1-H11287 図書館と出版流通　第2集 － 日本図書館協会 昭和56
VG1-H6284 図書館と出版流通に関する資料集 － 日本図書館協会 昭和56
VG1-H7814 図書館における雑誌の役割と活用･保存 － 栃木県立図書館 1973
VG1-H6581 図書館における調査と研究･大学生のための入門書 小林矩子 蒼文社 昭和54
VG1-H5772 図書館における読書傾向調査 － 日本図書館協会 昭和9
VG1-H1754 圖書館年鑑　(1952) － 圖書館資料社 1951
VG1-H5367 図書館の時代 石見尚 論創社 1980

VG1-H1989 ｢図書館の自由｣を考える資料集　　第一集 －
図書館問題研究会東京支
部

1975

VG1-H10528 図書館の自由と知る権利 渡辺重夫 青弓社 1989
VG1-H6280 図書館の自由と中立性 山下信庸 鹿島出版会 昭和58
VG1-H6147 図書館の自由に関する宣言 － 日本図書館協会 1979

VG1-H10933 図書館の自由に関する宣言　1979年改訂
図書館の自由に関する調査
委員会　編

日本図書館協会 1979

VG1-H1992 図書館政策の課題と対策 －
図書館振興対策プロジェ
クトチーム

昭和45

VG1-H7452 図書館の誕生 関千枝子 日本図書館協会 昭和61
VG1-H1728 図書館の歴史　-日本および西洋の図書と図書館史- 草野正名 学芸図書　株式会社 昭和42
VG1-H5529 図書館の論理 羽仁五郎 日外アソシエーツ 1981
VG1-H9056 図書館の論理 羽仁五郎 日外アソシエーツ 1981
VG1-H6156 図書館白書　1980年版 － 日本図書館協会 昭和55
VG1-H6157 図書館白書　1980年版 － 日本図書館協会 昭和55
VG1-H1739 図書館ハンドブック － 日本図書館協会 1952
VG1-H1729 図書館奉仕 木寺清一 日本図書館協会 昭和26
VG1-H10053 図書館法成立史資料 裏田武夫　小川剛 日本図書館協会 1979
VG1-H10553 図書館屋の書物捜索 朝倉治彦 東京堂出版 1987
VG1-H4065 図書館屋の書物捜索 朝倉治彦 東京堂出版 1987
VG1-H11107 図書館は訴える　岩波ブックレット　60 鈴木喜久一　砂川雄一 岩波書店 1986
VG1-H603 図書券十年のあゆみ － 日本図書普及株式会社 昭和46
VG1-H6388 図書券十年のあゆみ － 日本図書普及株式会社 昭和46

VG1-H8346 図書券十年のあゆみ
日本図書普及十年史編集委
員会　編

日本図書普及株式会社 1971

VG1-841 図書券取扱いハンドブック　改訂版 日本図書普及株式会社 1972
VG1-428 図書時報　2集 文部省 1939
VG1-428 図書時報　3集 文部省 1940
VG1-428 図書時報　4集 文部省 1940
VG1-428 図書時報　5集 文部省 1942
VG1-428 図書時報　6集 文部省 1943
VG1-H1738 図書資料整理基準大要　1964 － － -
VG1-H590 図書生活五十年思い出のまゝに 藤原仁助 藤原仁助書店 昭和45
VG1-H591 図書生活五十年思い出のまゝに　下巻 藤原仁助 藤原仁助書店 昭和46
VG1-H592 図書生活五十年思い出のまゝに　附記各書店の歴史 藤原仁助 藤原仁助書店 昭和46
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VG1-H2665 圖書総目録　昭和十五年六月刊行　第9回 － 東京書籍商組合 昭和15
VG1-H2664 圖書総目録　昭和四年ニ月刊行　第7版 － 東京書籍商組合 昭和4
VG1-H2663 圖書総目録　明治四十四年三月刊行　第4版 － 東京書籍商組合 明治44
VG1-H2726 図書の解題 全国学校図書館協議会 明治図書出版 昭和28
VG1-H1832 圖書の選擇 彌吉光長 理想社 昭和25
VG1-H5344 図書の選択 弥吉光長 理想社 昭和25
VG1-H1019 図書の知識 河野徳吉 日本図書館協会 1975
VG1-H199 図書の歴史と中国 劉国鈞 理想社 昭和38
VG1-1167 図書部便り　読書週間記念号 体育修養会図書部 [19--]
VG1-H7097 図書文化二十五年史 － 日本図書文化協会 昭和48
VG1-H5755 図書分類法 － 国立国会図書館 昭和26
VG1-H5764 図書分類法 － 国立国会図書館 昭和27
VG1-H2863 図書分類目録　　昭和5年版 － 東京出版協会 昭和5
VG1-H2864 図書分類目録　　昭和8年版 － 東京出版協会 昭和8
VG1-H1074 図書目録 － 印刷図書館 昭和40
VG1-H5842 図書目録 － 成美堂 -
VG1-H5848 図書目録 － 春秋社 大正11
VG1-H5879 図書目録　1965年2月 － 印刷図書館 1965[昭和40]
VG1-H5880 図書目録　1964/7～1970/3 － 印刷図書館 昭和45
VG1-H7626 図書目録　1971 － 中央公論美術出版 昭和46
VG1-H2949 図書目録　1973 － 日本放送出版協会 -
VG1-H884 図書目録　1992 － 日本評論社出版部 -
VG1-H2825 図書寮典籍解題　文学編　[正] － 国立書院 昭和23
VG1-H2826 図書寮典籍解題　歴史編　続 － 養徳社 昭和25
VG1-H2823 図書寮典籍解題　歴史編　[正] － 養徳社 昭和25
VG1-H2824 図書寮典籍解題　歴史編　続 － 養徳社 昭和26
VG1-H10709 都新聞史 土方正巳 日本図書センター 1991
VG1-H9416 ドストエフスキー　初期作品の世界 清水正 沖積舎 1988

VG1-H10448 戸田芳實の道　追悼思藻
戸田芳實氏追悼文集編集委
員会　編

戸田芳實氏追悼文集刊行
会

1992

VG1-H5005 戸塚巍遺稿集 － 戸塚博 昭和37
VG1-H1108 特高の回想 － 田畑書店 1978

VG1-H6393 特高の回想
宮下弘　伊藤隆　中村智子
編著

田畑書店 1978

VG1-H6272 とっておきの本の話 紀田順一郎 実業之日本社 昭和58
VG1-H5906 トットちゃんベストセラー物語 塩澤実信 理想出版社 1982
VG1-H2225 凸版印刷株式会社六拾年史 － 凸版印刷 昭和36
VG1-H2246 凸版印刷株式会社六拾年史 － 凸版印刷 昭和36

VG1-H3420 凸版印刷株式会社史　TOPPAN1985
凸版印刷株式会社社史編纂
委員会

凸版印刷 昭和60

VG1-H2095 凸板印刷青年學校用印刷術讀本 － 凸板印刷　(株) 昭和15
VG1-H11906 ﾄｯﾌﾟとﾀｯﾌﾟのうじょうへいく 編訳：だ・かぽ同人 岩崎書店 昭和41年
VG1-H11307 都道県別｢有害｣図書指定状況 － － 1987
VG1-H1291 都道府県条例による有害指定一覧表 － 総理府青少年対策本部 昭和48

VG1-H2892
都道府県条例による有害指定一覧表　昭和47年10月
～12月

－ 総理府青少年対策本部 昭和48

VG1-H2893
都道府県条例による有害指定一覧表　昭和48年1月～
3月

－ 総理府青少年対策本部 昭和48

VG1-H4947 とべない翼 地主愛子 理論社 1965
VG1-H5232 杜甫の遺産 吉川利一 春韭庵 昭和40

VG1-H7325
トマス･アクィナスの《レス》研究　中世哲学研究
第4

山田晶 創文社 昭和61

VG1-H11081 トマホークとは?　岩波ブックレット　34 ｢世界｣編集部　編 岩波書店 1984
VG1-H4158 ドミニック フロマンタン 養徳社 昭和22
VG1-H2296 都民便利帳 － 東京都広報室広報部 昭和39
VG1-H8825 巴御前　長編歴史小説　3 松本利昭 光文社 1990
VG1-H8823 巴御前　長編歴史小説　1 松本利昭 光文社 1989
VG1-H8824 巴御前　長編歴史小説　2 松本利昭 光文社 1990
VG1-H4680 燈し火 － 原大平 昭和39
VG1-H10382 友達 内田百閒 開発社 1942[昭和17]
VG1-H5173 友への手紙　NHK編 － 宝文館 昭和28
VG1-H5849 冨山房出版図書目録 － 冨山房 -
VG1-H10307 ドラえもんの秘密 世田谷ドラえもん研究会 データハウス 1993
VG1-H324 寅作と鋳 － 金原出版　株式会社 昭和44
VG1-H11060 寅さんの教育論　岩波ブックレット　12 山田洋次 岩波書店 1982
VG1-H11189 寅さんの人間論　岩波ブックレット　162 山田洋次　田中孝彦 岩波書店 1990
VG1-H4684 トラ大臣になるまで 泉山三六 新紀元社 昭和33
VG1-H4036 ドラッカー　新しい時代の予言者 三戸公　他 有斐閣 1979
VG1-H3957 トランプのたのしみ 松田道弘 筑摩書房 1979
VG1-H1206 取締法規違反實例集 堀部淺 政経書院 昭和10

VG1-H11290 都立図書館の体系化および近代化に関する中間答申 －
東京都立中央図書館協議
会

昭和56

VG1-H1073 取引条件に関する実態調査報告 － 流通問題研究会 昭和45
VG1-H11194 とり戻そう東京の水と池　岩波ブックレット　167 森まゆみ 岩波書店 1990
VG1-H715 とりもの随筆 鍜治忠一 学風書院 昭和30
VG1-H6019 トルストイ 本多顕彰 新潮社 昭和24
VG1-H9866 トルストイ　一つの心理批判的研究 ヤンコ･ラヴリン 三笠書房 1941
VG1-H4180 トルストイ日記抄 － 岩波書店 昭和23
VG1-H6012 トルストイの思ひ出 アレクサンドラ･トルスタヤ 岩波書店 昭和5
VG1-H515 ﾄﾞﾚｽﾒｰｷﾝｸﾞの20年を顧りみて － 鎌倉書房 昭和44
VG1-H4906 登呂遺跡 森豊 毎日新聞社 昭和22
VG1-H9801 とはのあめつち 波江究一 創栄出版 1990
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VG1-H1266 問われた報道の自由 － 法律文化社 1971
VG1-H6292 敦煌資料と日本文学　四獣因縁 川口久雄 大東文化大学東洋研究所 昭和58
VG1-H6293 敦煌資料と日本文学　壁画絵解き銘文集 川口久雄 大東文化大学東洋研究所 昭和58
VG1-H4239 どん底 ゴーリキィ 岩波書店 昭和20
VG1-H8122 どんたく 竹久夢二 日本近代文学館 1969[昭和44]
VG1-H10001 トントン･ピアノブック － ソルテック製作所 1987
VG1-H7813 どんな本が読まれるか － 毎日新聞社 昭和23
VG1-H220 内外社会運動史年譜 － 新世紀社 昭和40
VG1-H5840 内外書籍出版発兌目録　第146号 － 嵩山堂 明治21
VG1-H5841 内外書籍出版発兌目録　第240号 － 嵩山堂 明治21
VG1-H7035 内外書籍出版発兌目録　第132号 靑木嵩山堂 靑木嵩山堂 明治34
VG1-H7037 内外書籍出版発兌目録　第135号 靑木嵩山堂 靑木嵩山堂 明治35
VG1-H7036 内外書籍出版発兌目録　第137号 靑木嵩山堂 靑木嵩山堂 明治35
VG1-H7038 内外書籍出版発兌目録　第138号 靑木嵩山堂 靑木嵩山堂 明治36
VG1-H7039 内外書籍出版発兌目録　第145号 靑木嵩山堂 靑木嵩山堂 明治37
VG1-H6198 内外新聞　第一号 － － -
VG1-H11742 内閣印刷局七十年史 内閣印刷局　編纂 内閣印刷局 昭和18年
VG1-H2132 内閣印刷局70年史 － 内閣印刷局 昭和18
VG1-H3817 内閣近代史 秋山寵三 日本の内閣編纂会 昭和45
VG1-H3283 内閣制度創始五十周年記念 － 内閣官房総務課 昭和10
VG1-H7484 内閣文庫　百年史　増補版 国立公文書館　編 汲古書院 昭和61
VG1-H7485 内閣文庫　百年史　増補版 国立公文書館　編 汲古書院 昭和61
VG1-H9067 内閣文庫百年史 国立公文書館　編 汲古書院 1986

VG1-H6302 ないた赤おに　波田野完治とわたし －
波田野完治博士喜寿記念
文集刊行委員会

1981

VG1-H5686 内地及各植民地に於ける出版法令の抜萃 － － 昭和6
VG1-H4159 内的風景派 市原豐太 文藝春秋 昭和47
VG1-H4168 内的風景派 市原豐太 養徳社 昭和22
VG1-H3282 内務省事務概要 － 内務省 昭和13
VG1-H1082 内務省納本月報 － 圓書研究會 昭和7
VG1-H1116 内務省納本月報　昭和11年 － 大阪屋號書店 昭和11
VG1-H10321 内容見本にみる出版昭和史 紀田順一郎 本の雑誌社 1992
VG1-H6850 菜穂子　堀辰雄作品集　5 堀辰雄 角川書店 昭和25
VG1-H5114 中井淳集 － 刀江書院 昭和34
VG1-H6985 中井正一全集　第4巻 久野收 美術出版社 昭和56[1981]
VG1-H10881 中川幸夫の花 中川幸夫 求龍堂 1989
VG1-H10513 中勘助全集　第5巻 中勘助 角川書店 1961
VG1-H2224 長崎印刷百年史 田栗奎作 長崎県印刷工業組合 昭和45
VG1-H11173 長崎市長のことば　岩波ブックレット　146 本島等 岩波書店 1989
VG1-H3080 長崎の鐘 永井隆 日比谷出版社 昭和24
VG1-H7017 中島健藏七回忌の記念に 中島京子 中島京子 昭和60
VG1-H5434 中島徳蔵先生 中島徳蔵先生学徳顕彰会編 － 昭和37
VG1-H4259 長塚節歌集 － 岩波書店 昭和20
VG1-H10678 中西虎之助　日本平版印刷発達史 増尾信之　編 － 昭和31
VG1-H2070 中西虎之助　本邦オフセット印刷の開拓者 － 伊東亮次 昭和31
VG1-H3509 中野勝義の追憶 － 中野勝義追憶録刊行会 昭和38
VG1-H2223 長野県印刷文化史 － 長野県印刷工業組合 昭和43
VG1-H8172 中野重治詩集 中野重治 日本近代文学館 昭和44
VG1-H10672 中野重治資料集 高橋克博　編 印南書房 1992
VG1-H9794 中野好夫集　7 [加藤周一　木下順二] 筑摩書房 1984
VG1-H6993 中原誠名局集 中原誠 筑摩書房 昭和56
VG1-H4761 中村吉右衞門 小宮豐隆 岩波書店 昭和37
VG1-H4404 中谷宇吉郎隨筆集　Ⅰ 中谷宇吉郎 角川書店 昭和26
VG1-H4405 中谷宇吉郎隨筆集　Ⅱ 中谷宇吉郎 角川書店 昭和26
VG1-H4406 中谷宇吉郎隨筆集　Ⅲ 中谷宇吉郎 角川書店 昭和27
VG1-H8995 中山書店四十年の歩み ｢四十年史｣編纂委員会　編 中山書店 1988
VG1-H6051 流れゆく 入江相政 学習研究社 1981
VG1-H4698 <流れる>おぼえがき 幸田文 － 昭和32
VG1-H3068 流れる星は生きている 藤原てい 日比谷出版社 昭和24
VG1-H1672 泣虫記者 入江徳郎 鱒書房 昭和27
VG1-H2231 名古屋印刷史 三浦荒一　(編) 名古屋印刷同業組合 昭和15
VG1-H10164 名古屋大学出版会　図書目録　1989-Ⅰ － 名古屋大学出版会 1989
VG1-H7487 名古屋の出版 名古屋市博物館　編 名古屋博物館 昭和56
VG1-H9969 名残の月 篠田英雄 篠田健三 1991
VG1-H10675 なぜ｢表現の自由｣か 奥平康弘 東京大学出版会 1988
VG1-H8514 なぜ｢表現の自由｣か 奥平康弘 東京大学出版会 1988
VG1-H8515 なぜ｢表現の自由｣か 奥平康弘 東京大学出版会 1988

VG1-H11175
なぜ日本人は英語が下手なのか　岩波ブックレット
148

上田明子　[ほか] 岩波書店 1990

VG1-H11224
ナゼ日本人ハ死ヌホド働クノデスカ?　岩波ブック
レット　198

ダグラス･ラミス　斎藤茂男 岩波書店 1991

VG1-H5656 なぜ目をつぶるの トーマス･ベリイマン 偕成社 1981
VG1-H10358 謎の物語 紀田順一郎 筑摩書房 1991
VG1-H8980 ナチス通りの出版社 山口知三　[ほか] 人文書院 1989
VG1-H11179 ナチュラリスト入門　秋　岩波ブックレット　152 新妻昭夫 岩波書店 1990
VG1-H11178 ナチュラリスト入門　夏　岩波ブックレット　151 新妻昭夫 岩波書店 1990
VG1-H11177 ナチュラリスト入門　春　岩波ブックレット　150 新妻昭夫 岩波書店 1990
VG1-H11180 ナチュラリスト入門　冬　岩波ブックレット　153 新妻昭夫 岩波書店 1990
VG1-H10505 なつかしい本の話 江藤淳 新潮社 1978
VG1-H9790 なつかしい本の話 江藤淳 新潮社 1978
VG1-H4490 夏目漱石 － 筑摩書房 1954
VG1-H4763 夏目漱石 小宮豐隆 岩波書店 昭和22
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VG1-H4757 夏目漱石　一 小宮豐隆 岩波書店 昭和28
VG1-H4756 夏目漱石　二 小宮豐隆 岩波書店 昭和28
VG1-H10550 夏目漱石全集　別巻 夏目漱石 角川書店 1975

VG1-H7734 夏目漱石展
朝日新聞東京本社企画部
編

朝日新聞社 昭和41

VG1-H4743 七十八の賀 － 和辻照 昭和43

VG1-H5995 七つの屋根の下で ベッティーナ･ヒューリマン
日本エディタースクール
出版部

1981

VG1-H10245 何を書くか　どう書くか 板坂元 光文社 1980
VG1-H1907 何をどう書くか 佐藤喜一郎 実業之日本社 昭和38
VG1-H1756 何を讀むべきか － 毎日新聞 昭和24
VG1-H1802 何を讀むべきか 小泉信三　　(他) 慶應出版社 昭和16
VG1-H8967 なにわ出版事情 － 大阪市立博物館 平成元年
VG1-H8968 なにわ出版事情 － 大阪市立博物館 [1989]
VG1-H3875 七日七たび エマニュエル･ダスティエ 冨山房 昭和53
VG1-H9577 波 山本有三 岩波書店 1951[昭和26]
VG1-H9908 浪江八重子のあゆみ　続 浪江虔 － 1991
VG1-H953 波の跫音 巖谷大四 新潮社 昭和49
VG1-H4084 奈良日誌 志賀直哉 天平出版部 昭和23
VG1-H11701 奈良の歌碑・句碑 谷村能男 － 1989年9月15日
VG1-H3116 奈良の美術 佐々木恒清 赤城正蔵 大正3
VG1-H8634 奈良本辰也自選歴史を往く　1 奈良本辰也 学習研究社 1977
VG1-H8635 奈良本辰也自選歴史を往く　2 奈良本辰也 学習研究社 1977
VG1-H8636 奈良本辰也自選歴史を往く　3 奈良本辰也 学習研究社 1977
VG1-H8637 奈良本辰也自選歴史を往く　4 奈良本辰也 学習研究社 1977
VG1-H8638 奈良本辰也自選歴史を往く　5 奈良本辰也 学習研究社 1977
VG1-H4842 鳴る枝 里見弴 早川書房 昭和22
VG1-H3549 南極越冬記 西堀栄三郎 岩波書店 昭和33
VG1-H11090 南京大虐殺　岩波ブックレット43 藤原彰 岩波書店 1985
VG1-H8598 南沢だより　羽仁もと子の思想を生きつつ 羽仁恵子 婦人之友社 1990
VG1-H8599 南沢だより　羽仁もと子の思想を生きつつ 羽仁恵子 婦人之友社 1990
VG1-H6015 南山寿 内田百間 中央公論社 昭和15
VG1-H8696 汝自身を知れ　傘寿記念講話集 松原祐善 同朋舎出版 1988
VG1-H2982 何でも見てやろう 小田実 河出書房新社 1961
VG1-H3771 難波大助の生と死 原敬吾 国文社 1973
VG1-H7661 南洋華人 リー･クーンチョイ サイマル出版会 昭和62
VG1-H3628 南洋の油田 大村一藏 古今書院 昭和17
VG1-H11822 にあんちゃん　十歳の少女の日記 安本末子 光文社 昭和34年
VG1-H612 新潟縣書籍雑誌商組合史 － 新潟縣書籍雑誌商組合 昭和16
VG1-H7646 新潟県風土記　美しいふるさと トラベル･メイツ社　編 新潟県書店組合 昭和54
VG1-H7644 新潟県風土記　風土と文化 トラベル･メイツ社　編 新潟県書店組合 昭和54
VG1-H7645 新潟県風土記　歴史と人物 トラベル･メイツ社　編 新潟県書店組合 昭和54
VG1-H3153 ニーチェ 高坂正顯 弘文堂 昭和24
VG1-H4748 ニイチエ研究　(上) 和辻哲郎 筑摩書房 昭和23
VG1-H3178 ニーチェ全集 － 角川文庫 昭和25
VG1-H3183 ニーチェ全集 － 角川書店 昭和25
VG1-H4942 新居浜と住友 戒田淳 愛媛地方史研究会 昭和47
VG1-H5931 新村長次郎と新村印刷小史 － 新村印刷 昭和56
VG1-H9726 ニーワン センベーヌ･ウスマン サイマル出版会 1990
VG1-H3507 日本文化の近代化 肥後和男　大森志郎　編 明治書院 昭和34
VG1-H3086 肉彈 櫻井忠温 英文新誌社出版部 明治39
VG1-H3085 NIKUDAN(英訳) 櫻井忠温 大東亞出版 昭和19
VG1-H4087 濁った頭 志賀直哉 文藝春秋新社 昭和22

VG1-H10935 ニコラ･プッサン 鬼塚寿子
丸善出版サービスセン
ター

昭和52

VG1-H1797 西岡先生追想録 西岡由紀男 西岡由紀男 昭和46
VG1-H8271 西垣文庫目録 早稲田大学図書館　編 早稲田大学図書館 1986
VG1-H4122 西國立志編 スマイルズ･サミュエル 冨山房 昭和13
VG1-H7269 西島麥南全句集 西島麥南 西島麥南全句集刊行会 昭和58
VG1-H8247 西田幾多郎 下村寅太郎　編 岩波書店 昭和46
VG1-H4992 西田幾多郎先生の生涯と思想 高坂正顯 弘文堂書房 昭和22
VG1-H4737 西田幾多郎と和辻哲郎 高坂正顯 新潮社 昭和39
VG1-H7297 西田幾多郎の妻 上田久 南窓社 昭和61
VG1-H10629 西田幾多郎 下村寅太郎 岩波書店 昭和46
VG1-H3699 西田幾多郎 竹田篤司 中央公論社 昭和54
VG1-H3784 西田幾多郎全集　巻五 西田幾多郎 岩波書店 昭和22
VG1-H3785 西田幾多郎全集　巻八 西田幾多郎 岩波書店 昭和23
VG1-H9294 西田幾多郎全集　第13巻 西田幾太郎 岩波書店 1966[昭和41]
VG1-H9295 西田幾多郎全集　第16巻 西田幾太郎 岩波書店 1966
VG1-H9296 西田幾多郎全集　第19巻 西田幾太郎 岩波書店 1966
VG1-H3622 西田幾多郎全集　第7巻 西田幾多郎 岩波書店 昭和24
VG1-H3630 西田幾多郎先生小伝 金谷五三二 みみがね書房 昭和52
VG1-H3698 西田幾多郎先生の生涯と思想 高坂正顯 弘文堂書房 昭和22
VG1-H10630 西田幾多郎と三木清 佐藤信衛 中央公論社 昭和22
VG1-H9899 西田幾多郎と和辻哲郎 高坂正顕 新潮社 1964[昭和49]
VG1-H10515 西田幾多郎の世界 鈴木亨 勁草書房 1977
VG1-H10621 西田幾多郎の哲学 山田宗睦 三一書房 1978
VG1-H6858 西田寸心先生片影 高山岩男　島谷俊三 黎明書房 昭和24
VG1-H9943 西田寸心先生片影 高山岩男　島谷俊三　編 黎明書房 1949[昭和24]
VG1-H3151 西田哲学 務臺理作 弘文堂 昭和24
VG1-H9944 西田哲学 高山岩男 岩波書店 昭和16
VG1-H3697 西田哲學と田邊哲學 高坂正顯 黎明書房 昭和24
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VG1-H2555 西独と英国の著作物利用契約と書式 佐々木能理男　(訳･編) 著作権資料協会 1970
VG1-H6143 西図書館50年誌 － 名古屋市西図書館 昭和50
VG1-H6234 西白本念入りガイド 長谷川卓也 徳間書店 1982
VG1-H5805 西ノ内　紙 － 山方町文化財保存会 昭和41
VG1-H9696 虹のかなたに マリー･ジョゼフ 婦人之友社 1984
VG1-H4219 二重人格 ドストエフスキィ 岩波書店 昭和29
VG1-H364 偽物･真物　美術鑑定二十年 野間清六 朝日新聞社 昭和29
VG1-H3100 偽物･真物 野間清六 朝日新聞 昭和29
VG1-H10115 日英独仏図解辞典 三省堂　編 三省堂 1940[昭和15]
VG1-H4532 日鮮清の文化交流 藤塚鄰 中央館書店 昭和22
VG1-H10193 日販四十年のあゆみ － 日本出版販売 1990
VG1-H3436 日仏会館学報 － 日仏会館 昭和33
VG1-H9265 日米間の著作権保護の沿革　4　著作権シリーズ　83 神出七郎 (社)　著作権資料協会 1990
VG1-H8355 日米間の著作権保護の沿革　(Ⅱ) 神出七郎 著作権資料協会 1988
VG1-H9263 日米間の著作権保護の沿革　3　著作権シリーズ　81 神出七郎 (社)　著作権資料協会 1989
VG1-H9260 日米間の著作権保護の沿革　著作権シリーズ　75 神出七郎 (社)　著作権資料協会 1987
VG1-H6588 日米大学出版局刊行物展目録　PartA 丸善 丸善　株式会社 1982
VG1-H6589 日米大学出版局刊行物展目録　PartB 丸善 丸善　株式会社 1982
VG1-H6590 日米大学出版局刊行物展目録　PartC 丸善 丸善　株式会社 1982

VG1-H3438 日米文化交流の百年 東京アメリカ文化センター
アメリカ大使館広報文化
局出版部発行

昭和43

VG1-H5103 日没閉門 内田百間 新潮社 昭和46
VG1-H11571 日用続官民便覧 赤澤常道　編 東京書林萬勇堂 明治11年7月
VG1-H5415 日露年鑑　昭和19年版 － 欧亜通信社 昭和18
VG1-H7833 日露陸戦新史 沼田多稼蔵 岩波書店 昭和17
VG1-H11037 日記から 井上光貞 井上明子 1983
VG1-H7831 日支交渉史研究 秋山謙造 岩波書店 昭和14
VG1-H757 日書連三十年史 － 日本書店組合連合会 昭和52

VG1-H7396 日書連四十年史
日書連四十年史編集委員会
編

日書連四十年史編集委員
会

昭和61

VG1-H5026 日清戦争従軍秘録 濱本利三郎 青春出版社 昭和47

VG1-292
ニットータイムス　第8巻1号　蓄音機発明五拾年紀
年號

日東タイムス社 1928

VG1-H754 日販20年のあゆみ － 日本出版販売　株式会社 昭和44
VG1-H504 日販30年のあゆみ － 日本出版販売 昭和55
VG1-H10506 ニッポン ブルーノ･タウト 明治書房 1934

VG1-893
にっぽん実話読物　臨時増刊号(戦後30年カストリ復
刻版)

日本出版社 1975

VG1-H5396 ニッポン著作権物語 大家重夫 出版開発社 昭和56
VG1-H10258 ニッポン帝王学 牛島秀彦 潮出版社 1977
VG1-H3078 ニッポン日記 上 マーク･ゲイン 筑摩書房 昭和26
VG1-H3079 ニッポン日記 下 マーク･ゲイン 筑摩書房 昭和26
VG1-H3639 日本の外交と議会政治 直井武夫　編 ニューリーダー 昭和35
VG1-H3709 日本の近代化 中山伊知郎 講談社 1965

VG1-H3675 日本の勤労青年教育
全国高等学校主事協会調査
研究部　編

東京教育研究所出版部 昭和31

VG1-H3830 日本の財政 大蔵財務協会
大蔵財務協会　日本の財
政刊行会

昭和39

VG1-H3531 日本の産業革命 大江志乃夫 岩波書店 1973
VG1-H3585 日本の児童文学 菅忠道 大月書店 昭和31
VG1-H3629 日本の神道 津田左右吉 岩波書店 昭和24
VG1-H4463 にっぽんの秘録　安藤明の生涯 中山正男 文藝春秋新社 昭和38
VG1-H3543 日本の文学 伊藤整　編 毎日新聞社 昭和38
VG1-H3632 日本の文学 野上弥生子　網野菊 中央公論社 昭和40
VG1-H3664 日本の變遷 田中玄次郎　編 新聞同人會 昭和29
VG1-H3532 日本の名著　第33 永井道雄　編 中央公論社 昭和44
VG1-H3678 日本の屋根 － 信越放送　株式会社 昭和36
VG1-H3760 日本の歴史　第11巻 岡田章雄　豊田武　編 読売新聞社 昭和34
VG1-H11923 二どひらく絵本 高橋宏幸 岩崎書店 1981年
VG1-H10894 新渡戸稲造先生に学ぶ 上代たの 基督友会日本年会 1967
VG1-H10964 新渡戸博士とクエーカー主義 小泉一郎 － -
VG1-H11539 二ひきのこぐま イーラ　作　松岡享子　訳 こぐま社 1990
VG1-H4892 ニヒリズム 西谷啓治 弘文堂 昭和24
VG1-H1576 日本新聞發達史 小野秀雄 大阪毎日新聞社 大正11
VG1-H6694 日本二千六百年史 大川周明 第一書房 昭和14
VG1-H10921 日外アソシエーツ出版かたろぐ　1984 － 日外アソシエーツ -

VG1-H8879 日本印刷技術史年表　1945～1980
日本印刷技術史年表編纂委
員会

印刷図書館 1984

VG1-H8880 日本印刷技術史年表　1945～1980
日本印刷技術史年表編纂委
員会

印刷図書館 1984

VG1-H5390 日本印刷工業会　30年史 下中直也編 日本印刷工業会 1980
VG1-H2581 日本印刷年鑑　1957年版 栗原浩 日本印刷新聞社 昭和32
VG1-H2575 日本印刷年鑑　1962年版 沢田巳之助　(編) 日本印刷新聞社 昭和36
VG1-H2579 日本印刷年鑑　1968年版 大和厚 日本印刷新聞社 昭和43
VG1-H2717 日本映画文献史 今村三四夫 鏡浦書房 1967
VG1-H3752 日本英語教育史稿 櫻井役 敞文館 昭和11
VG1-H4210 日本永代蔵 井原西鶴 岩波書店 昭和31
VG1-H217 日本繒入本及繒本目録 － 弘文堂 昭和53
VG1-H6718 日本遠近　ふだん着のパリ遊記 久野收 朝日新聞社 昭和58
VG1-H5433 日本大家論争　巻之1 － 博文館 明治20
VG1-H4057 日本を見つめるために 道喜美代　他 日本女子大学 昭和55
VG1-H764 日本音楽著作権協会三十年史 － 日本音楽著作権協会 昭和44
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VG1-H8568 日本音楽著作権史　上 日本音楽著作権協会　編 日本音楽著作権協会 1990
VG1-H8569 日本音楽著作権史　下 日本音楽著作権協会　編 日本音楽著作権協会 1990
VG1-H10220 日本開化小史 田口卯吉 改造社出版 1929
VG1-H9607 日本開化小史 田口夘吉 経済雑誌社 1917[大正6]
VG1-H11713 日本外史前記　5巻 近藤缾城 吉川半七 明治12年
VG1-H3670 日本貝塚の研究 清野謙次 岩波書店 1969
VG1-H11324 日本学術会議　第14期 － 日本学術会議広報委員会 1988
VG1-H8707 日本学術資料総目録　1988年度版　｢美術工芸篇｣ － 朝日出版社 1988
VG1-H8708 日本学術資料総目録　｢書跡･典籍･古文書篇｣ － 朝日出版社 1988
VG1-H4722 日本が私をつくる 清水幾太郎 光文社 昭和30
VG1-H3047 日本擬人名辞書 － 成光館出版 昭和5
VG1-H3337 日本教育通史 尾形裕康 早稲田大学出版部 昭和35
VG1-H4333 日本切支丹宗門史　上巻 パジェス･レオン 岩波書店 昭和35
VG1-H4334 日本切支丹宗門史　中巻 － 岩波書店 昭和35
VG1-H4335 日本切支丹宗門史　下巻 － 岩波書店 昭和35
VG1-H3321 日本キリスト教史 海老沢有道　大内三郎 日本基督教団出版局 1970
VG1-H8701 日本キリスト教出版史夜話 西阪保治　[ほか] 新教出版社 1984
VG1-H6202 日本キリスト教青年会百年史 斉藤実 日本キリスト教青年会 1980
VG1-H823 日本近現代史小辞典 － 角川書店 昭和53
VG1-H1252 日本近代国家の形成　(日本歴史叢書) 原口清 岩波書店 1974
VG1-H10012 日本近代思想大系　11 加藤周一　[ほか] 岩波書店 1990
VG1-H808 日本近代文学館 － 日本近代文学館 昭和38
VG1-H11889 日本近代文学館　所蔵主要雑誌目録 日本近代文学館 日本近代文学館 1981年
VG1-H11282 日本近代文学館　所蔵主要雑誌目録1990年 － 日本近代文学館 1989
VG1-H1072 日本近代文学大事典　第一巻 － 講談社 昭和52
VG1-H1071 日本近代文学大事典　第ニ巻 － 講談社 昭和52
VG1-H1069 日本近代文学大事典　第三巻 － 講談社 昭和52
VG1-H1070 日本近代文学大事典　第四巻 － 講談社 昭和52
VG1-H1068 日本近代文学大事典　第五巻 － 講談社 昭和52
VG1-H1067 日本近代文学大事典　第六巻付録 － 講談社 昭和53
VG1-H2955 日本近代文学年表 － 角川書店 昭和40
VG1-H3693 日本近代文学の展開 小田切進 読売新聞社 昭和49
VG1-H1994 日本近代名著と文献 岡野他家夫 有明書房 昭和42
VG1-H1653 日本経済新聞八十年史 － 日本経済新聞社 昭和31
VG1-H11051 日本経済の実像とゆくえ　岩波ブックレット　3 宮崎勇 岩波書店 1982
VG1-H1205 日本警察 溝淵増己 松華堂書店 昭和14
VG1-H10107 日本現代文学館　別冊 有島暁子　[ほか] ほるぷ出版 1972[昭和47]
VG1-H10108 日本現代文学館　別冊 有島暁子　[ほか] ほるぷ出版 1972[昭和47]
VG1-H6995 日本現代文学全集　第63巻 野上彌生子　宮本百合子 講談社 昭和40
VG1-H1154 日本言論史　新聞論説の九十年 牛島俊作 河出書房 昭和30
VG1-H6729 にほんご 谷川俊太郎　他 福音館書店 1980
VG1-H2139 日本古印刷文化史 本宮泰彦 冨山房 昭和31
VG1-H3599 日本考古學､人類學史　上 清野謙次 岩波書店 昭和29
VG1-H3600 日本考古學､人類學史　下 清野謙次 岩波書店 昭和30
VG1-H10820 日本広告史 八巻俊雄 日本経済新聞社 1992
VG1-H1495 日本広告発達史　(上) 内川芳美　(編) 電通 昭和51
VG1-H5461 日本広告発達史　下 内川芳美　(編) 電通 昭和55

VG1-H7735 日本交通史料展示書目 －
日本国有鉄道中央鉄道学
園図書館

昭和40

VG1-H5361 日本語をさかのぼる 大野晋 岩波書店 1974
VG1-H10702 日本古刊書目 吉澤義則 帝都出版社 昭和8
VG1-H190 日本古刊書目 吉澤義則 帝都出版社 昭和8
VG1-H1258 日本國憲法　解説と資料 － 時事通信社 昭和22
VG1-H3342 日本國勢圖会 矢野恒太　白崎享一　(編) 國勢社 昭和13
VG1-H3718 日本國勢圖會　昭和16年版 矢野恒太　白崎亨一　編 國勢社 昭和15
VG1-1328 日本国有鉄道監査報告書　昭和49年度 日本国有鉄道監査委員会 1975
VG1-1328 日本国有鉄道監査報告書　昭和51年度 日本国有鉄道監査委員会 1977
VG1-1328 日本国有鉄道監査報告書　昭和52年度 日本国有鉄道監査委員会 1978
VG1-1328 日本国有鉄道監査報告書　昭和53年度 日本国有鉄道監査委員会 1979
VG1-1328 日本国有鉄道監査報告書　昭和54年度 日本国有鉄道監査委員会 1980
VG1-H769 日本古書通信　総目次　創刊号－600号 － 日本古書通信社 昭和54
VG1-H5478 日本古書通信　総目次　創刊号－600号 － 日本古書通信社 昭和54

VG1-H11270
日本古書通信　総目次　昭和9年1月（創刊号）－昭
和58年12月　付・昭和59年－昭和62年

－ 日本古書通信社 昭和59

VG1-H768 日本古書目録年表 － 文車の会 昭和43
VG1-H10535 日本古代文化 和辻哲郎 岩波書店 1939
VG1-H9351 日本古代文化 和辻哲郎 岩波書店 1937[昭和12]
VG1-H7652 日本古代文化　改稿版 和辻哲郎 岩波書店 昭和14
VG1-H10101 日本古典書誌学総説 藤井隆 和泉書院 1991
VG1-H3427 日本古典文学大系 － 岩波書店 -
VG1-H3428 日本古典文学大系 － 岩波書店 -
VG1-H2176 日本古典文法 大野晋 栗田書店 昭和36
VG1-H5997 日本語と女 寿岳章子 岩波書店 1979
VG1-H789 日本語と辞書 山田俊雄 中央公論社 昭和53
VG1-H5918 日本語とタミル語 大野晋 新潮社 昭和56
VG1-H1858 日本語の裏方 寿岳章子 講談社 昭和53
VG1-H924 日本語の感覚 外山滋比古 中央公論社 昭和50
VG1-H1689 日本語の技術 清水幾太郎 ごま書房 昭和52
VG1-H5359 日本語の原景 中本正智 金鶏社 昭和56
VG1-H1865 日本語の作文技術 本多勝一 朝日新聞社 昭和51
VG1-H5779 日本語の作法　潮　221号 多田道太郎 潮出版社 昭和52
VG1-H862 日本語の周辺 臼井吉見 毎日新聞社 昭和51
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VG1-H1853 日本語の世界 大野晋 朝日新聞社 1976
VG1-H10620 日本語の世界　1　日本語の成立 大野晋 中央公論社 1980
VG1-H5360 日本語の世界1　日本語の成立 大野晋 中央公論社 昭和55
VG1-H1836 日本語の年輪 大野晋 有紀書房 昭和36
VG1-H1913 日本語の年輪 大野晋 新潮社 昭和41
VG1-H4593 日本語の法華經 江南文三 大成出版 昭和19
VG1-H1837 日本語の歴史 下中邦彦 平凡社 昭和45
VG1-H209 日本古文書学提要　上巻 － 新生社 昭和42
VG1-H210 日本古文書学提要　下巻 － 新生社 昭和44

VG1-H1866 日本語らしい表現から英語らしい表現へ
E.G.サイデンステッカー
那須聖

培風館 昭和44

VG1-H6396 日本語ワープロと新しい本づくり 脇英世 印刷学会出版部 昭和57
VG1-H3767 日本歳時記 － 八坂書房 昭和47
VG1-H7715 日本索引家協会会員名簿 － 日本索引家協会 [昭和53]
VG1-H746 日本雑誌協会史　第一部　大正･昭和前期 － 日本雑誌協会 昭和43
VG1-H745 日本雑誌協会十年史 － 日本雑誌協会 昭和42
VG1-H8936 日本雑誌協会三十年史　昭和五十一年～昭和六十年 － 日本雑誌協会 昭和63
VG1-H5317 日本雑誌協会20年史 自41年　至50年 － 日本雑誌協会 昭和56
VG1-H8015 日本雑誌協会会員社発行雑誌一覧 日本雑誌協会　編 日本雑誌協会 1987
VG1-H744 日本雑誌協会史　第二部　戦中･戦後期 － 日本雑誌協会 昭和44
VG1-H5663 日本雑誌広告会25年の歩み － － 昭和46
VG1-H5837 日本雑誌総目録　1953年版 － 栗田雑誌販売　(株) 昭和23
VG1-H11749 日本雑誌総覧　1963 出版ﾆｭｰｽ社編集部　編 出版ﾆｭｰｽ社 昭和38年
VG1-H742 日本雑誌総覧　1963 － 出版ニュース社 昭和38
VG1-H702 日本雑誌総覧　'79 － 出版ニュース社 昭和54
VG1-H683 日本雑誌物語 山崎安雄 アジア出版社 昭和34
VG1-H3530 日本産業革命の研究　上 大石嘉一郎　編 東京大学出版会 1975

VG1-H6560
附日配産業報國會大坂分會結成式次第1枚､日本出版
配給株式會社産業報国会役員名簿　1枚､日本出版配
給株式会社産業報國會規約

日本出版配給株式会社 日本出版配給株式会社 昭和16

VG1-H5029 日本史　[原始～鎌倉時代] 工藤張雄 大蔵出版 1955
VG1-H5030 日本史　[室町時代～現代] 工藤張雄 大蔵出版 1955
VG1-H3373 日本史概説 石井良助 創文社 昭和28
VG1-H2021 日本紙業發達史　全 － 紙業出版社 昭和17
VG1-H10440 日本思想史に於ける否定の論理の発達 家永三郎 新泉社 1969[昭和44]
VG1-H1207 日本思想闘諍史料 鷲尾順敬　(編) 東方書院 昭和5
VG1-H9614 日本史探訪　15 角川書店　編 角川書店 1985[昭和50]
VG1-H9610 日本史探訪　6 角川書店　編 角川書店 昭和61
VG1-H9611 日本史探訪　7 角川書店　編 角川書店 昭和59
VG1-H9612 日本史探訪　8 角川書店　編 角川書店 昭和61
VG1-H9613 日本史探訪　10 角川書店　編 角川書店 昭和61
VG1-H6349 日本字デザイン 佐藤敬之輔 丸善 昭和36
VG1-H3716 日本資本主義講座 宇佐美誠次郎　編 岩波書店 昭和29
VG1-H3717 日本資本主義講座 宇佐美誠次郎　編 岩波書店 昭和29
VG1-H10040 日本ジャーナリズム史研究 西田長寿 みすず書房 1989
VG1-H3343 日本社会運動史 渡邊觀吾 立花書房 昭和30
VG1-H10750 日本社会主義文献解説 細川嘉六 岩波書店 昭和7
VG1-H11139 日本社会と天皇制　岩波ブックレット　108 網野善彦 岩波書店 1988
VG1-H3700 日本社會の史的究明 歴史学研究会　編 岩波書店 昭和26
VG1-H1730 日本十進分類法要目表 － 日本図書館協会 1955
VG1-H493 日本出版百年史年表 － 日本書籍出版協会 1968
VG1-H11882 日本出版会に要望す 羽田武嗣郎 理想社 昭和18年
VG1-H551 日本出版界のあゆみ 小川菊松 誠文堂新光社 昭和37
VG1-H7498 日本出版クラブ三十年史 － 日本出版クラブ 昭和62[1982]
VG1-H6254 日本出版警察法制の歴史的研究序説 奥平康弘 日本評論新社 昭和42
VG1-H734 日本出版史 － － -
VG1-H2877 日本出版人総鑑　1906年版 － 文化通信社 昭和51
VG1-H224 日本出版創始諸事拾遺 － 佐藤典雅 昭和55
VG1-H159 日本出版大觀 － 出版タイム社 昭和5
VG1-H598 日本出版取次協会二十年史 － 日本出版取次協会 昭和47
VG1-H5642 日本出版取次協会三十年史 － － 昭和57
VG1-H5827 日本出版年鑑　22･23年版 － 日本出版協同　(株) 昭和23
VG1-H2619 日本出版年鑑　昭和19.20.21年版 － 日本出版協同 昭和22
VG1-H2620 日本出版年鑑　昭和19.20.21年版 － 日本出版協同 昭和22
VG1-H2887 日本出版年鑑　昭和22･23年版 － 日本出版協同　株式会社 昭和23
VG1-H2621 日本出版年鑑　昭和22.23年版 － 日本出版協同 昭和23
VG1-H450 日本出版販売史 橋本求 講談社 昭和39
VG1-H8493 未刊史料による日本出版文化　第2巻 弥吉光長 ゆまに書房 昭和63
VG1-H8494 未刊史料による日本出版文化　第3巻 弥吉光長 ゆまに書房 昭和63
VG1-H8495 未刊史料による日本出版文化　第3巻 弥吉光長 ゆまに書房 昭和63
VG1-H8496 未刊史料による日本出版文化　第4巻 弥吉光長 ゆまに書房 平成元年
VG1-H1039 日本出版文化協會概要 － 日本出版文化協會 昭和16
VG1-H160 日本出版文化史 小林善八 青裳堂書店 昭和53
VG1-H165 日本出版文化史 岡野他家夫 春歩堂 昭和34
VG1-H11895 日本出版文化史概説 川瀬一馬　述 － 昭和47年
VG1-H5955 日本出版取次協会30年史 － － 昭和57

VG1-H6798
「日本出版文化協會」改革に就く全国会員諸賢に告
ぐ

矢嶋定男 新時潮社 昭和17

VG1-H189 日本小説書目年表 山崎麓 ゆまに書房 昭和52
VG1-H3619 日本上代史の研究 津田左右吉 岩波書店 昭和22
VG1-H4395 日本書紀　上 黒板勝美編 岩波書店 昭和18
VG1-H4396 日本書紀　中 黒板勝美編 岩波書店 昭和23
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VG1-H4397 日本書紀　下 黒板勝美編 岩波書店 昭和23
VG1-H9601 日本書紀　訓読　上巻 黒板勝美 岩波書店 1943[昭和18]
VG1-H11226 日本書紀をよむ　岩波ブックレット　200 松本清張 岩波書店 1991
VG1-H206 日本書誌學概説 川瀬一馬 大日本雄辯會講談社 昭和25
VG1-H46 日本書誌學概説 川瀬一馬 講談社 昭和47
VG1-H6061 日本書誌学大系　25　松沢老泉資料集 弥吉光長 青裳堂書店 昭和57
VG1-H9078 日本書誌学之研究　続 川瀬一馬 雄松堂書店 1980
VG1-H6052 日本書誌学用語辞典 川瀬一馬 雄松堂書店 昭和57
VG1-H9073 日本書誌学用語辞典 川瀬一馬 雄松堂書店 1982
VG1-H2720 日本女子大学図書館所蔵参考図書目録和書篇 － 日本女子大学図書館 1974

VG1-H2721
日本女子大学図書館所蔵参考図書目録和書篇　補遺
版

－ 日本女子大学図書館 1974

VG1-H11534 日本女子大学の八十年 － 日本女子大学 昭和56
VG1-H191 日本書誌の書誌　総載篇 － 巖南堂書店 昭和48
VG1-H597 日本書籍出版協会十年史 － 日本書籍出版協会 昭和42
VG1-H8410 日本書籍出版協会三十年史 日本書籍出版協会　編 日本書籍出版協会 昭和62
VG1-H2933 日本書籍出版協会会員名簿 － 日本書籍出版協会 昭和35

VG1-H2869
日本書籍出版協会評議員選挙･被選挙権者選挙権者名
簿

－ － 昭和35

VG1-H6502 日本書籍総目録　1984　索引 － 日本書籍出版協会 1984
VG1-H6500 日本書籍総目録　1984　書名　1 － 日本書籍出版協会 1984
VG1-H6501 日本書籍総目録　1984　書名　2 － 日本書籍出版協会 1984
VG1-H5459 日本書籍総目録　索引'77－'78 － 日本書籍出版協会 1977
VG1-H5458 日本書籍総目録　書名'77－'78 － 日本書籍出版協会 1977
VG1-H2692 日本書籍目録 日本出版販売株式会社　編 日本出版販売 昭和39
VG1-H2958 日本書籍目録 － 日本出版販売 昭和46
VG1-H2965 日本書籍目録　1964年総合版 － 日本出版販売 昭和40
VG1-H4725 日本人 清水幾太郎 要書房 昭和26
VG1-H3239 日本人的発想と政治文化 山本七平 日本書籍 昭和54
VG1-H5624 日本人と紙　日本自身　3巻3号 － 日本自身社 昭和54
VG1-H9983 日本人の梅と健康 松本紘斉 望月政治事務所　(発売) 1980
VG1-H9984 日本人の梅と健康 松本紘斉 望月政治事務所　(発売) 1980
VG1-H10436 日本人の心の歴史　上 唐木順三 筑摩書房 1973[昭和48]
VG1-H10437 日本人の心の歴史　下 唐木順三 筑摩書房 1973
VG1-H3853 日本人のことば 西尾実 岩波書店 昭和32
VG1-H6657 ニホン人の思想的態度 つださうきち 中央公論社 昭和23
VG1-H9141 日本人の人生案内 読売新聞社婦人部　編 平凡社 1988
VG1-H3540 日本人の西洋発見 ドナルド･キーン 錦正社 昭和32
VG1-H1969 日本人の造語法 藤原與一 明治書院 昭和36
VG1-H3332 日本人の履歴書 唐津富太郎 読売新聞社 昭和42
VG1-H3367 日本人物記　(第一巻) 日本人物記編纂所　編 六興出版社 昭和27
VG1-H3366 日本人物記　(第二巻) 日本人物記編纂所　編 六興出版社 昭和27
VG1-H3365 日本人物記　(第三巻) 日本人物記編纂所　編 六興出版社 昭和27
VG1-H3364 日本人物記　(第四巻) 日本人物記編纂所　編 六興出版社 昭和27
VG1-H1715 日本新聞百年史 － 日本新聞百年史刊行会 昭和35
VG1-H1587 日本新聞會便覧 － 日本新聞会 昭和19
VG1-H10738 日本新聞協会二十年史 日本新聞協会　編 日本新聞協会 昭和41
VG1-H10739 日本新聞協会三十年史 日本新聞協会　編 日本新聞協会 昭和51
VG1-H1492 日本新聞廣告史　電通創立40周年記念 － 日本電報通信社 昭和15
VG1-H3445 日本新聞雑誌便覧 太田義雄　編 日本新聞雑誌調査会 昭和41
VG1-H2683 日本新聞雑誌便覧　昭和40年版 太田義雄　編 日本新聞雑誌調査会 昭和40
VG1-H751 日本新聞雑誌便覧 － 日本新聞雑誌調査会 昭和54
VG1-H6886 日本新聞雑誌便覧　昭和43年版 日本新聞雑誌調査会 － 昭和43
VG1-H8369 日本新聞雑誌便覧　昭和63年版 日本新聞雑誌調査会　編 日本新聞雑誌調査会 昭和63
VG1-H1533 日本新聞史 山本文雄 国際出版 1948
VG1-H1611 日本新聞史　創始　指導　企業　(明治期)時代 小野秀雄 良書普及會 昭和22
VG1-H1626 日本新聞紙の研究 上西半三郎 大阪毎日新聞社 昭和8
VG1-H6578 日本新聞紙の研究 上西半三郎 大阪毎日新聞社 昭和8

VG1-H1532 日本新聞通史 春原昭彦
現代ジャーナリズム出版
会

昭和44

VG1-H1717 日本新聞年鑑 － 電通 1961
VG1-H2710 日本新聞年鑑　昭和22年 － 日本新聞協會 昭和22
VG1-H2709 日本新聞年鑑　昭和23-4年 － 日本新聞協會 昭和23
VG1-H1572 日本新聞販賣史 大西林五郎 日刊新聞通信社 昭和6
VG1-H3897 日本人論 三宅雪嶺　芳賀矢一 冨山房 昭和52
VG1-H6632 「日本人論」の中の日本人民族の核心を知る 築島謙三 大日本図書株式会社 昭和59
VG1-H3839 日本神話 上田正昭 岩波書店 1970
VG1-H3234 日本隨筆大成　別巻　嬉遊笑覧　一 － 吉川弘文館 昭和54
VG1-H3235 日本隨筆大成　別巻　嬉遊笑覧　二 － 吉川弘文館 昭和54
VG1-H9371 日本スキー発達史 小川勝次 朋文堂 1956[昭和31]
VG1-H2035 日本製紙株式會社十五年史 － 日本製紙　(株) 昭和8
VG1-H6201 日本聖書協会100年史 － 日本聖書協会 1975
VG1-H6994 日本聖書協会100年史 日本聖書協会 日本聖書協会 昭和50
VG1-H6693 日本精神と佛教 高神覺昇 第一書房 昭和16
VG1-H536 日本精神と平和国家 矢内原忠雄 岩波書店 昭和21
VG1-H7823 日本世界観 秋山謙蔵 第一書房 昭和18

VG1-H3663 日本世相百年史 神島二郎　加藤建吉　編
東京日日新聞社　サン写
真新聞社

昭和30

VG1-H10861 日本全史　(ジャパン･クロニック) － 講談社 1991

VG1-H11221
日本占領下香港で何をしたか　岩波ブックレット
195

和久田幸助 岩波書店 1991

VG1-H3466 日本想藝史 中村直勝 宝書房 昭和21
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VG1-H2871 日本総合図書目録　　1959年版 － 日本書籍出版協会 昭和34
VG1-H10140 日本総合図書目録　1976･1977 － 日本書籍出版協会 1977
VG1-H11739 日本大学七十年略史 日本大学編 日本大学 昭和34年
VG1-H9273 日本大学の九十年 日本大学 日本大学広報部 1979[昭和54]
VG1-H5903 日本大雑誌　昭和戦後篇 － 流動出版 昭和54
VG1-H5901 日本大雑誌　昭和戦前篇 － 流動出版 昭和54
VG1-H5902 日本大雑誌　昭和戦中篇 － 流動出版 昭和54
VG1-H5900 日本大雑誌　大正篇 － 流動出版 昭和54
VG1-H5899 日本大雑誌　明治篇　復録 － 流動出版 昭和54
VG1-H2307 日本著作権法要論 荒木虎太郎 荒木特許事務所 大正4
VG1-H10657 日本珍書復刻集 － 日本珍書研究会 -
VG1-H10078 日本的出版界 塩澤実信 台灣東販創社 中華民国79年
VG1-H2215 日本デザイン小史 － ダヴィッド社 1970
VG1-H10510 日本デザイン論 伊藤ていじ 鹿島研究所出版会 1966
VG1-H10766 日本哲学の先蹤 田邊元 教学局 昭和14
VG1-H3300 日本鐵道創設史話 石井満 法政大学出版部 昭和27
VG1-H2805 日本統計総索引 － 東洋経済新報社 昭和34
VG1-H6203 日本統計文化史序説 小島勝治 未来社 1972
VG1-H8368 日本読書新聞 香内三郎　定村忠士　解説 不二出版 1988
VG1-H1720 日本図書館学史序説 － 早川図書 1976
VG1-H809 日本図書館協会六十年略譜 － 日本図書館協会 1951
VG1-H1735 日本図書館史 小野則秋 玄文社 昭和48
VG1-H1742 日本圖書館總覧 － 自然科学書協会 昭和29
VG1-415 日本図書研究叢書　2編 第一堂書店 1937
VG1-H9923 日本図書センター出版目録　1990 － 日本図書センター [1990]
VG1-H5828 日本図書総目録　加除式分類 － 栗田書店 昭和28
VG1-H5829 日本図書総目録　加除式分類 － 栗田書店 昭和30
VG1-H5830 日本図書総目録　加除式分類 － 栗田書店 昭和30
VG1-H5831 日本図書総目録　加除式分類 － 栗田書店 昭和34
VG1-H10714 日本図書文化源流考 桜井良策 巖南堂書店 昭和53
VG1-H875 日本図書文化源流考 桜井良策 巖南堂書店 昭和53
VG1-H1932 日本に於ける外字の新聞雑誌 蛯原八郎 半狂堂 昭和7
VG1-H5707 日本に於ける外字の新聞雑誌 蛯原八郎 半狂堂 昭和7
VG1-H5671 日本における雑誌出版の変遷 布川角左衛門 － -
VG1-H779 日本における辞典の歴史 乾輝雄 辞典協会 昭和31
VG1-H3999 日本におけるジャーナリズムの特質 － 研究社出版 昭和48
VG1-H6127 日本におけるジャーナリズムの特質 － 研究社 昭和48
VG1-H10562 日本における自由のための闘い 吉野源三郎 評論社 1969
VG1-H10701 日本におけるバルザック書誌 原政夫 駿河台出版社 1969
VG1-H3330 日本の歩み五十年 岩崎榮 早川書房 昭和26
VG1-H10843 日本の家 織田憲嗣 福音館書店 1989
VG1-H5804 日本の板紙 － 板紙連合会 昭和39
VG1-H10135 日本農業書総目録　1987 農業書協会　編 農業書協会 1986
VG1-H6543 日本の鶯　堀口大学聞書き 関容子 角川書店 昭和56
VG1-H10446 日本の運命とともに 清水幾太郎 河出書房 1951[昭和26]
VG1-H6941 日本の英学　100年　昭和編 日本の英学百年編集部 研究社 昭和44[1969]
VG1-H6940 日本の英学　100年　大正編 日本の英学百年編集部 研究社 昭和43[1968]
VG1-H6939 日本の英学　100年　明治編 日本の英学百年編集部 研究社 昭和43[1968]
VG1-H6942 日本の英学100年　別巻 日本の英学百年編集部 研究社 昭和44[1969]

VG1-H8549 日本の塩化ビニール産業
｢日本の塩化ビニール産業｣
編纂委員会　編

日本ビニール商業連合会 昭和54

VG1-H1012 日本の鉛版事始 高取武 印刷時報社 昭和53
VG1-H6889 日本のかたち 岩宮武二　(他) 淡交社 昭和53
VG1-H18 日本の紙 寿岳文章 吉川弘文館 昭和42
VG1-H2029 日本の紙 壽岳文章 靖文社 昭和19
VG1-H9350 日本の紙 寿岳文章 吉川弘文館 1969[昭和44]
VG1-H2030 日本の紙　訂正再版 壽岳文章 大八州出版 昭和21
VG1-H2031 日本の紙　訂正再版 壽岳文章 大八州出版 昭和21
VG1-H6360 日本歌謡･芸能の周辺 浅野建二 勉誠社 昭和58
VG1-H5310 日本の奇書77冊 佐藤要人(他) 自由国民社 昭和55
VG1-H970 日本のギャンブル 紀田順一郎 桃源社 昭和41
VG1-H3249 日本の教育政策 － 朝日新聞社 1978
VG1-H1955 日本の教科書 小田二郎 三一書房 1960
VG1-H2160 日本の近代美術 土方定一 岩波書店 1974
VG1-H4963 日本の幻想 加藤子明 乾元社 昭和25
VG1-H7318 日本の広告　人･時代･表現 山本武利　津金澤聰廣 日本経済新聞社 昭和61
VG1-H8656 日本の心 五井昌久 白光真宏会出版局 1973
VG1-H8657 日本の心 五井昌久 白光真宏会出版局 1973
VG1-H3160 日本の國家 長谷川如是閑 弘文堂 昭和26
VG1-H10052 日本の古典籍 反町茂雄 八木書店 1984
VG1-H4013 日本の古典名著総解説 － 自由国民社 1980
VG1-H7574 日本の子どもの文学展 － 神奈川文学振興会 昭和60
VG1-H11128 日本の米　岩波ブックレット　95 祖田修 岩波書店 1987
VG1-H7397 日本の暦 国立国会図書館　編 国立国会図書館 昭和59
VG1-H3161 日本の財閥 土屋喬雄 弘文堂 昭和23
VG1-H383 日本の雑誌王野間清治氏 － 大日本雄辯会講談社 昭和3
VG1-H6285 日本の参考図書に現われた年鑑類細目 － 日本図書館協会 1967
VG1-H10922 日本の資源問題　世界の中の日本経済シリーズ　4 深海博明 世界の動き社 昭和49
VG1-H5678 日本の辞書　文学1962-VOL30-2 － － 1962
VG1-H4896 日本の姿勢 笠信太郎 南窓社 昭和40
VG1-H4716 日本の思想　国民講座　1 清水幾太郎 河出書房 昭和26
VG1-H3499 日本の思想家 山本健吉　編 光書房 昭和34
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VG1-H10563 日本の思想界　戦前･戦中･戦後 中村雄二郎 勁草書房 1967
VG1-H6232 日本の児童図書賞　1947-1981 － 東京こども図書館 1982
VG1-H8411 日本の児童図書賞　1982年-1986年 東京子ども図書館　編 東京子ども図書館 1988
VG1-H235 日本の自筆本 － 弘文莊 昭和54
VG1-H6309 日本の自筆本　第二集　弘文荘古書販売目録 弘文荘 弘文荘 昭和56
VG1-H6630 日本のジャーナリズム　大衆の心をつかんだか 内川芳美　新井直之 有斐閣 昭和58
VG1-H10756 日本のジャーナリズムと｢赤旗｣の役割 － 日本共産党中央委員会 1992
VG1-H4732 日本の出版界を築いた人びと 鈴木省三 柏書房 1985
VG1-H9756 日本の出版界を築いた人びと 鈴木省三 柏書房 1985
VG1-H2838 日本の出版社　1964 － 出版ニュース社 昭和38
VG1-H2841 日本の出版社　1966 － 出版ニュース社 昭和40
VG1-H4039 日本の出版社　'80 － 出版ニュース社 1979
VG1-H7078 日本の出版界を築いた人びと 鈴木省三 柏書房 昭和60[1985]
VG1-H10102 日本の書店百年 尾崎秀樹　宗武朝子 青英社 1991
VG1-H102 日本の書物 庄司淺水 創元社 昭和29
VG1-H10229 日本の書物 紀田順一郎 筑摩書房 1991
VG1-H105 日本の書物 庄司淺水 美術出版部 1978
VG1-H106 日本の書物 庄司淺水 東京 昭和29
VG1-H6305 日本の書物 庄司淺水 美術出版社 1978
VG1-H967 日本の書物 紀田順一郎 新潮社 昭和51
VG1-H9432 日本のシンクタンク － 東京大学新聞研究所 1985
VG1-H7724 日本の人口と出版量 － 東京出版販売 昭和32
VG1-H5956 日本の聖書　聖書和訳の歴史　新訂増補 海老澤有道 日本基督教団 1981
VG1-H4655 日本の立場 加藤俊一 全国町村議会議長会 昭和27
VG1-H1483 日本の知識産業 片方善次　佐賀利雄 ダイヤモンド社 昭和45
VG1-H3323 日本の百年　(2　廃墟の中から) 鶴見俊輔 筑摩書房 昭和36
VG1-H3322 日本の百年　(6　成金天下) 鶴見俊輔 筑摩書房 昭和37
VG1-H1421 日本の表情 大宅壮一 駿河台書房 昭和28
VG1-H8561 日本の復興と天然資源政策 － 資源協会 1986
VG1-H7583 日本の古版本 天理図書館　編 東京天理教館 昭和56
VG1-H930 日本の文章 外山滋比古 北斗出版 1979
VG1-H4707 日本の曲り角 大内兵衛 文藝春秋新社 昭和36
VG1-H6032 日本の曲り角 大内兵衛 文芸春秋新社 昭和36
VG1-H1330 日本のマスコミ 小林雄一 新日本出版社 1966
VG1-H10336 日本の名随筆　別巻12　古書 紀田順一郎 作品社 1992
VG1-H1687 日本の名著 桑原武夫 中央公論社 昭和40
VG1-H1822 日本の名著 － 毎日新聞 昭和38
VG1-H6815 日本の名著 角川書店 角川書店 昭和31
VG1-H10802 日本の眼鏡 長岡博男 東峰書房 昭和42
VG1-H979 日本の文字 樺島忠夫 岩波書店 1979
VG1-H10698 日本のリトルマガジン 田村紀雄 出版ニュース社 平成4
VG1-H1261 日本の歴史　上 井上清 岩波書店 1963
VG1-H3344 日本の歴史　10 岡田章雄　(編) 読売新聞社 昭和34

VG1-H1299 日本のローカル新聞 田村紀雄
現代ジャーナリズム出版
会

昭和43

VG1-H10696 日本の論点 文藝春秋　編 文藝春秋 平成4
VG1-H3815 にほんばし-商い四00年 － 東洋経済新報社 昭和50
VG1-H4700 日本美術史　上代篇 上野直昭 河出書房 昭和24
VG1-H4887 日本美術の恩人たち 矢代幸雄 文藝春秋新社 1961
VG1-H10218 日本美術の知識　上巻 中村亮平 改造社出版 1932
VG1-H10219 日本美術の知識　下巻 中村亮平 改造社出版 1932
VG1-H4701 日本美術の話 上野直昭 寳文館 昭和27
VG1-H897 日本美の系譜 西田正好 創元社 昭和54
VG1-H3286 日本百年の記録(上) 木下宗一 人物往来社 昭和35
VG1-H3287 日本百年の記録(下) 木下宗一 人物往来社 昭和35

VG1-H3662 日本百科年表
大久保利謙　下村富士男
編

朝倉書店 昭和31

VG1-1622 日本評論 [復刻版]　1号 講談社 1890
VG1-H7926 日本評論社創業満二十周年記念特売目録 － 日本評論社 昭和13[1938]
VG1-H7422 日本ファシズムの言論弾圧抄史 畑中繁雄 高文研 昭和61
VG1-H7423 日本ファシズムの言論弾圧抄史 畑中繁雄 高文研 昭和61

VG1-H11547 日本複写権センターのあらまし －
日本複写権センター設立
発起人会

1989

VG1-H5431 日本婦人問題資料集成　10巻 丸岡秀子　山口美代子 ドメス出版 昭和55
VG1-H3657 日本婦人問題資料集成　第5巻　家族制度 湯沢雍彦　編 ドメス出版 昭和51
VG1-H8417 日本婦人問題資料集成　第9巻 丸岡秀子　編　解説 ドメス出版 昭和56
VG1-H2111 日本古印刷文化史 本宮泰彦 冨山房 昭和7
VG1-H3350 日本プロレタリア編年史 小宮義孝　(編) 同人社 昭和6

VG1-H485 日本文学研究文献要覧 1965-1974 －
日外アソシエーツ　株式
会社

昭和52

VG1-H486 日本文学研究文献要覧 1965-1974 －
日外アソシエーツ　株式
会社

昭和52

VG1-H231 日本文學講座　第17巻 － 改造社 昭和10
VG1-H9384 日本文学講座　第17巻　年表書誌篇 － 改造社 1935
VG1-H10753 日本文学講座17巻　年表書誌篇 － 改造社 昭和10
VG1-H3329 日本文学史 奥野健男 中央公論社 昭和48
VG1-H3065 日本文学史 三上參次 金港堂書籍 明治27
VG1-H3292 日本文学史　(下巻) 三上参次　高津鍬三郎 金港堂書籍 明治27
VG1-H3313 日本文學史　(第1巻) 山元都星雄 白楊社 昭和15
VG1-H3314 日本文學史　(第2巻) 山元都星雄 白楊社 昭和16
VG1-H3315 日本文學史　(第3巻) 山元都星雄 白楊社 昭和16
VG1-H3316 日本文學史　(第4巻) 山元都星雄 白楊社 昭和16
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VG1-H10653 日本文学史辞典 谷山茂　ほか　編 京都書房 1982
VG1-H4042 日本文学史序説　下 加藤周一 筑摩書房 昭和55
VG1-H4043 日本文学史序説　上 加藤周一 筑摩書房 昭和55
VG1-H3750 日本文学史読本 西下経一　高田芳夫 寧樂書房 昭和30
VG1-H3327 日本文化史の焦点 芳賀登　黒羽清隆　編 雄山閣出版 昭和38
VG1-H11692 日本文学史表覧 沼澤龍雄 明治書院 昭和9年
VG1-H11698 日本文学史表覧　別冊 沼澤龍雄 株式会社　明治書院 昭和9年
VG1-H124 日本文学者年表 赤堀又次郎 大日本圖書　株式会社 明治35
VG1-H11807 日本文学全書 大橋　新太郎　編 博文舘 明治25年
VG1-H7516 日本文学大年表 市古貞次　編 桜楓社 昭和61
VG1-H6136 日本文学における句読点 大類雅敏 栄光出版社 昭和53
VG1-H3272 日本文化最近二十年誌 啓明会　編 啓明會事務所 昭和12
VG1-H3334 日本文化史　(上) G.サンソム 創元社 昭和26
VG1-H3335 日本文化史　(中) G.B.サンソム 創元社 昭和26
VG1-H3336 日本文化史 川瀬一馬 川瀬一馬 昭和53
VG1-H8645 日本文化史　日本の心と形 石田一良 東海大学出版会 1989
VG1-H8186 日本文化私觀 坂口安吾 日本近代文学館 昭和44
VG1-H5860 日本文化史展覧会目録 － 東京朝日新聞社 昭和15
VG1-H3266 日本文化史年表 清原貞雄 中文館書店 昭和5
VG1-H1356 日本文化とコミュニケーション 辻村明 日本放送出版協会 昭和51
VG1-H2714 日本文化年鑑　1948年版 － 社會評論社 昭和23
VG1-H8815 日本文化の活性化　エセー一九八三-八八年 桑原武夫 岩波書店 1988

VG1-H7248 日本文化の深層を考える 網野善彦　[等]
日本エディタースクール
出版部

昭和61

VG1-H3468 日本文化の發達 魚澄惣五郎 柳原書店 昭和18
VG1-H6327 日本文芸家協会50年史 － 日本芸術家協会 昭和54
VG1-H730 日本文芸協会五十年史 － 日本文芸協会 昭和54
VG1-H1080 日本文藝發禁史 馬屋原成男 創元社 昭和27
VG1-H182 日本文獻學文法論歴史物語 芳賀矢一 冨山房 昭和3
VG1-H6288 日本文献史序説 和田萬吉 青裳堂書店 昭和58
VG1-H53 日本文庫史研究　(上巻) 小野則秋 大雅堂 昭和19
VG1-H8052 日本文士階級鑑 文藝新聞社 日本近代文学館 1968
VG1-H11752 日本文壇史１　開化期の人々 伊藤整 大日本雄辯會講談社 昭和29年
VG1-H11753 日本文壇史　2　新文学の創始者たち 伊藤整 大日本雄辯會講談社 昭和29年
VG1-H11754 日本文壇史　3　悩める若人の群 伊藤整 大日本雄辯會講談社 昭和30年
VG1-H3357 日本文壇史　1 伊藤整 大日本雄會会講談社 昭和28
VG1-H3356 日本文壇史　2 伊藤整 大日本雄會会講談社 昭和29
VG1-H3355 日本文壇史　3 伊藤整 大日本雄會会講談社 昭和30
VG1-H3354 日本文壇史　4 伊藤整 大日本雄會会講談社 昭和31
VG1-H3353 日本文壇史　5 伊藤整 大日本雄會会講談社 昭和33
VG1-H3352 日本文壇史　6 伊藤整 大日本雄會会講談社 昭和35

VG1-H727 日本文の分かち書きと構文分析 －
日本情報処理学会機械翻
訳研究委員会

1963

VG1-H3205 日本崩壊 山口比呂志 サンケイ出版 昭和53
VG1-H1293 日本報道百年史　新聞記者ルポルタージュ － 全日本新聞連盟出版局 昭和51
VG1-H2924 日本法令索引　1960年版 － 国立国会図書館 昭和35
VG1-H8655 日本凡人伝 猪瀬直樹 新潮社 1985
VG1-H1358 日本マス･コミュニケーション史 － 東海大学出版会 1970
VG1-H1490 日本マスコミ総覧　1963年度版 － 文化通信社 -
VG1-H2677 日本マスコミ総覧　一九六八年度版 － 文化通信社 -
VG1-H9434 日本マスコミ総覧　1974年版 － 文化通信社 1974
VG1-H5940 日本ミュージカル事始め 清島利典 刊行社 昭和57
VG1-H4204 日本民謡集 － 岩波書店 昭和35
VG1-H4209 日本民謡集 町田嘉章　浅野建二　編 岩波書店 昭和35
VG1-H8418 日本名句辞典 鈴木一雄　外山滋比古　編 大修館書店 1988
VG1-H448 日本名作自選文学館　別冊 有島暁子(他) ほるぷ出版 昭和49
VG1-H1731 日本目録規則 － 日本図書館協会 1955
VG1-H1055 日本文字デザインの基礎 河原英介 邦文社 1968
VG1-H3811 日本憂国三代史 － 公安資料調査会 昭和38

VG1-H10211
日本ユニエージェンシー二十年の歩み　翻訳出版目
録

－ 日本ユニエージェンシー 1991

VG1-H11542 日本ユニエージェンシー二十年の歩み － 日本ユニエージェンシー 1991
VG1-H5449 日本ユネスコ活動10年史 － － 昭和37
VG1-H10120 日本理学書総目録　1987 － 日本理学書総目録刊行会 1987
VG1-H7609 日本陸運二十年史　第2巻 － 日本国有鉄道 昭和[  ]
VG1-H7835 日本倫理を貫くもの･まこと 下程勇吉 小山書店 昭和19
VG1-H230 日本歴史　[別冊]総目録(1号～300号) － 吉川弘文館 昭和49
VG1-H3043 にほんれきし教科書(下巻) － 大日本圖書 明治27
VG1-H10963 日本列島の大学像について 坂田道太 － 昭和45
VG1-H4922 日本浪曼派批判序説 橋川文三 未来社 1960
VG1-H1303 ニュー･ジャーナリズム 栗林利彰 汐文社 1978
VG1-H6341 ニューズウイークの世界 － 時事通信社 昭和59
VG1-H1366 ニュースを追って 古谷綱正 東面文明社 昭和31
VG1-H1862 ニュース原稿の書き方 奥秋義信 岩崎放送出版社 1970
VG1-H3430 ニュースの索引　第2巻第23号 － 出版科学研究所 昭和43
VG1-H5983 ニューメディア － 第一法規出版 昭和57
VG1-H8923 ニューメディア研究 井上宏　多喜弘次 世界思想社 1984
VG1-H8547 ニューメディア最前線 隅井孝雄　編著 大月書店 1983
VG1-H9859 ニューメディアと子ども　図説 日本女子社会教育会　編集 日本女子社会教育会 1991
VG1-H7171 入門･雑誌づくり 小林一博 にっかん書房 昭和58
VG1-H6365 入門講話　日本出版文化史エディター叢書　33 川瀬一馬 日本エディタースクール 昭和58
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VG1-H9088 入門講話日本出版文化史 川瀬一馬
日本エディタースクール
出版部

1983

VG1-H4741 荷葉團々 － 和辻照 昭和47
VG1-H4169 楡の花 中谷宇吉郎 甲文社 昭和23
VG1-H9460 人気の本、実力の本 荒川洋治 五柳書院 1988
VG1-H4432 人形百話 山田徳兵衛 未来社 1963
VG1-H7672 人間の運命　第1部第1巻 芹沢光治良 新潮社 昭和50
VG1-H7673 人間の運命　第1部第2巻 芹沢光治良 新潮社 昭和47
VG1-H7674 人間の運命　第1部第3巻 芹沢光治良 新潮社 昭和47
VG1-H7675 人間の運命　第1部第4巻 芹沢光治良 新潮社 昭和49
VG1-H7676 人間の運命　第1部第5巻 芹沢光治良 新潮社 昭和52
VG1-H3777 人間　過去･現在･未来　<上> レ･マンフォード 岩波書店 1967
VG1-H6948 人間　過去･現在･未來　下 L.マンフォード 岩波書店 昭和59[1984]
VG1-H986 人間　過去･現在･未来　(上) L.マンフォード 岩波書店 1978
VG1-H408 人間･菊池寛 佐藤みどり 新潮社 1961
VG1-H3754 人間を考える 松下幸之助 ＰＨＰ研究所 昭和47
VG1-H8582 人間行動としてのコミュニケーション 鍋倉健悦 思索社 1987
VG1-H11829 人間、この非人間的なもの なだいなだ 筑摩書房 1985年
VG1-H4919 人間算術 吉田洋一 角川書店 昭和25
VG1-H4091 人間讃美 武者小路実篤 池田書店 昭和38
VG1-H6673 人間創造 野上彌生子 岩波書店 大正15
VG1-H7849 人間創造 野上弥生子 岩波書店 大正15
VG1-H6037 人間粗描 桑原武夫 中央公論社 昭和25
VG1-H10230 人間壇一雄 野原一夫 筑摩書房 1992
VG1-H5024 人間的自由の本質 シエリング 世界文学社 昭和23
VG1-H5913 人間とコミュニケーション 井口大介 一粒社 昭和57
VG1-H4016 人間と文化 依田直　他 三愛会 昭和54
VG1-H4017 人間と文化 小田稔　他 三愛会 昭和54
VG1-H5247 人間の生き方 福原麟太郎 河出書房 昭和28
VG1-H3112 人間の位置 Ｔ.ハックスリ 日本評論社 昭和24
VG1-H3603 人間の學としての倫理學 和辻哲郎 岩波書店 昭和17
VG1-H4826 人間の教師たち 長與善郎 梧桐書院 昭和26
VG1-H1157 人間の權利 － 岩波書店 1952
VG1-H4721 人間の再建 － 白日書院 昭和22
VG1-H6163 人間の自由を求めて － 図書館問題研究会 1979
VG1-H9300 人間の自由について 高桑純夫 岩波書店 1949[昭和24]
VG1-H3478 人間の條件　第一部 五味川純平 三一書房 1958
VG1-H3476 人間の條件　第二部 五味川純平 三一書房 1958
VG1-H3479 人間の條件　第三部 五味川純平 三一書房 1958
VG1-H3480 人間の條件　第四部 五味川純平 三一書房 1958
VG1-H3477 人間の條件　第五部 五味川純平 三一書房 1958
VG1-H3481 人間の條件　第六部 五味川純平 三一書房 1958
VG1-H4730 人間の世界 清水幾太郎 清水書房 昭和21
VG1-H4940 人間の尊嚴について ピコ･デラ･ミランドラ 創元社 昭和25
VG1-H4215 人間の誕生　他2篇 ゴーリキィ 岩波書店 昭和21
VG1-H6185 人間のつくる美 恩地孝四郎 六三書院 昭和24
VG1-H4576 人間の美的教育について シラー 小石川書房 昭和23
VG1-H371 人間野間清治 辻平一 講談社 昭和35
VG1-H3541 人間の歴史/世界･文化小史/歴史とは何か － 平凡社 1960
VG1-H7166 人間への郷愁 力富阡蔵 力富阡蔵 昭和30
VG1-H9833 人間裸像 大宅壮一 板垣書店 1850
VG1-H4557 人間禮讃 飯島幡司 朝日新聞社 昭和27
VG1-H11794 人間論 湯浅　觀明 文祿堂 明治36年
VG1-H4097 人間論 武者小路実篤 人文書院 昭和31
VG1-H6964 認識論 淀野耀淳　(編) 博文館 明治40
VG1-H9603 にんじん ルナアル 岩波書店 1950[昭和25]
VG1-H7453 認知科学選書　5　読むということ 御領謙 東京大学出版会 昭和62
VG1-H5062 任那興亡史 末松保和 大八洲出版 昭和24

VG1-H8873 ぬいぐるみを檻に入れられて
バーチ･ジェニングズ･マイ
ケル　著　塩谷紘　訳

暮しの手帖社 昭和64

VG1-H10626 沼のほとり 中勘助 岩波書店 大正14
VG1-H8805 猫の縁談 出久根達郎 中央公論社 1989
VG1-H6611 猫は知っていた 仁木悦子 大日本雄弁会講談社 昭和32
VG1-H8563 値段史年表　明治、大正、昭和 週刊朝日　編 朝日新聞社 1988

VG1-H11134
ネパールの｢赤ひげ｣タイへ行く　岩波ブックレット
103

岩村昇 岩波書店 1987

VG1-H4206 眠られぬ夜のために　第2部　下 ヒルティ 岩波書店 昭和35
VG1-H11929 ねむりの森のひめ 岡部　幸一 ﾎﾟﾌﾟﾗ社 1979年
VG1-H10326 ねむりひめ カレン･アベリー　之 大日本絵画 1978
VG1-H6295 年刊人物情報事典　下 － 日外アソシエーツ 1981
VG1-H6294 年刊人物情報事典　上　1981 － 日外アソシエーツ 1981
VG1-H8619 年号の歴史　元号制度の史的研究 所功 雄山閣出版 昭和63
VG1-H4694 念珠集 齊藤茂吉 大日本雄辯會講談社 昭和23
VG1-H3845 粘土に書かれた歴史 E.キエラ 岩波書店 昭和33
VG1-H10807 年表　日本歴史　第5巻 村井益男　ほか　編 筑摩書房 1988
VG1-H8274 年表･福沢諭吉 今永正樹　編 葦書房 1985
VG1-H3869 年表世界史　Ⅳ ジャン･ドゥロルム 白水社 1975
VG1-H3311 年表世界史事典 下中邦彦　編 平凡社 1959
VG1-H8613 年表日本歴史　1 井上光貞　[ほか]　編集 筑摩書房 1980
VG1-H8614 年表日本歴史　2 井上光貞　[ほか]　編集 筑摩書房 1980
VG1-H8615 年表日本歴史　3 井上光貞　[ほか]編集 筑摩書房 1981
VG1-H8616 年表日本歴史　4 井上光貞　[ほか]　編集 筑摩書房 1984
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VG1-H5343 粘葉考　上下 田中敬 早川図書 昭和54
VG1-H5513 年輪津軽書房　15年 － 津軽書房 昭和54
VG1-H5625 野依秀市 筒井弥二郎 実業の世界社 昭和44
VG1-H7624 能百句 野上豊一郎 [野上彌生子] 昭和30
VG1-H9369 能二百四十番 野上豊一郎 能楽書林 1951[昭和26]
VG1-1329 農村と読書 : 全国農村読書調査　1973 家の光協会 1973
VG1-1329 農村と読書 : 全国農村読書調査　1974 家の光協会 1974
VG1-1329 農村と読書 : 全国農村読書調査　1975 家の光協会 1975
VG1-1329 農村と読書 : 全国農村読書調査　1978 家の光協会 1978
VG1-H9990 農村の変容と農民像 鹿股寿美江 古今書院 1972
VG1-H1833 能とは何か 川瀬一馬 講談社 昭和51
VG1-H10009 能の観賞 松井定之 大槻清韻会 1984
VG1-H5127 脳の話 時実利彦 岩波書店 1964
VG1-H9279 農文協五十年史 近藤康男　編者 農山漁村文化協会 1990
VG1-H9280 農文協五十年史　資料編 近藤康男　編 農山漁村文化協会 1990
VG1-H9281 農文協刊行図書年表 近藤康男　編者 農山漁村文化協会 1990
VG1-H11333 農民叛乱の軌跡を辿る － 秩父事件を歩く会 1984
VG1-H11247 野上弥生子全集　第Ⅱ期　第24巻 野上弥生子 岩波書店 1991
VG1-H11248 野上弥生子全集　第Ⅱ期　第24巻 野上弥生子 岩波書店 1991
VG1-H11249 野上弥生子全集　第Ⅱ期　第25巻 野上弥生子 岩波書店 1991
VG1-H11250 野上弥生子全集　第Ⅱ期　第26巻 野上弥生子 岩波書店 1991
VG1-H11251 野上弥生子全集　第Ⅱ期　第27巻 野上弥生子 岩波書店 1991
VG1-H11252 野上弥生子全集　第Ⅱ期　第28巻 野上弥生子 岩波書店 1991
VG1-H11253 野上弥生子全集　第Ⅱ期　第29巻 野上弥生子 岩波書店 1991
VG1-H9877 野上弥生子 － 新潮社 1986
VG1-H10030 野上弥生子研究 渡辺澄子 八木書店 1969
VG1-H7869 野上彌生子全集　第10巻 － 岩波書店 昭和56[1981]
VG1-H7870 野上彌生子全集　第11巻 － 岩波書店 昭和56[1981]
VG1-H7871 野上彌生子全集　第12巻 － 岩波書店 昭和57[1982]
VG1-H7872 野上彌生子全集　第13巻 － 岩波書店 昭和57[1982]
VG1-H7873 野上彌生子全集　第14巻 － 岩波書店 昭和56[1981]
VG1-H7874 野上彌生子全集　第15巻 － 岩波書店 昭和55[1980]
VG1-H7875 野上彌生子全集　第16巻 － 岩波書店 昭和55[1980]
VG1-H7876 野上彌生子全集　第17巻 － 岩波書店 昭和55[1980]
VG1-H7877 野上彌生子全集　第18巻 － 岩波書店 昭和55[1980]
VG1-H7878 野上彌生子全集　第19巻 － 岩波書店 昭和56[1981]
VG1-H7860 野上彌生子全集　第1巻 － 岩波書店 昭和55[1980]
VG1-H7879 野上彌生子全集　第20巻 － 岩波書店 昭和56[1981]
VG1-H7880 野上彌生子全集　第21巻 － 岩波書店 昭和56[1981]
VG1-H7881 野上彌生子全集　第22巻 － 岩波書店 昭和57[1982]
VG1-H7882 野上彌生子全集　第23巻 － 岩波書店 昭和57[1982]
VG1-H7861 野上彌生子全集　第2巻 － 岩波書店 昭和55[1980]
VG1-H8231 野上彌生子全集　第Ⅱ期第10巻 野上彌生子 岩波書店 1988
VG1-H8280 野上彌生子全集　第2期第11巻 野上彌生子 岩波書店 1988年
VG1-H8383 野上彌生子全集　第2期第12巻 野上彌生子 岩波書店 1988
VG1-H8499 野上彌生子全集　第2期第13巻 － 岩波書店 1988
VG1-H8500 野上彌生子全集　第2期第14巻 野上彌生子 岩波書店 1989
VG1-H8501 野上彌生子全集　第2期第15巻 － 岩波書店 1989年
VG1-H8502 野上彌生子全集　第2期第16巻 － 岩波書店 1989年
VG1-H8503 野上彌生子全集　第2期第17-1巻 － 岩波書店 1990
VG1-H8504 野上彌生子全集　第2期第17-2巻 － 岩波書店 1990
VG1-H8505 野上彌生子全集　第2期第17-3巻 － 岩波書店 1990
VG1-H7891 野上彌生子全集　第2期第18巻 － 岩波書店 昭和62[1987]
VG1-H7892 野上彌生子全集　第2期第19巻 － 岩波書店 昭和62[1987]
VG1-H7883 野上彌生子全集　第2期第1巻 － 岩波書店 昭和61[1986]
VG1-H7893 野上彌生子全集　第2期第20巻 － 岩波書店 昭和62[1987]
VG1-H7894 野上彌生子全集　第2期第21巻 － 岩波書店 昭和62[1987]
VG1-H8232 野上彌生子全集　第Ⅱ期第22巻 野上彌生子 岩波書店 1987
VG1-H8233 野上彌生子全集　第Ⅱ期第23巻 野上彌生子 岩波書店 1988
VG1-H7884 野上彌生子全集　第2期第2巻 － 岩波書店 昭和61[1986]
VG1-H7885 野上彌生子全集　第2期第3巻 － 岩波書店 昭和62[1987]
VG1-H7886 野上彌生子全集　第2期第4巻 － 岩波書店 昭和62[1987]
VG1-H7887 野上彌生子全集　第2期第5巻 － 岩波書店 昭和62[1987]
VG1-H7888 野上彌生子全集　第2期第6巻 － 岩波書店 昭和62[1987]
VG1-H7889 野上彌生子全集　第2期第7巻 － 岩波書店 昭和62[1987]
VG1-H7890 野上彌生子全集　第2期第8巻 － 岩波書店 昭和62[1987]
VG1-H8230 野上彌生子全集　第Ⅱ期第9巻 野上彌生子 岩波書店 1987
VG1-H7862 野上彌生子全集　第3巻 － 岩波書店 昭和55[1980]
VG1-H7863 野上彌生子全集　第4巻 － 岩波書店 昭和56[1981]
VG1-H7864 野上彌生子全集　第5巻 － 岩波書店 昭和56[1981]
VG1-H7865 野上彌生子全集　第6巻 － 岩波書店 昭和56[1981]
VG1-H7866 野上彌生子全集　第7巻 － 岩波書店 昭和56[1981]
VG1-H7867 野上彌生子全集　第8巻 － 岩波書店 昭和56[1981]
VG1-H7868 野上彌生子全集　第9巻 － 岩波書店 昭和56[1981]
VG1-H7895 野上彌生子全集　別巻1 － 岩波書店 昭和57[1982]
VG1-H7896 野上彌生子全集　別巻2 － 岩波書店 昭和57[1982]
VG1-H7897 野上彌生子全集　別巻3 － 岩波書店 昭和57[1982]
VG1-H7182 野上弥生子展 － 日本近代文学館 昭和60
VG1-H7742 野上弥生子展 － 日本近代文学館 1985
VG1-H6957 野上弥生子と大正期教養派 助川徳是 桜楓社 昭和59
VG1-H9800 野上弥生子日記 野上弥生子 岩波書店 1984
VG1-H8835 野上弥生子日記　震災前後 野上弥生子 岩波書店 1984
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VG1-H9784 野上弥生子の世界 瀬沼茂樹 岩波書店 1984
VG1-H6666 野上彌生子選集　第1巻　眞知子 野上彌生子 中央公論社 昭和25
VG1-H6667 野上彌生子選集　第2巻　新しき命 野上彌生子 中央公論社 昭和24
VG1-H6668 野上彌生子選集　第3巻　海神丸 野上彌生子 中央公論社 昭和25
VG1-H6669 野上彌生子選集　第6巻　狐 野上彌生子 中央公論社 昭和26
VG1-H6670 野上彌生子選集　第7巻　人間創造 野上彌生子 中央公論社 昭和25
VG1-H8030 野菊の墓 伊藤左千夫 日本近代文学館 1968

VG1-H1633 のどぼとけ念仏-毎日新聞発展外史- 伊藤金次郎
伊藤金次郎君慰問激励古
希記念出版刊行会

昭和36

VG1-H10306 野比家の真実 日本ドラえもん党 ワニブックス 1993
VG1-H8163 伸子 中條百合子 日本近代文学館 昭和44
VG1-H9546 信長の女 松本利昭 光文社 1991
VG1-H5088 野辺のおくりに臨んで 佐久間 宇佐見辰枝 昭和34
VG1-H375 野間清治言志録 － 大日本雄辯会講談社 昭和14
VG1-H382 野間清治氏英文自叙傳批評集 － 大日本雄辯会講談社 昭和10
VG1-H9331 野間清治短話集 野間清治 大日本雄辯会講談社 1933[昭和8]
VG1-H9332 野間清治短話集 野間清治 大日本雄辯会講談社 1932[昭和7]
VG1-H366 野間清治傳 中村孝也 野間清治伝記編纂会 昭和19
VG1-H6070 野間淸治論 荒木武行 全線社書房 昭和6
VG1-H399 野間帝國を斬る － 冥府通信社 -

VG1-H4914 ノミと校長と教授たち 大沢治作
桐生工業会内本書出版後
援会

昭和40

VG1-H11170 飲み水が危ない　岩波ブックレット　144 中西準子 岩波書店 1989
VG1-H2235 野村秀雄 － 野村秀雄傳記刊行會 昭和42
VG1-H4150 ノラや 内田百間 文藝春秋新社 昭和32
VG1-H5076 宣長の古道觀 麻生磯次 至文堂 昭和19
VG1-H1246 野呂榮太郎全集　第1巻 野呂榮太郎 岩波書店 昭和22
VG1-H8681 野呂栄太郎とその時代 鷲田小弥太 北海道新聞社 1988
VG1-H7448 野呂栄太郎とともに 塩沢富美子 未來社 昭和62
VG1-H9808 のんき哲学 石田一松 大元社 1947
VG1-H4130 のんきな男とのんきな造物者 武者小路實篤 [武者小路實篤] [昭和40]
VG1-H3062 ノンちゃん雲に乗る 石井桃子 光文社 昭和26
VG1-H8283 非言語コミュニケーション ヴァーガス　マジョリー･F 新潮社 1987
VG1-H7783 のんびりした話 森田草平 国文館 昭和10
VG1-H6035 バーナード･ショー 野上豊一郎 東京堂 昭和24
VG1-H9999 バーバリブほんをつくる アネット･チゾン 講談社 1979
VG1-H8037 廃園 三木露風 日本近代文学館 1968
VG1-H1982 俳句形式論 林原耒井 南雲堂桜楓社 昭和39
VG1-H5082 背廣の天皇 甘露寺受長 東西文明社 昭和32
VG1-H7636 楳樹追想 林輝彦　安居香山　編 林輝彦 昭和26
VG1-H11217 陪審制度を考える　岩波ブックレット　190 後藤昌次郎 岩波書店 1991
VG1-H4506 ハイゼ　忘られぬ言葉 パウル･ハイゼ 郁文堂出版 昭和26
VG1-H4507 ハイゼララビアータ パウル･ハイゼ 郁文堂出版 昭和26
VG1-H5186 ハイデガーの思想 － 弘文堂 昭和33

VG1-H11073
ハイテクノロジーの国際競争　岩波ブックレット
25

赤木昭夫 岩波書店 1983

VG1-H5110 ハイデッガー　アナクシマンドロスの言葉 ハイデッガー･マルティン 理想社 昭和32
VG1-H4411 誹風柳多留　(一) － 岩波書店 昭和25
VG1-H4412 誹風柳多留　(二) － 岩波書店 昭和26
VG1-H4413 誹風柳多留　(三) － 岩波書店 昭和28
VG1-H4414 誹風柳多留　(四) － 岩波書店 昭和29
VG1-H4778 パイプの煙 都留重人 勁草書房 1953
VG1-H11932 ﾊｳｽ・ﾌﾞｯｸ　ﾍﾝｾﾞﾙとｸﾞﾚｰﾃﾙ でんでんむし 大日本絵画 1982年
VG1-H5032 パウル･エールリッヒ　その生涯と業績 志賀潔 冨山房 昭和27
VG1-H11582 ﾊﾟｳﾛ 波多野精一 新教出版社 昭和22年
VG1-H4751 パウロ 波多野精一 新教出版社 昭和22
VG1-H8029 破戒 島崎藤村 日本近代文学館 1968

VG1-H11144 破壊される熱帯林　岩波ブックレット　115
地球の環境と開発を考える
会

岩波書店 1988

VG1-H6541 ハガキ美術館絵手紙文庫 小池邦夫 書舎コイケ 昭和59
VG1-H6542 ハガキ文学館　湯川秀樹のこと 小池邦夫 書舎コイケ 昭和59

VG1-H7716 袴田除名の前とあと 宮本顕治
日本共産党中央委員会出
版局

1978

VG1-H7717 袴田転落の一年の決算 －
日本共産党中央委員会出
版局

1979

VG1-H11589 馬琴新編金瓶梅　第七集第九集 曲亭馬琴 米山堂 大正13年
VG1-H11301 白隠さんとの出会い 町田瑞峰 － -
VG1-H3642 白隠禪師傅 通山宗鶴 白隠研究会 昭和32
VG1-H4105 白磁の杯 竹山道雄 実業之日本社 昭和30
VG1-H323 白寿 金原とう 金原四郎 昭和42
VG1-H4263 白秋詩抄 北原白秋 岩波書店 昭和32
VG1-H11683 拍手喝采　続滑稽獨演説 千葉茂三郎　編 共隆社 明治20年
VG1-H10639 幕臣　福沢諭吉 中島岑夫 TBSブリタニカ 1991
VG1-H5628 白水社50年のあゆみ 白水社編 白水社 昭和41
VG1-H8257 白水社70年のあゆみ 白水社　編 白水社 1987
VG1-H7049 博物館と情報　館長対談 梅棹忠夫　編 中央公論社 昭和58
VG1-H9501 博物辭典 藤本治義　等編 三省堂 昭和13
VG1-H6891 博文館図書月報 須永盆三郎 博文館 明治24
VG1-H6892 博文館発　書籍雑誌月報 須永盆三郎 博文館 明治24
VG1-H748 博文館｢太陽｣の研究 鈴木正節 アジア経済研究所 1979
VG1-H569 博文館五十年史 坪谷善四郎 博文館 昭和12
VG1-H568 博文館圖書雑誌總目録　5冊 － 博文館 大正10
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VG1-H572 博文館発売書目 － 博文館 明治27
VG1-H1498 博報堂創立六十周年記念広告60年 － 博報堂 昭和30

VG1-H9520 幕末･明治KANBAN展 －
日本テレビ報道網　読売
新聞社

1984

VG1-H8802 幕末･明治海外体験詩集 川口久雄　編 大東文化大学東洋研究所 昭和59
VG1-H8446 幕末･明治のメディア展 早稲田大学図書館　編 早稲田大学出版部 1987
VG1-H8447 幕末･明治のメディア展 早稲田大学図書館　編 早稲田大学出版部 1987
VG1-H226 幕末維新　書の日本史　第七巻 － 平凡社 昭和50
VG1-H2927 幕末維新異聞黒船渡来 矢橋三子雄 大盛堂十條工場 昭和3
VG1-H4933 幕末維新經濟史研究 管野和太郎 ミネルヴァ書房 昭和36
VG1-H3372 幕末百話 篠田鉱造 角川書店 昭和44
VG1-H10106 幕末明治研究雑誌目次集覧 柳生四郎　朝倉治彦 日本古書通信社 1968[昭和43]
VG1-H2909 幕末明治新聞全集　第1巻第2巻 木村毅 世界文庫 昭和36
VG1-H2531 幕末明治新聞全集　文久より慶應まで　2 木村毅　(他) 世界文庫 昭和36
VG1-H8028 白羊宮 薄田泣菫 日本近代文学館 1968
VG1-H824 舶来語古典語典 楳垣実 東峰出版 昭和37
VG1-H10018 博浪抄　第1分冊 － 博浪抄覆刻刊行会 -
VG1-H10019 博浪抄　第2分冊 － 博浪抄覆刻刊行会 -
VG1-H10020 博浪抄　第3分冊 － 博浪抄覆刻刊行会 -
VG1-H10021 博浪抄　第4分冊 － 博浪抄覆刻刊行会 -
VG1-H467 函館出版小史　明治大正編 近江幸雄 はこだてまいくろぶっく 昭和53
VG1-H6561 函館出版小史　明治大正編 近江幸雄 近江幸雄 昭和53
VG1-H4912 峡の門 菅沼知至 白玉書房 昭和35
VG1-H10788 はじめての聖書　1 － こぐま社 1992
VG1-H10844 はじめてのほん ゾーマ･シャロー ブック･グローブ社 1992
VG1-H8759 橋本進吉博士著作集　第3冊 橋本進吉 岩波書店 昭和40
VG1-H4758 芭蕉句抄 小宮豐隆 岩波書店 1961
VG1-H10071 芭蕉全集 沼波瓊音 岩波書店 1921[大正12]
VG1-H11690 芭蕉と紀行文　日本叢書7 小宮豊隆 生活社 昭和20年
VG1-H7832 芭蕉と西鶴 岡崎義恵 支倉書林 昭和21
VG1-H4767 芭蕉の研究 小宮豐隆 岩波書店 昭和21
VG1-H4768 芭蕉の俳句 小宮豐隆 要書房 昭和25
VG1-H4592 場所的論理と呼應の原理 高山岩男 弘文堂 昭和26
VG1-H4623 パスカル 森有正 要書房 昭和24
VG1-H11714 長谷川如是閑選集　１巻 長谷川如是閑 栗田出版会 1969年
VG1-H11715 長谷川如是閑選集　２巻 長谷川如是閑 栗田出版会 1969年
VG1-H11716 長谷川如是閑選集　３巻 長谷川如是閑 栗田出版会 1970年
VG1-H11717 長谷川如是閑選集　４巻 長谷川如是閑 栗田出版会 1970年
VG1-H11718 長谷川如是閑選集　５巻 長谷川如是閑 栗田出版会 1970年
VG1-H11719 長谷川如是閑選集　６巻 長谷川如是閑 栗田出版会 1969年
VG1-H11720 長谷川如是閑選集　７巻 長谷川如是閑 栗田出版会 1970年
VG1-H11721 長谷川如是閑選集　補巻 長谷川如是閑 栗田出版会 1970年
VG1-H7743 長谷川巳之吉著作目録および関係文献目録 大久保久雄　編 [編者に同] 昭和57
VG1-H1844 裸 中村立行 評論新社 昭和45
VG1-H9406 はだか随筆 佐藤弘人 [中央経済社] 1955
VG1-H5986 はだかの三光堂 坂三光 出版時事 昭和54

VG1-H11055
はだしのゲンはピカドンを忘れない　岩波ブック
レット　7

中沢啓治 岩波書店 1982

VG1-H11731 波多野精一全集　第1巻～第6巻 波多野精一 岩波書店 1968~1969年
VG1-H10270 働く人のための読書案内 向坂逸郎 蒼樹社 01955
VG1-H5551 蜂の寓話 上田辰之助 みすず書房 1987
VG1-H1096 発禁　(詩集) 秋山清 潮文社 昭和45
VG1-H6111 発禁絵画集 磯村謙 浪速書房 昭和45
VG1-H1148 發禁作品集 小田切秀雄　(編) 八雲書店 昭和23
VG1-H1253 発禁作品集 小田切秀雄　(編) 八雲書店 昭和23
VG1-H5951 発禁事件の周辺　人物往来　14巻7号 － 人物往来社 昭和40
VG1-H11699 発禁書と言論・出版の自由 大阪人権歴史資料館 大阪人権歴史資料館 1989年4月
VG1-H10257 発禁図書館 小野常徳 KKベストセラーズ 1972
VG1-H1217 発禁図書館 小野常徳　(編) K･K･ベストセラーズ 昭和47
VG1-H6808 発禁図書館秘密コレクションの公開 小野常徳 K.K.ベストセラーズ 昭和49
VG1-H1294 発禁図書目録 － 国立国会図書館 昭和55
VG1-H5713 発禁文芸考　明治､大正､昭和 － あまとりあ社 昭和32
VG1-H5714 発禁文芸考　明治､大正､昭和 － あまとりあ社 昭和32
VG1-H6238 発禁本 城市郎 桃源社 昭和51
VG1-H1147 発禁本　書痴往来　第四巻･第二･三･四合併号 斉藤昌三　(編) 書痴往来社 昭和35
VG1-H1216 発禁本　書物の周辺 城市郎 桃源社 昭和51
VG1-H9464 発禁本　書物の周辺 城市郎 桃源社 1965
VG1-H1097 発禁本　(桃源選書　5) 城市郎 桃源社 昭和40
VG1-H9098 発禁本百年 城市郎 桃源社 1969
VG1-H1364 パッケージング用語 伊藤行雄　(他) 綜合科学研究所 昭和40
VG1-H5412 八犬傳 － 日本電報通信社 昭和25
VG1-H5222 初恋五十年 － ダイヤモンド社 昭和40
VG1-H9343 白光への道 五井昌久 白光真宏出版局 1976
VG1-H9344 白光への道 五井昌久 白光真宏出版局 1976
VG1-H655 八州漫筆 矢島一三 矢島一三 昭和33
VG1-H10511 発想の周辺 安倍公房 新潮社 1974
VG1-H7769 拔隊禅師法語 鈴木大拙　吉田紹欽　編校 田辺宗英 昭和18
VG1-H1146 発売禁止の本 城市郎 桃源社 昭和41

VG1-H7052 バッハ復活　19世紀市民社会の音楽運動 小林義武
日本エディタースクール
出版部

昭和60

VG1-H4236 初雪､内證話 モーパッサン 三笠書房 昭和27
VG1-H8424 艶容女舞衣 賴桃三郎　校訂 岩波書店 1939
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VG1-H3240 果てなき旅　(上) 日向康 福音館書店 1978
VG1-H3241 果てなき旅　(下) 日向康 福音館書店 1979

VG1-H8704 バテレン追放令 安野真幸
日本エディタースクール
出版部

1989

VG1-H7651 鳩の話 中勘助 岩波書店 昭和18
VG1-H3623 はな 川上瀧彌　森廣 裳華房 明治35
VG1-H8211 花　随筆集 野上弥生子 新潮社 1977
VG1-H657 花あれば － 角川書店 昭和52
VG1-H8471 花笑み 森下真理 胡蝶の会 昭和57
VG1-H9330 花落ちていまだ掃かず 田中文蔵 田中文蔵 1989[平成元]
VG1-H6851 花を持てる女　堀辰雄作品集　6 堀辰雄 角川書店 昭和26
VG1-H10037 花筐 大木英吉 坂田種苗 1981
VG1-H7201 花筐 大木英吉 坂田種苗 昭和56
VG1-H11917 はなさかじじい 高橋宏幸 岩崎書店 1983年
VG1-H9780 話し方101の法則 若月正義 日本実業出版社 1975
VG1-H1890 話しことばの文型　(1) － 国立国語研究所 昭和35
VG1-H3935 話は人だ 江本武彦 マネジメント社 昭和54
VG1-H7272 話すことあり聞くことあり 谷沢永一 潮出版社 1985
VG1-H8469 花時計 森下真理 胡蝶の会 昭和59
VG1-H4711 花と龍　(下巻) 火野葦平 新潮社 昭和28
VG1-H4712 花と龍　(上巻) 火野葦平 新潮社 昭和29
VG1-H9998 花のない季節 冨成忠夫 冨成写真工房 1985
VG1-H4203 花火･雨瀟瀟　他2篇 永井荷風 岩波書店 昭和31
VG1-H8301 花火の見えた家 串田孫一 創文社 1960
VG1-H8350 花街文献資料目録 伊藤竹酔　編　解説 伊藤竹酔 1963
VG1-H1674 "花見酒"の経済 笠信太郎 朝日新聞社 昭和37
VG1-H4171 花水木 中谷宇吉郎 文藝春秋新社 昭和25
VG1-H9791 花森安治の仕事 酒井寛 朝日新聞社 1988
VG1-H8664 花森安治の仕事 酒井寛 朝日新聞社 1988
VG1-H5085 はなよろひ 久留勝 － -
VG1-H243 場の造形と構成 大山陽生 誠文堂新光社 昭和44
VG1-H5098 母と青葉木菟 大原總一郎 春秋社 昭和38

VG1-H7622 母と子の20分間読書運動児童用図書目録　低学年用
栗田ブックセンター調査部
編

栗田書店 昭和38

VG1-H8470 母のうた 森下真理 胡蝶の会 昭和58

VG1-H7268 母の加護
日本エッセイスト･クラブ
編

文藝春秋 昭和61

VG1-H10628 母の螢 寺山はつ 新書館 1985
VG1-H5028 母の歴史 － 河出書房 昭和29
VG1-H10790 パピルス･サイエンス アルシーヴ社　編 INAX 1992
VG1-H5370 パピルスの秘密　復元の研究 大沢忍 みすず書房 1978
VG1-H3176 バビロンの王女 － 青磁社 昭和22
VG1-H1981 パブリシティ入門 小林達夫 実業之日本社 昭和44
VG1-H10734 浜辺の誕生 アラン･コルバン 藤原書店 1992
VG1-H9589 ハムレット シェイクスピア 岩波書店 1952[昭和27]
VG1-H10880 林完次写真集　星の詩 林完次 ぎょうせい 1987
VG1-H4952 林繁蔵回顧録 － 林繁蔵回顧録編集委員会 昭和37
VG1-H8016 林竹二著作集　第10巻 林竹二 筑摩書房 1987
VG1-H7901 林忠正とその時代 木々康子 筑摩書房 1987
VG1-H9135 林達夫著作集　6 林達夫 平凡社 1972
VG1-H7476 林達夫著作集　別巻1　書簡 林達夫 平凡社 昭和62[1987]
VG1-H9809 林達夫とその時代 渡辺一民 岩波書店 1988
VG1-H9811 林達夫著作集　1 林達夫 平凡社 1971
VG1-H9812 林達夫著作集　2 林達夫 平凡社 1971
VG1-H9813 林達夫著作集　3 林達夫 平凡社 1971
VG1-H9814 林達夫著作集　4 林達夫 平凡社 1971
VG1-H9815 林達夫著作集　5 林達夫 平凡社 1971
VG1-H9816 林達夫著作集　6 林達夫 平凡社 1972

VG1-H621 林平次郎翁追悼録 －
故林平次郎翁追悼録編纂
會

昭和8

VG1-H6651 はやわかり電算植字 竹原悟 日本印刷技術協会 昭和58
VG1-H9830 早わかり当用漢字　現代かなづかい ぶよお堂編集部 ぶよお堂 1950
VG1-H5448 原　彪 原彪 － 昭和53
VG1-H6853 薔薇　堀辰雄小品集　別冊 堀辰雄 角川書店 昭和26

VG1-H7738 働きつつ学びつつ
法政大学法信会編輯委員会
編

法政大学法信会 昭和42

VG1-H7139 原弘 原弘 平凡社 昭和60
VG1-H8725 原弘　紙の本 原弘 平凡社 1985
VG1-H8724 原弘　グラフィックデザインの源流 原弘 平凡社 1985
VG1-H4267 ハリス日本滞在記　上 － 岩波書店 昭和28
VG1-H4268 ハリス日本滞在記　中 － 岩波書店 昭和29
VG1-H4269 ハリス日本滞在記　下 － 岩波書店 昭和29
VG1-H6615 針千本　私のがん闘病記 江夏美好 河出書房新社 昭和57
VG1-H7841 巴里滞在記 小宮豊隆 岩波書店 昭和9
VG1-H4514 針の孔 武藤絲治 四季社 昭和31
VG1-H7671 巴里の懺悔 芹沢光治良 井原文庫 昭和23

VG1-H10479 パリ街角のデザイン 稲葉宏爾
日本エディタースクール
出版部

1992

VG1-H4196 春夫詩鈔 佐藤春夫 岩波書店 昭和20
VG1-H9573 はるかな国　とほい昔 ハドスン 岩波書店 1954[昭和29]
VG1-H10105 遥かなる山々 野田白楊 暁印書館 1982[昭和57]
VG1-H8149 春と修羅 宮澤賢治 日本近代文学館 昭和44
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VG1-H6204 春の日の会　文壇資料 竹内良夫 講談社 昭和54
VG1-H9534 春の湖　松本春子著･随筆集 金田石城　編 心彩社 昭和52
VG1-H6033 春の目ざめ 野上豊一郎 東亜堂書房 大正3
VG1-H6676 春の目ざめ　少年悲劇 フランク･ヴェデキント 東亜堂書房 大正3
VG1-H2018 パルプ及紙統制 中井武雄 商工行政社 昭和14
VG1-H2052 パルプ及製紙 米谷稔 共立社 昭和10
VG1-H2056 パルプ讀本 パルプ工業會 パルプ工業會 昭和27
VG1-H8159 春は馬車に乘って 横光利一 日本近代文学館 昭和44
VG1-H3843 版画 小野忠重 岩波書店 1961
VG1-H3066 挽歌 原田康子 東京書房 昭和32
VG1-H6849 晩夏　堀辰雄作品集　4 堀辰雄 角川書店 昭和26
VG1-H11049 反核　岩波ブックレット　1 生島治郎　ほか　編 岩波書店 1982
VG1-H11074 反核と第三世界　岩波ブックレット　26 伊藤成彦　[ほか]　編 岩波書店 1983
VG1-H149 番傘･風呂敷･書物 幸田成友 書物展望社 昭和14
VG1-H150 番傘･風呂敷･書物 幸田成友 書物展望社 昭和14
VG1-H151 番傘･風呂敷･書物 幸田成友 書物展望社 昭和14
VG1-H4452 半瓦當の研究 關野雄 岩波書店 1952
VG1-H4421 ハンガリー詩文学全集 今岡十一郎 新紀元社 昭和31
VG1-H11232 ハンガリーの｢第三の道｣　岩波ブックレット　206 南塚信吾 岩波書店 1991
VG1-H3578 晩菊 林芙美子 新潮社 昭和24
VG1-H4713 叛逆者 火野葦平 文藝春秋新社 昭和28
VG1-H4995 斑鳩聚芳 － 近畿日本鉄道　株式会社 昭和22
VG1-H8423 半狂堂出版図書目録 [宮武外骨] 半狂堂 大正14
VG1-H7787 盤珪禅師語録 鈴木大拙　編校 岩波書店 昭和41
VG1-H3911 判決例にもとづく新聞倫理綱領 フィリップ･レビイ 時事通信社 昭和43
VG1-H11572 萬國往來 － － 1871年
VG1-H11755 萬国史要 松島剛　訳述 春陽堂　和田篤太郎 明治30年
VG1-H7022 萬國圖案大辭典　第2巻 大隈爲三 國民圖書 昭和3
VG1-H7023 萬國圖案大辭典　第3巻 大隈爲三 國民圖書 昭和3
VG1-H7024 萬國圖案大辭典　第4巻 大隈爲三 國民圖書 昭和3
VG1-H7025 萬國圖案大辭典　第5巻 大隈爲三 國民圖書 昭和3
VG1-H7026 萬國圖案大辭典　第6巻 大隈爲三 國民圖書 昭和4
VG1-H7027 萬國圖案大辭典　第7巻 大隈爲三 國民圖書 昭和4

VG1-H2356
万国著作権条約における著作権留保の表示(第三条)
条件　方式及び効果

ウｫルター･バペール　エゴ
ン･ワグナー

文部省 昭和32

VG1-H2510 万国著作権条約に基づく著作権表示　(C･表示) 法貴次郎 文部省 昭和39
VG1-H2511 万国著作権条約に基づく著作権表示　(C･表示) 法貴次郎 文部省 昭和39
VG1-H2264 万国著作権条約に基づく著作権表示　(C表示) 法貴次郎 文部省 昭和39
VG1-H10546 反骨 鎌田慧 講談社 1989
VG1-H11219 犯罪報道　岩波ブックレット　192 五十嵐二葉 岩波書店 1991
VG1-H10866 半沢克夫写真集 第一出版センター　編 講談社 1989
VG1-H6599 半生を語る　羽仁もと子著作集　第十四巻 羽仁もと子 婦人之友社 昭和56
VG1-H428 反省会雑誌 第壹号 復刻版 － 新潮社 昭和50
VG1-H223 版と型の美 岡村吉右衛門 美術出版社 昭和43
VG1-H11186 ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ東欧諸国　岩波ブックレット　159 南塚信吾 岩波書店 1990
VG1-H676 はんなりほつこり 寿岳章子 新日本出版社 1987
VG1-H9974 般若陰 大鷹不二雄 沖積舎 1991
VG1-H343 萬人勞働の教育 下中弥三郎 平凡社 昭和49
VG1-H8175 晩年 太宰治 日本近代文学館 昭和44
VG1-H8680 晩年の稲造　共存共栄を説く 内川永一朗 岩手日報社 昭和58
VG1-H10391 晩年のトルストイ チェルトコフ 岩波書店 1926[大正15]
VG1-H3730 反復　(キェルケゴール著作集) キェルケゴーゲル 筑摩書房 昭和24
VG1-H8855 半俘虜 塚原美村 甲陽書房 1989
VG1-H459 (半峯)昔ばなし － 早稲田大学出版部 昭和2
VG1-H60 版本の鑑定 長澤規矩也 大東急記念文庫 昭和35
VG1-H138 版本の考察 長澤規矩也 大東急記念文庫 昭和35
VG1-H9846 万有群萌　ハイテク病･エイズ社会を生きる 野間宏　山田國廣 藤原書店 1991
VG1-H5277 美意延年　新村出追悼文集 － 新村出遺著刊行会 昭和56
VG1-H9362 ピータ・ショートの研究 山田昭広 明星大学人文学部 1989[平成元]
VG1-H9706 ピープル 共同通信社編集委員室　編 フットワーク出版社 1991
VG1-H10014 麦酒･酒･豆腐 大久保乙彦 青磁社 1990
VG1-H7445 ビールの本 植田敏郎 創元社 昭和36
VG1-H4955 ピエール･パトラン先生 － 未来社 1961
VG1-H8138 氷魚 島木赤彦 日本近代文学館 1969
VG1-H5189 美學 守屋謙二 朝日新聞社 昭和24
VG1-H7146 美学概論講義　(上) 橋本政尾 叡智書房 昭和31
VG1-H3900 美学芸術論集 シラー 冨山房 昭和52
VG1-H11169 非核三原則の立法化を　岩波ブックレット　143 － 岩波書店 1989
VG1-H1570 比較新聞學 小山榮三 有斐閣 昭和31
VG1-H10650 比較日本の会社　出版社　1994年 塩澤実信 実務教育出版 1992
VG1-H3587 比較文學序説 中島健蔵 河出書房 昭和26
VG1-H3695 比較文学新視界 木村毅 八木書店 昭和50
VG1-H2455 東アジア9か国の著作権法制と著作権事情 － 著作権資料協会 1974
VG1-H2461 東アジア著作権セミナ－における二つの講演 － 著作権資料協会 1974

VG1-H5530 東日本と西日本 大野晋　宮本常一　他
日本エディタースクール
出版部

1981

VG1-H4662 東の大寺 － 淡交新社 昭和35
VG1-H1029 東は東､西は西 宮田昇 早川書房 昭和43
VG1-H6610 陽が昇るとき 木々康子 筑摩書房 1984
VG1-H10860 光･形　竹中工務店の仕事 村井修 求龍堂 1989
VG1-H4179 光あるうちに光の中を歩め トルストイ 岩波書店 昭和21
VG1-H140 光をかかぐる人々 徳永直 河出書房 昭和18
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VG1-H3514 光と影 新関岳雄 三省堂 昭和44
VG1-H4930 光仄かなり 川上喜久子 光文社 昭和22
VG1-H3073 光ほのかに[アンネの日記] アンネ･フランク 文藝春秋 昭和28
VG1-H6030 彼岸花 里見弴 角川書店 昭和33
VG1-H4786 悲觀楽觀 徳川夢聲 文藝春秋新社 昭和30
VG1-H11834 悲劇の解読 吉本隆明 筑摩書房 1985年

VG1-H8560 非言語コミュニケーション
ヴァーガス･マジョリー･F
著　石丸正　訳

新潮社 1987

VG1-H3976 非行克服の現場と理論 － 三和書房 1980
VG1-H3208 非行少女 R.ブランクラー 東京大学出版会 1979

VG1-H5721
被告人　小山久二郎､同､伊藤整に対する猥藝文書販
売被告事件

－
東京高等裁判所第二刑事
部

昭和27

VG1-H3583 ビジネス･アイデイア S.プライス 創元社 昭和46

VG1-H7290 ビジネス･ジャーナリズム ダン･ガッソウ
日本エディタースクール
出版部

1986

VG1-H4029 ビジネス読書入門 中川昌彦 日本能率協会 1980
VG1-H1480 ビジネスパンのための読書百科　Ⅱ 殿村奉文 日本能率協会 昭和54
VG1-H1911 ビジネス文章学 高橋松三郎 日本経営出版会 1968
VG1-H995 ビジネスマンのための自己啓発読書百科 － 日本能率協会 昭和53
VG1-H994 ビジネスマンのための読書百科　Ⅱ － 日本能率協会 昭和54
VG1-H112 ビジネスマンのための文献探索法 佃實夫 文和書房 昭和46
VG1-H1374 ビジュアル･コミュニケーション 藤沢英昭　(他) ダヴィッド社 1975
VG1-H3581 ｢非常時日本｣文壇史 巖谷大四 中央公論社 昭和33
VG1-H3255 美食と共に 青山虎之助 新生社 昭和47
VG1-H238 秘蔵古書､書画幅大即売展 － － 昭和52
VG1-H7154 飛騨雪解 江夏美好 中野書店 昭和53
VG1-H1089 筆禍史 宮武外骨 雅俗文庫 明治44

VG1-H2153
筆者に必要な印刷と校正との知識　(附録)　論文又
は報告の纒め方

－ 海軍技術研究所 昭和7

VG1-H3437 筆蹟及び文書鑑定法 高村巖 立花書房 昭和25
VG1-H9963 ヒットビジネス　99 長峯正一 マイブックチェーン21 1984

VG1-H7576
ビデオカセットとビデオディクスの法律問題　著作
権シリーズ　50

－ 著作権資料協会 昭和51

VG1-H8877 ビデオディスクが開く世界 神尾健三 中央公論社 1985
VG1-H6672 秀吉と利休 野上彌生子 中央公論社 昭和39
VG1-H4135 人･文化･宗教 谷川徹三 日本経済新聞社 昭和39

VG1-H4142
人及藝術家としてのトルストイ並にドストイエフス
キー

メレジュコーフスキー 玄黄社 [大正3]

VG1-H8649 陽と風の道標　北南米大陸横断3万キロ 戸井十月 講談社 1989
VG1-H2977 一癖随筆 － 成光館出版 昭和5
VG1-H872 ひとすじの心 和田芳恵 毎日新聞社 昭和54
VG1-H9898 ひとすじの心 和田芳恵 毎日新聞社 1979[昭和54]
VG1-H6738 一つの季節･春一番 臼井吉見 筑摩書房 1975
VG1-H4829 一つの今日 長與善郎 河出書房 昭和30
VG1-H4791 一つの岐路 小泉信三 文藝春秋新社 昭和38
VG1-H7228 一つの岐路 小泉信三 文藝春秋社 昭和38
VG1-H10601 ひとつの時代　小出書店私史 小山久二郎 六興出版 1982
VG1-H6067 ひとつの時代　小山書店私史 小山久二郎 六興出版 昭和57
VG1-H891 ひとつの出版･文化界史話 宮守正雄 中央大学出版部 1970
VG1-H876 一つの出版史 清田昌弘 トラベラー同人会 1979
VG1-H3566 一つの星とともに 中林英子 有斐閣 昭和37
VG1-H3291 一橋出身の経済人 坂本泰幸　編 財界評論社 昭和32
VG1-H11768 人と自然 山本實彦 改造社 昭和12年
VG1-H278 人と自然 山本實彦 改造社 昭和12
VG1-H6739 人と自然 山本實彦 改造社 昭和12
VG1-H4736 人とつき合う法 河盛好蔵 新潮社 昭和33
VG1-H8445 ｢人と筆跡　明治･大正･昭和｣展 － サントリー美術館 [1987]

VG1-H11549 人と祭り －
ユネスコ･アジア文化セン
ター

1975

VG1-H7736 人と祭り －
ユネスコ･アジア文化セン
ター

1975

VG1-H11836 人なつかしき 瀬戸内晴美 筑摩書房 1985年
VG1-H6531 人の影･本の蔭 杉捷夫 岩波書店 昭和58
VG1-H4766 人のこと自分のこと 小宮豐隆 角川書店 昭和30
VG1-H3571 人のやらない事をやれ 吉本晴彦 サンケイ出版 昭和53
VG1-H10569 人びとの忘れもの 内海隆一郎 筑摩書房 1985
VG1-H2983 ひとみの旅 杉村廣太郎 丙午出版社 大正2
VG1-H4871 ひとりあるき 青木健作 [青木　健作] 昭和34
VG1-H8294 ひとり旅 串田孫一 日本交通公社 1968
VG1-H8890 人は死ねばゴミになる 伊藤栄樹 新潮社 1988
VG1-H9722 人はなぜ色にこだわるか 村山貞也 ベストセラーズ 1988
VG1-H9723 人はなぜ匂いにこだわるか 村山貞也 ベストセラーズ 1989
VG1-H9860 人はなぜ音にこだわるか 村上貞也 KKベストセラーズ 1990

VG1-H6723 人はなぜ詩に囚われるか　黒田喜夫詩論集 黒田喜夫
日本エディタースクール
出版部

1983

VG1-H6781
人は本なしには生きられない　活字からのメッセー
ジ

清水英夫 サイマル出版会 1984

VG1-H3689 火縄銃から黒船まで 奥村正二 岩波書店 1970
VG1-H11924 ﾋﾟﾉｷｵ － ｱｽｶ ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ -
VG1-H6158 「ピノキオ問題｣に関する資料集　3 － 図書館問題研究会 1979
VG1-H8806 日野草城全句集 日野草城 沖積舎 1988
VG1-H5430 美のフィールドワーク 橋口收 創世記 昭和55
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VG1-H11214 日の丸･君が代の成り立ち　岩波ブックレット　187 暉峻康隆 岩波書店 1991
VG1-H10777 美の論理 寺尾勇 創元社 昭和46
VG1-H11234 被爆者援護法　岩波ブックレット　208 椎名麻紗枝 岩波書店 1991
VG1-H9345 ひびき 五井昌久 白光真宏出版局 1975[昭和50]
VG1-H9346 ひびき 五井昌久 白光真宏出版局 1975[昭和50]
VG1-H4981 日日の生活 天野貞祐 中央公論社 1952
VG1-H4979 日日の論理 天野貞祐 酣燈社 昭和29
VG1-H4658 秘佛開扉 北川桃雄 桃季書院 昭和21
VG1-H11763 美文韻文黄菊白菊 大町桂月 博文館 大正7年
VG1-H7015 秘本を求めて 林美一 有光書房 昭和47
VG1-H3159 ヒマラヤ登高史 藤木九三 弘文堂 昭和25
VG1-H6811 秘められた世界史 庄治浅水 聖文社 昭和53
VG1-H5463 秘文字 泡坂妻夫　中井英夫他 社会思想社 1979

VG1-H7922 百万塔陀羅尼の研究
日本印刷学会西部支部「百
万塔陀羅尼」研究班

「百万塔陀羅尼の研究」
刊行委員会

1987[昭和62]

VG1-H6662 百萬小塔肆攷　限定版　[覆刻版] 平子鐸嶺 東京古典会 昭和56
VG1-H7357 百万塔　第50号 － 紙の博物館 昭和55
VG1-H8325 百万人の出版術'88 MBC21　編 エム･ビー･シー21 1988
VG1-H2149 百万人のデザイン ヘンリー･ドレフュス ダヴィッド社 1959
VG1-H10260 百科事典操縦法 梅棹忠夫 平凡社 1973
VG1-H791 百科事典の整理学 彌吉光長 竹内書店 1972
VG1-H9112 百科事典の整理学 弥吉光長 竹内書店 1972
VG1-H337 百科事典の知識 － 平凡社 昭和10
VG1-H780 百科事典の歴史 － 平凡社 1964
VG1-H11593 百科全書　漁獵篇　上 錦織精之進　譯 文部省 明治7年
VG1-H11594 百科全書　漁獵篇　下 錦織精之進　譯 文部省 -
VG1-H11600 百科全書　経済論　下 堀越愛國　譯 文部省 -
VG1-H11933 百科全書　経済論　巻之上 平田宗敬　校 文部省 明治7年
VG1-H3824 百科年鑑　1973 下中邦彦 平凡社 1973
VG1-H3823 百科年鑑　1976 下中邦彦 平凡社 1976
VG1-H3825 百科年鑑　1977 下中邦彦 平凡社 1977
VG1-H3674 百花譜 有海久門 有海久門 -
VG1-H10458 百鬼園残夢 伊藤隆史　坂本弘子 朝日新聞社 1985
VG1-H10459 百鬼園戦後日記　上 内田百閒 小澤書店 1982[昭和57]
VG1-H10460 百鬼園戦後日記　下 内田百閒 小澤書店 1982[昭和57]
VG1-H9795 百鬼園戦後日記　上 内田百閒 小沢書店 1982
VG1-H9796 百鬼園戦後日記　下 内田百閒 小沢書店 1982
VG1-H10464 百鬼園先生雑記帳 平山三郎 三笠書房 1969[昭和44]
VG1-H7908 百鬼園先生と目白三平 中村武志 旺文社 1986
VG1-H7909 百鬼園日記帖 内田百閒 旺文社 1984
VG1-H1042 ぴゅーぱ　(PUPA) － 日本エディタースクール 昭和48
VG1-H4134 ヒューマニズム 谷川徹三 細川書店 昭和24
VG1-H4228 ヒュペーリオン ヘルデルリーン 新潮社 昭和26
VG1-H4949 ヒユペーリオン ヘルデルリーン 鎌倉文庫 昭和22
VG1-H10840 びょうきのほん 山田真　柳生弦一郎 福音館書店 1989
VG1-H3496 表現愛 木村素衛 岩波書店 昭和17
VG1-H7087 表現としての図書館 岡村敬二 青弓社 昭和61[1986]
VG1-H1211 表現の自由 T･I･エマースンー 東京大学出版会 1972
VG1-H10781 表現の自由と｢差別問題｣ 川口是 兵庫部落問題研究所 1991
VG1-H1215 表現の自由とはなにか 奥平康弘 中央公論社 昭和45
VG1-H1288 表現の自由とは何か 奥平康弘 中央公論社 昭和50
VG1-H10036 ｢漂荒紀事｣草稿 平田守衛 京都大学学術出版会 1990

VG1-H2234 兵庫県の印刷史 －
兵庫県印刷紙工品工業協
同組合

昭和36

VG1-H3029 病骨録 － 文禄堂書店 明治37

VG1-H10598 標識としての記録 市村弘正
日本エディタースクール
出版部

1992

VG1-H7701 評釈　冬の日 幸田露伴 岩波書店 昭和19

VG1-H2216 標準･校正必携　第三版 －
日本エディタースクール
出版部

昭和48

VG1-H2169 標準校正必携　第三版 加藤美方 日本エディタースクール 昭和48

VG1-H10942 標準校正必携
日本エディタースクール
編

現代ジャーナリズム出版
会

昭和41

VG1-H11832 表層批評宣言 蓮實重彦 筑摩書房 1985年

VG1-H3727 評伝　齋藤知一郎 武者小路實篤
大昭和製紙齋藤知一郎顕
彰委員会

昭和37

VG1-H10742 評伝　柳宗悦 水尾比呂志 筑摩書房 平成4
VG1-H8678 評伝宮武外骨 木本至 社会思想社 1984
VG1-H6740 氷壁 井上靖 新潮社 昭和33

VG1-H7462 開かれた小さな扉
バージニア･Ｍ･アクスライ
ン

日本エディタースクール
出版部

昭和62

VG1-H11215 ひらけ､博物館　岩波ブックレット　188 伊藤寿朗 岩波書店 1991
VG1-H11112 平塚らいてうと日本の近代　岩波ブックレット　67 大岡昇平　丸岡秀子 岩波書店 1986
VG1-H10782 平野甲賀[装丁]術・好きな本のかたち 平野甲賀 晶文社 1986
VG1-H10778 比良の虹　内田百閒随筆集 内田百閒 六興出版 1980
VG1-H7408 ヒラヒラ文化批判 奥平康弘 有斐閣 昭和61
VG1-H4108 ビルマの竪琴 竹山道雄 中央公論社 昭和23
VG1-H11185 ビロード革命のこころ　岩波ブックレット　158 バーツラフ･ハベル 岩波書店 1990
VG1-H6145 弘前図書館60年の歩み － 弘前市立弘前図書館 昭和41

VG1-H11056
広島･長崎でなにが起ったのか　岩波ブックレット
8

飯島宗一 岩波書店 1982

VG1-H11052 広島からオイロシマへ　岩波ブックレット　4 大江健三郎 岩波書店 1982
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VG1-H11066 貧困　岩波ブックレット　18 西川潤 岩波書店 1983
VG1-H7443 貧困なる精神　第18集 本多勝一 すずさわ書店 昭和61
VG1-H8710 貧困なる精神　第20集 本多勝一 すずさわ書店 1988
VG1-H4240 貧乏物語 河上肇 岩波書店 昭和22
VG1-H6178 貧乏物語 河上肇 弘文堂書房 大正6
VG1-H11904 ﾌｧｰﾌﾞﾙの昆虫記　上 訳：山田吉彦 岩波書店 昭和28年
VG1-H3139 ファウスト　第1部 － 岩波書店 昭和41
VG1-H4838 フアウスト　第2部(下) ゲーテ 羽田書店 昭和24
VG1-H4839 フアウスト　第2部(上) ゲーテ 羽田書店 昭和24
VG1-H4454 ファウストの救 山田幸三郎 待晨堂 昭和30
VG1-H7076 ファウスト物語 新渡戸稲造 六盟館 明治43
VG1-H3870 ファシズム 具島兼三郎 岩波書店 昭和36
VG1-H7315 ファシズムの中の一九三〇年代 久野收 リブロポート 1986
VG1-H1287 ファニー･ヒル クレランド　著 三笠書房 1969
VG1-H5040 不安のエチュード 石田春夫 塙書房 1970
VG1-H5044 不安の享楽 石田春夫 河出書房 昭和30
VG1-H3773 フィガロの結婚 ポオマルシエ 要書房 昭和25
VG1-H4627 フイガロの結婚 ボオマルシェエ 要書房 昭和25
VG1-H920 フィナーレの発想 外山滋比古 講談社 昭和54
VG1-H9596 ヴィルヘルム･テル シラー 岩波書店 1948[昭和23]
VG1-H7252 フィロビブロン　書物への愛 リチャード･ド･ベリー タングラム 1985
VG1-H10868 風景画全集　美しい日本　1 井上靖　河北倫明　監修 ぎょうせい 1988
VG1-H10869 風景画全集　美しい日本　2 井上靖　河北倫明　監修 ぎょうせい 1988
VG1-H10870 風景画全集　美しい日本　4 井上靖　河北倫明　監修 ぎょうせい 1988
VG1-H10871 風景画全集　美しい日本　5 井上靖　河北倫明　監修 ぎょうせい 1988
VG1-H10872 風景画全集　美しい日本　6 井上靖　河北倫明　監修 ぎょうせい 1988
VG1-H10873 風景画全集　美しい日本　7 井上靖　河北倫明　監修 ぎょうせい 1988
VG1-H10874 風景画全集　美しい日本　8 井上靖　河北倫明　監修 ぎょうせい 1988
VG1-H10875 風景画全集　美しい日本　9 井上靖　河北倫明　監修 ぎょうせい 1988
VG1-H8305 風景画帖 串田孫一 あすなろ書房 1964
VG1-H7365 風景の現象学 内田芳明 中央公論社 昭和60

VG1-H9765 フーコー権力論入門 山本哲士
日本エディタースクール
出版部

1991

VG1-H368 風詩餘録 － 大日本雄辯会講談社 昭和14
VG1-H5246 風生句話 富安風生 六興出版部 昭和22
VG1-H344 風雪八十年 － 同文館出版 昭和51
VG1-H5282 風雪80年同文館創業80周年史 中島朝彦 同文館出版　(株) 昭和51
VG1-H521 風雪に耐えて [岩波雄二郎] 岩波書店 1961
VG1-H5711 風俗壊亂雑誌　第1号 － 半狂堂 昭和6
VG1-H5712 風俗壊亂雑誌　第1号 － 半狂堂 -
VG1-H901 風俗学 多田道太郎 筑摩書房 1978
VG1-H5252 瘋癲老人日記 谷崎潤一郎 中央公論社 昭和37
VG1-H3473 風土の構造 鈴木秀夫 大明堂 昭和51
VG1-H9399 夫婦　愛と惑いの記録 石垣綾子 光文社 1957
VG1-H1782 風物･人物･書物 大内兵衛 黄土社 昭和29
VG1-H4708 風物･人物･書物 大内兵衛 黄土社 昭和29
VG1-H3471 風流尸解記 金子光晴 青娥書房 昭和50
VG1-H439 ｢風流夢譚｣事件以後 中村智子 田畑書店 1976
VG1-H8093 風流佛 幸田露伴 日本近代文学館 1968
VG1-H8193 不運から幸運へ 石川武美 主婦之友社 1926

VG1-H11537 フェ･ベトナム栄華の都 －
ユネスコ･アジア文化セン
ター

1987

VG1-H9740 フェスティナ･レンテ　(ゆっくり急げ) 外山滋比古 創知社 1981
VG1-H7845 笛･鈴蘭 野上弥生子 岩波書店 昭和41
VG1-H4433 笛吹川 深沢七郎 中央公論社 昭和33
VG1-H2436 フォーカス､フライデーの愛読者に贈る本 赤塚不二夫　(他) 四海書房 昭和61

VG1-H11132
フォト･ジャーナリストとは?　岩波ブックレット
100

吉田ルイ子 岩波書店 1987

VG1-H1150 不穏思想の真相と其対策 綾川武治 兵書出版社 昭和9
VG1-H1171 不穏文書臨時取締法詳論 小椋邑吉 大阪毎日新聞社 昭和12
VG1-H5700 不穏文書臨時取締法説明書 － 司法省刑事局 昭和11
VG1-H11133 武器としての映画　岩波ブックレット　101 ミゲル･リティン 岩波書店 1987
VG1-H3666 不況期に売れる色とデザイン 南義人　中平隆明　編 矢野経済研究所 昭和37
VG1-H8700 福音書異同一覧 塚本虎二 新地書房 1981
VG1-H11803 福翁百話　全 福沢諭吉 時事新報社 明治37年
VG1-H2995 福翁自傳 － 時事新報社 大正9
VG1-H8886 複合汚染その後 有吉佐和子 潮出版社 1977
VG1-H8691 福沢屋諭吉の研究 長尾正憲 思文閣出版 1988
VG1-H1262 福沢諭吉 小泉信三 岩波書店 1966
VG1-H314 福沢諭吉 － 岩波書店 1955
VG1-H315 福沢諭吉 川邊眞藏 三省堂 昭和17
VG1-H4810 福澤諭吉 小泉信三 弘文堂 昭和23
VG1-H7219 福沢諭吉 小泉信三 岩波書店 昭和41
VG1-H312 福澤諭吉襍攷 富田正文 三田文學出版部 昭和17
VG1-H7505 福澤諭吉全集　第3巻 慶應義塾編纂 岩波書店 昭和44
VG1-H6011 福沢諭吉とその周囲 － 慶応義塾 昭和39
VG1-H122 福沢諭吉とその門下書誌 － 慶応通信 昭和45
VG1-H4802 福澤諭吉の人と書翰 － 慶友社 昭和23
VG1-H7237 福澤諭吉の人と書翰 小泉信三 慶友社 昭和23

VG1-H4444 福沢諭吉の歴史的証言と西郷隆盛の死 坂元盛秋
[山形県鶴岡市致道博物
館]

昭和38

VG1-H2107 福島県の印刷文化史 三浦康 日進堂印刷所 昭和40
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VG1-H8788 福田清人　序文集 板垣信　[ほか]　著 宮本企画 昭和63
VG1-H8994 福武書店30年史　1955-1985 福武書店 福武書店 昭和62
VG1-H9454 福武の心　ひとすじの道 福武哲彦 福武書店 1986
VG1-H5039 福田機還らず － 福田貞三郎 昭和40
VG1-H1058 福田良太郎の追憶 － － [昭和31]
VG1-H313 福地櫻痴 川邊眞藏 三省堂 昭和17
VG1-H11273 福地書店書画幅和本目録 － 福地書店 1987

VG1-H9333 福原麟太郎随想録 福原雛恵
講談社出版サービスセン
ター

1989[平成元]

VG1-H7902 福原麟太郎追悼録 福原雛惠 福原麟太郎追悼録刊行会 1987[昭和62]
VG1-H10325 ふくろふ先生 内田百閒 東成社 1952[昭和27]
VG1-H10347 梟の棲むベランダ 大久保督子 沖積舎 1992[平成4]
VG1-H9587 婦系図　前篇 泉鏡花 岩波書店 1951[昭和26]
VG1-H10023 武家文書の研究と目録　(上) 芥川竜男 お茶の水図書館 1988
VG1-H588 冨山房新築落成記念 － 冨山房 昭和7
VG1-H7848 藤 野上弥生子 甲鳥書林 昭和16

VG1-H11920 ふしぎだな
文：ﾋﾟｰﾀｰ･ｾｲﾓｱ・訳：わだ
よしおみ

大日本絵画 1982年

VG1-H11926 ふしぎなき 文：すだれゆみこ 大日本絵画 1984年
VG1-H6554 不思議な書物 正宗白鳥 丹頂書房 昭和23
VG1-H622 藤の園　川合晋追悼録 － 東海堂 昭和16
VG1-H8763 藤本義一の文章教室 藤本義一 PHP研究所 1989
VG1-H3087 浮城物語 矢野文雄 岡崎屋書店 明治40
VG1-H4606 撫松餘韻 安川撫松 松本健次郎 昭和10
VG1-H5935 傅書活版技術 高島義雄 日本印刷新聞社 昭和57[1982]
VG1-H4967 藤原定家の研究 石田吉貞 文雅堂書店 昭和32
VG1-H9757 藤原義江 牛島秀彦 読売新聞社 1982
VG1-H10182 婦人お習字上達手本 － 大日本雄辯會講談社 1937
VG1-H5668 婦人画報　創刊号　復刻版 － 婦人画報社 昭和57
VG1-H437 婦人画報社の七十五年 － 婦人画報社 昭和55
VG1-H5667 婦人画報社の77年 － 婦人画報社 昭和57
VG1-H511 婦人倶楽部創刊50周年　若い女性創刊15周年 － 講談社 -
VG1-H7924 婦人公論　第1巻第1号 － 中央公論社 1985
VG1-H436 婦人公論の五十年 － 中央公論社 昭和40

VG1-H5522 婦人雑誌ジャーナリズム 岡滿男
現代ジャーナリズム出版
会

1981

VG1-H7402 婦人雑誌からみた一九三〇年代 私たちの歴史を綴る会 同時代社 昭和62

VG1-H8624 婦人雑誌からみた1930年代
私たちの歴史を綴る会　編
著

同時代社 1987

VG1-H9770 婦人雑誌の夜明け 近代女性文化史研究会　編 大空社 1989
VG1-H2680 婦人雑誌の用語 国立国語研究所　編 国立国語研究所 昭和28
VG1-H3766 婦人思想形成史ノート　(上) 丸岡秀子 ドメス出版 1975
VG1-1613 婦人世界　[復刻版]　1巻1号 講談社 1906
VG1-H9840 婦人と文学　近代日本の婦人作家 宮本百合子 実業之日本社 1947
VG1-H3649 婦人のあゆみ八十年 － 日本婦人団体連合会 1960
VG1-H10461 婦人の経済学 大内兵衛 岩波書店 1953
VG1-H10966 婦人之友五十年の歩み － 婦人之友社 昭和28
VG1-H5664 婦人の友50年の歩み － － 昭和28
VG1-H10658 襖の下は里 [永井荷風] － -
VG1-H10215 伏字･検閲･内閲 金谷博雄 金谷博雄 1975
VG1-H6155 伏字文学館 野川浩 創林社 1982
VG1-H11125 ふぞろいの林檎たちへ　岩波ブックレット　88 山田太一 岩波書店 1987
VG1-H4185 蕪村俳句集 潁原退蔵 岩波書店 昭和19
VG1-H9325 ブタペスト回想 徳永康元 恒文社 1989
VG1-H7217 ブタペストの古本屋 徳永康元 恒文社 昭和60
VG1-H8854 ブダペストの古本屋 徳永康元 恒文社 1982
VG1-H7514 ふたりでビールを楽しむ十章 井口大介 丘書房 昭和58[1983]
VG1-H7155 二人で一人の物語 清水達夫 出版ニュース社 昭和60
VG1-H8747 ふたりの夫からの贈りもの 長岡輝子 草思社 1988
VG1-H139 二人比丘尼色懺悔 紅葉山人 吉岡書籍店 明治22
VG1-H5055 二人比丘尼色懺悔 尾崎紅葉 近代文学館 昭和45
VG1-H6525 ふだん着のパリ 中村武志 旺文社 1984

VG1-H2491 普通科講義ﾉｰﾄ　(昭和41年度秋期)
布川角左衛門　美作太郎
他

日本ｴﾃﾞｨﾀｰｽｸｰﾙ [昭和41]

VG1-H2490 普通科講義ﾉｰﾄ　(昭和41年度春期)
布川角左衛門　美作太郎
他

日本ｴﾃﾞｨﾀｰｽｸｰﾙ [昭和41]

VG1-H1815 普通讀書案内 中學教育社 中學書院 明治32
VG1-H3475 復活 昇曙夢 新潮社 昭和2
VG1-H6182 復活の曙光 姉崎正治 有朋館 明治37
VG1-H10007 仏教･キリスト教･イスラーム･神道　どこが違うか 大法輪編集部 大法輪閣 1991
VG1-H11826 仏教百話 増谷文雄 筑摩書房 1985年
VG1-H3633 佛教学辞典 多屋頼俊　横超彗日　編 法蔵館 昭和32
VG1-H1046 佛教語大辞典　完成報告 中村元 － 昭和49
VG1-H9766 仏教ごっこ日本 藤原成一 法蔵館 1991[平3]
VG1-H623 仏教書出版三六〇年 － 法蔵館 昭和53
VG1-H3252 仏教書とともに 西村七兵衛 法蔵館 昭和62
VG1-H3646 仏教の実と虚 原田三夫 新月社 1975
VG1-H6692 佛教の眞髄 高楠順次郎 第一書房 昭和15
VG1-H10805 仏教文化事典 － 佼成出版社 1989
VG1-H9481 ブック･ガイド'89　美的現代へのライフ･マニュアル 別冊文藝編集部　[編] 河出書房新社 1988
VG1-H6132 ブック､ガイド､ブック　1982 － 河出書房新社 1982
VG1-H6375 ブックカタログ　1000　別冊　本の雑誌　1 － 本の雑誌社 1982
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VG1-H6345 ブックカタログ　1000　別冊　本の雑誌　5 － 本の雑誌社 1983
VG1-H6376 ブックカタログ　1000　別冊　本の雑誌　5 － 本の雑誌社 1983
VG1-H5363 ブックカタログ1000　別冊本の雑誌1 － 本の雑誌社 1981
VG1-H2305 ブッククラブと日本の出版界 － － 昭和44
VG1-H5904 ブックス＆マガジンズ 常盤新平 サイマル出版会 1981
VG1-H7140 ブック戦爭の記録 松信泰輔　編 有隣堂 昭和52
VG1-H2166 ブックデザイン 粟屋充 美術出版社 1971
VG1-H10339 ブックライフ自由自在 荒俣宏 太田出版 1992

VG1-H11227
ブックレットのぶっくれっと　岩波ブックレット
201

岩波書店編集部　編 岩波書店 1991

VG1-H9462 ブックレビュー01　誘う書評･闘う書評 － 弓立社 1989
VG1-H950 複刻絵本絵ばなし集　解説 － ほるぷ出版 昭和53
VG1-H11806 佛国革命史 河津祐之　訳 加納久宣 明治11年
VG1-1460 複刻日本の雑誌　A 講談社 1982
VG1-1460 複刻日本の雑誌　B 講談社 1982
VG1-1460 複刻日本の雑誌　C 講談社 1982
VG1-1460 複刻日本の雑誌　D 講談社 1982
VG1-1460 複刻日本の雑誌　E 講談社 1982
VG1-1460 複刻日本の雑誌　F 講談社 1982
VG1-1460 複刻日本の雑誌　G 講談社 1982
VG1-1460 複刻日本の雑誌　H 講談社 1982
VG1-H5669 復刻日本の雑誌 － 講談社 [昭和57]
VG1-H10061 復刻　日本の雑誌　解説 日本近代文学館　編 講談社 1982[昭和57]
VG1-H11793 佛語初歩 曉星中学校　編 曉星中学校 明治40年
VG1-H7558 物質と言葉 寺田寅彦 岩波書店 昭和17
VG1-H9564 物質とは何か 弘文堂　編 弘文堂 1949[昭和24]
VG1-H1247 物情騒然の巻　(回想の文学　②) 中島健蔵 平凡社 昭和52

VG1-H11697 ブッデンブロオク一家（3）
トオマス・マン　成瀬無極
訳

岩波書店 昭和15年

VG1-H6036 物理学序説 寺田寅彦 岩波書店 昭和22
VG1-H3171 物類稱呼 － 岩波書店 昭和16
VG1-H3768 物類品隲 平賀源内 八坂書房 昭和47
VG1-H2993 筆と舌 加藤熊一郎 丙午出版社 明治44
VG1-H5229 武道初心集 － 実業之日本社 昭和38
VG1-H5775 武道の徳 野間淸治 [　　　　　　　] [   ]
VG1-H3922 ふみくら － 出版ニュース 1979
VG1-H8683 不滅の遺産　大槻はるの生涯 松隈俊子 冬芽社 1987
VG1-H8408 冬の観覧車 中島治 沖積舎 昭和63
VG1-H3512 冬の樹 神吉妙子 新星書房 昭和52
VG1-H6303 冬の霧立ちて 辻邦生 中央公論社 昭和58
VG1-H7364 冬のモンゴル 磯野富士子 中央公論社 昭和61
VG1-H725 冬薔薇 － 牧葉まつ 昭和53
VG1-H7842 冬彦集　続 寺田寅彦 岩波書店 昭和16
VG1-H8147 冬彦集 寺田寅彦 日本近代文学館 1969
VG1-H9839 冬彦集 吉村冬彦 岩波書店 1941
VG1-H9936 冬彦集 吉村冬彦 岩波書店 1923[大正12]
VG1-H6834 冬芽の貌 冨成忠夫 冨成写真工房 昭和59
VG1-H9605 冬物語　ドイツ ハイネ 岩波書店 1947[昭和22]
VG1-H2562 プラーゲ旋風 大家重夫 黎文社 昭和49
VG1-H8527 プライバシーと高度情報化社会 堀部政男 岩波書店 1988
VG1-H1257 プライバシーの権利 伊藤正己 岩波書店 昭和38

VG1-H11120
ブラウン管のなかのアメリカ　岩波ブックレット
82

小中陽太郎 岩波書店 1987

VG1-H4754 プラグマテイズム　Ⅱ　藝術･教育･宗教
桑原武雄　宗像誠也　清水
幾太郎

白日書院 昭和22

VG1-H4646 ブラジルからメキシコへ 田中耕太郎 春秋社 昭和33
VG1-H4717 プラダマテイズム　Ⅰ　概論､論理學 清水幾太郎　久野収 白日書院 昭和22
VG1-H5111 ブランコの歌 堀内裕明 堀内郁夫 昭和40
VG1-H4617 フランス､ユマニスムの成立 渡邊一夫 岩波書店 昭和33

VG1-H6722 フランス一九三〇年代　状況と文学 山口俊章
日本エディタースクール
出版部

1983

VG1-H4445 佛蘭西演劇私觀 辰野隆 酣燈社 昭和23
VG1-H4475 フランスから 高田博厚 みすず書房 1951

VG1-H8588 フランス現代史のなかの女たち
ペロー･ミッシェル　著　福
井憲彦　金子春美　訳

日本エディタースクール
出版部

1989

VG1-H3928 ふらんす小咄大全 － 筑摩書房 昭和54
VG1-H4878 フランス歳時記 河盛好蔵 大日本雄辯會講談社 昭和23
VG1-H5187 フランス實證主義哲學 高山峻 創元社 昭和25
VG1-H5148 フランス中世古典　狐物語 － 大和書房 昭和23
VG1-H2379 フランス著作権法および出版契約法案 － 文部省管理局 昭和25
VG1-H7839 フランス通信　第5 瀧澤敬一 岩波書店 昭和21
VG1-H4937 佛蘭西哲學研究 澤瀉久敬 創元社 昭和22
VG1-H4597 フランス哲學思潮 アンドレ･クレソン 白水社 1951
VG1-H4941 フランス哲學入門 淡野安太郎 小石川書房 昭和24
VG1-H10481 フランスの階級闘争 マルクス 彰考書院 1948[昭和23]
VG1-H5223 フランスの哲學 淡野安太郎 角川書店 昭和27
VG1-H4628 佛蘭西文学　下 辰野隆 白水社 昭和21
VG1-H4629 佛蘭西文学　上 辰野隆 白水社 昭和23
VG1-H3904 フランス文学案内 渡辺一夫 岩波書店 昭和36
VG1-H7145 フランス文学論 杉捷夫 酣燈社 昭和22
VG1-H8035 ふらんす物語 永井荷風 日本近代文学館 1968
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VG1-H5000 フランソワ･ラブレー　イタリヤだより
フランソワ･ラブレー　著、
渡辺一夫　訳

出光書店 1948

VG1-H1895 ふりがな廢止論とその批判 － 白水社 昭和13
VG1-H11837 不良少女とよばれて 原笙子 筑摩書房 1985年
VG1-H9946 俘虜生活四ヶ年の回顧 酒巻和男 東京講演会 1947[昭和22]
VG1-H3950 プリント･ショップ入門 竹本次郎 印刷時報社 昭和50
VG1-H9597 古い玩具 岸田國士 岩波書店 1952[昭和27]
VG1-H10264 古い雑誌から 森銑三 文藝春秋新社 1956
VG1-H668 古い雑誌から 森銑三 文藝春秋社 昭和31
VG1-H8309 古い室内楽 串田孫一 筑摩書房 1961
VG1-H3756 ブルーノ･タウト著作集　第2巻 ブルーノ･タウト 春秋社 昭和25
VG1-H3739 ブルーノ･タウト著作集　第3巻 ブルーノ･タウト 春秋社 昭和25
VG1-H10240 古本屋四十年 青木正美 福武書店 1992
VG1-H5113 ブルクハルト　ギリシャ文化史　第1巻 ブルクハルト･ヤコプ 東京堂 昭和23
VG1-H7071 ふるさと隨筆 橘経雄　編 全国出版協会出版部 昭和29
VG1-H11903 ふるさとの民謡（解説付）4 － 福田芳文堂 -
VG1-H4270 プルターク英雄傳　(一) － 岩波書店 昭和27
VG1-H4279 プルターク英雄傳　(十) － 岩波書店 昭和31
VG1-H4280 プルターク英雄傳　(十一) － 岩波書店 昭和31
VG1-H4281 プルターク英雄傳　(十二) － 岩波書店 昭和31
VG1-H4271 プルターク英雄傳　(二) － 岩波書店 昭和27
VG1-H4272 プルターク英雄傳　(三) － 岩波書店 昭和28
VG1-H4273 プルターク英雄傳　(四) － 岩波書店 昭和28
VG1-H4274 プルターク英雄傳　(五) － 岩波書店 昭和29
VG1-H4275 プルターク英雄傳　(六) － 岩波書店 昭和29
VG1-H4276 プルターク英雄傳　(七) － 岩波書店 昭和30
VG1-H4277 プルターク英雄傳　(八) － 岩波書店 昭和30
VG1-H4278 プルターク英雄傳　(九) － 岩波書店 昭和31

VG1-H5334 古野伊之助 －
古野伊之助伝記編集委員
会

昭和45

VG1-H7308 古本市場掘出し奇譚 青木正美 日本古書通信社 1986
VG1-H6566 古本商売　蒐集三十年 青木正美 青木正美 昭和59
VG1-H10373 古本商売蒐書三十年 青木正美 日本古書通信社　(発売) 1984
VG1-H1747 古本年鑑　第1年版　(1993年版) － 古典社 1933年版
VG1-H1748 古本年鑑　第1年版　(1994年版) － 古典社 1934年版
VG1-H1749 古本年鑑　第1年版　(1995年版) － 古典社 1935年版
VG1-H1750 古本年鑑　第1年版　(1996.7年版) － 古典社 1936･37年版
VG1-H202 古本之花 窪川書店 窪川書店 昭和5
VG1-H9858 古本便利帖 八木福次郎 東京堂出版 1991
VG1-H347 ふるほんや､たいへいき 大庭柯公 古典社 昭和14
VG1-H7081 古本屋の手帖 八木福次郎 東京堂出版 昭和61
VG1-H10521 古本屋控え帖 青木正美 東京堂 1992
VG1-H9077 古本用語事典 久源太郎 有精堂出版 1989
VG1-H740 プレ･グーテンベルク時代 鈴木敏夫 朝日新聞社 昭和51
VG1-H760 フレーベル館七十年史 － フレーベル館 昭和52
VG1-H11898 ﾌﾟﾚｽ・ﾋﾞﾌﾞﾘｵﾏｰﾇ 吉田直弘 胡蝶の会 1989年
VG1-H10971 普連土学園　中学校･高等学校 － [普連土学園] [1964]
VG1-H10972 普連土学園　中学校･高等学校 － [普連土学園] [1964]
VG1-H3944 普連土學園六十五年史 冨山とき　編 普連土學園 昭和27
VG1-H6965 フロイト ラルフ･ステッドマン ブレーン出版 昭和60
VG1-H8748 プロ将棋ワンポイント講座 河口俊彦 力富書房 1987
VG1-H6212 ブロックバスター時代 ホワイトサイト サイマル出版会 1982
VG1-H9591 プロレゴーメナ イマーヌエル･カント 岩波書店 1951[昭和26]
VG1-H1209 プロレタリア文化運動に就ての研究　(復刻) － 柏書房 昭和15

VG1-H11153
フロンガスが地球を破壊する　岩波ブックレット
127

山田國廣 岩波書店 1989

VG1-H4591 不惑彷徨 長谷川泉 書肆コリイカ 1960
VG1-H991 文化遺産序説 梅田一郎 鐵道科学社 昭和25
VG1-H2859 文化運動便覧　1962年版 － 武蔵書房 昭和37
VG1-H9304 文化革命 藏原惟人 岩波書店 1948[昭和23]
VG1-H5234 文化行政と世界觀の問題 小島軍造 群馬県社会教育教会 昭和28
VG1-335 文学　創刊号（1号） 岩波書店 1931
VG1-1486 文學　創刊号（1号） 岩波書店 1931
VG1-335 文学　1(創刊号)～10号 岩波書店 1931-1932
VG1-335 文学　11～20号 岩波書店 1932-1933
VG1-1486 文學　18号 岩波書店 1932
VG1-H10762 文学五十年 － 時事通信社 昭和30
VG1-H3290 文学五十年 荒正人　太田三郎　編 時事通信社 昭和31
VG1-H8755 文学概論 小田切秀雄 勁草書房 1972
VG1-H5015 文學研究　Ⅰ モロワ･アンドレ 新潮社 昭和26
VG1-H4946 文學研究　Ⅱ アンドレ･モロワ 新潮社 昭和26

VG1-H10920 文学交流の旅路
中国作家代表団歓迎委員会
アジア･アフリカ作家日本委
員会　編

中国作家代表団歓迎委員
会アジア･アフリカ作家日
本委員会

1980

VG1-H3602 文學作品研究序説 西尾實 新人社 昭和23
VG1-H5432 文学史の園　1910年代 紅野敏郎 青英社 昭和55
VG1-H6596 文学史の園一九一〇年代　増補新編 紅野敏郎 青英社 1984
VG1-H7080 文学者の声　1984　第47回国際ペン東京大会論集 日本ペンクラブ　編 小学館 昭和60
VG1-H7549 文学書･専門書･実用書の分析 － 朝日新聞東京本社広告部 昭和37
VG1-H8442 文學書及限定本相場帖 伊藤敬次郎　編 書痴往來社 昭和30
VG1-H3572 文學序説 土居光知 岩波書店 大正11
VG1-H5440 文学序説 桑原武夫 岩波書店 1977
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VG1-47 文学世界　1巻 春陽堂 1891
VG1-H8756 文学全集の研究 青山毅　編著 明治書院 平成2

VG1-H2337
文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約
ブラッセル規定要覧

－ 文部省 昭和37

VG1-H2359
文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約
ブラッセル規定要覧

－ 文部省 昭和38

VG1-H8449
文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約
の最初の100年

ボッシュ･アーパド 著作権資料協会 1988

VG1-H2365
文學的及美術的保護萬國同盟羅馬會議ノ提案及理由
書並ニ帝國政府訓令､提案ニ對スル帝國意見要旨､關
係諸官廳民間諸團體答申意見

－ － -

VG1-H3887 文学的回想 マクシム･デュ･カン 冨山房 昭和55
VG1-H4817 文學と經濟學 小泉信三 勁草書房 昭和23
VG1-H1983 文学と人生　カーライル選集　5 － 日本教文社 昭和37
VG1-H10236 文学と私　戦後と私 江藤淳 新潮社 1974
VG1-H1007 文学の社会学 エスカルピ･ロベール 白水社 1971
VG1-H8485 文学の値下 石川啄木 コンノ書房 [198-]
VG1-H8821 文学のよろこび 工藤好美 南雲堂 1989
VG1-H8234 文学の歴史 ガウアー･アルベルティーン 原書房 1987
VG1-H7635 文学部履修要綱　昭和43年度 － 法政大学文学部 昭和43
VG1-H9878 文学よもやま話　上 文藝春秋出版部　編 文藝春秋 1974[昭和49]
VG1-H9879 文学よもやま話　下 文藝春秋出版部　編 文藝春秋 1974[昭和49]

VG1-H3816 文化産業事典 星野松吉　編
新聞聯合ニュース東京本
社

昭和37

VG1-H3338 文化史學 石田一良 洋々社 昭和32
VG1-H3755 文化人名録　昭和30年版 － 日本著作権協議會 1955
VG1-H3264 文化大年表　(第5巻) 日置昌一 大蔵出版 昭和30
VG1-H3265 文化大年表　(第6巻) 日置昌一 大蔵出版 昭和30
VG1-H8709 文化庁事始 安達健二 東京書籍 1978

VG1-H2281
文学的および美術的著作物の保護に関するベルヌ同
盟の生成と発展

野村義男 文化庁 昭和44

VG1-H2128 文化と印刷 島屋政一 大阪出版社 大正10
VG1-H1119 文化統制の研究 大久保純一郎 東洋書館 昭和18
VG1-H4116 文化と教養 谷川徹三 齋藤書店 昭和21
VG1-H1369 文化とコミュニケイション 加藤秀俊 思索社 昭和46
VG1-H5411 文化とコミュニケィション 加藤秀俊 思索社 昭和46
VG1-H4637 文化と世界觀 田中耕太郎 國立書院 昭和23
VG1-H3553 文化とは何か 福田恆存 創元社 昭和30
VG1-H10588 文化なき文化国家 福田恒存 PHP研究所 1980
VG1-H1478 文化について 中島健蔵 六興商會出版部 昭和17
VG1-H2713 文化年鑑　1949年 － 資料社 昭和24
VG1-H6975 文化年鑑　1949年版 日本民主主義文化連盟 資料社 昭和24
VG1-H5424 文化の責任者 中谷宇吉郎 文藝春秋新社 昭和34
VG1-H5224 文化類型學 高山岩男 弘文堂書房 昭和14
VG1-H9519 文化連　久喜市文化団体連合会創立十周年記念誌 － 久喜市文化団体連合会 昭和63
VG1-H4115 文化論 谷川徹三 金文堂出版部 昭和22
VG1-H3465 文化論ノート 読売新聞社文化部　編 河出書房 [昭和24]
VG1-H2937 文求堂新古唐本書目 － 文求堂書店 明治44
VG1-H1947 文教調査会調査資料 － 文教調査会 昭和34
VG1-H8513 文芸･わいせつ･裁判　能勢克男随筆集 能勢克男 有光書房 昭和45
VG1-H3370 文藝五十年史 杉山平助 鱒書房 昭和18
VG1-H307 文芸記者三十年 辻平一 毎日新聞社 昭和32
VG1-H726 文芸記者三十年 辻平一 毎日新聞社 昭和32
VG1-H1202 文芸裁判の条理 前田信二郎 有光書房 昭和39
VG1-H9269 文芸裁判の条理 前田信二郎 有光書房 1964[昭和39]
VG1-H409 文藝春秋 菊池寛 金星社 大正11
VG1-H411 文藝春秋 － 高陽社 -
VG1-H8251 ｢文藝春秋｣にみる昭和史　第1巻 文藝春秋　編 文藝春秋 1987
VG1-H8252 ｢文藝春秋｣にみる昭和史　第2巻 文藝春秋　編 文藝春秋 1987
VG1-H8253 ｢文藝春秋｣にみる昭和史　第3巻 文藝春秋　編 文藝春秋 1988
VG1-H419 ｢文藝春秋｣の研究 松浦総三 晩聲社 1977
VG1-H484 文藝春秋三十五年史稿 － 文藝春秋新社 昭和34
VG1-H5514 文芸春秋60年の歩み － 文芸春秋 昭和57
VG1-H10828 文藝春秋七十年史 文藝春秋 文藝春秋 1991
VG1-H402 文藝春秋史稿 池島信平 文藝春秋社 昭和36
VG1-H403 文藝春秋史稿 池島信平 文藝春秋社 昭和36
VG1-H420 文藝春秋と天皇 松浦総三 晩聲社 1977
VG1-H1429 文藝東西南北 木村毅 新潮社 大正15
VG1-H3464 文芸と自然 － 共立女子大学文芸学部 昭和49
VG1-H2342 文藝と法律 勝本正晃 改造社 昭和4
VG1-H9383 文芸入門　岩波新書　34 桑原武夫 岩波書店 1952
VG1-H7915 文芸年鑑 日本文芸家協会　編 新潮社 1983[昭和58]
VG1-H2742 文藝年鑑　1934年版 － 改造社 昭和9
VG1-H2740 文藝年鑑　1936年版 － 第一書房 昭和11
VG1-H2741 文藝年鑑　1937年版 － 第一書房 昭和12
VG1-H2746 文藝年鑑　1948年 － 桃蹊書房 昭和23
VG1-H2747 文藝年鑑　1949年 － 新潮社 昭和24
VG1-H2748 文藝年鑑　1950年 － 新潮社 昭和25
VG1-H2749 文藝年鑑　1951年 － 新潮社 昭和26
VG1-H2750 文藝年鑑　1952年 － 新潮社 昭和27
VG1-H2751 文藝年鑑　1953年 － 新潮社 昭和28
VG1-H2752 文藝年鑑　1955年 － 新潮社 昭和30
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VG1-H2753 文藝年鑑　1956年 － 新潮社 昭和31
VG1-H2754 文藝年鑑　1957年 － 新潮社 昭和32
VG1-H2755 文藝年鑑　1958年 － 新潮社 昭和33
VG1-H2756 文藝年鑑　1959年 － 新潮社 昭和34
VG1-H2757 文藝年鑑　1960年 － 新潮社 昭和35
VG1-H2758 文藝年鑑　1961年 － 新潮社 昭和36
VG1-H2759 文藝年鑑　1963年 － 新潮社 昭和38
VG1-H2760 文藝年鑑　1968年 － 新潮社 昭和43
VG1-H2761 文藝年鑑　1971年 － 新潮社 昭和46
VG1-H2762 文藝年鑑　1971年 － 新潮社 昭和46
VG1-H2763 文藝年鑑　1976年 － 新潮社 昭和51
VG1-H2764 文藝年鑑　1977年 － 新潮社 昭和52
VG1-H2765 文藝年鑑　1978年 － 新潮社 昭和53
VG1-H2766 文藝年鑑　1979年 － 新潮社 昭和54
VG1-H6793 文芸年鑑　1984年版 日本文芸家協会 新潮社 昭和59
VG1-H6998 文藝年鑑　1985年版[昭和60年版] 日本文芸家協会 新潮社 昭和60
VG1-H10668 文芸年鑑　1990 日本文芸家協会　編 新潮社 1990
VG1-H10669 文芸年鑑　1991 日本文芸家協会　編 新潮社 1991
VG1-H10670 文芸年鑑　1992 日本文芸家協会　編 新潮社 1992
VG1-H2942 文藝年鑑　2603年度 － 桃蹊書房 昭和18
VG1-H2943 文藝年鑑　昭和27年度版 － 新潮社 昭和27
VG1-H5936 文芸年鑑　56年度 － 新潮社 昭和56
VG1-H2739 文藝年鑑　［紀元］2603年版 － 秋蹊書房 昭和18
VG1-H5414 文芸年鑑　昭和55年版 － 新潮社 昭和55
VG1-H5966 文芸年鑑　昭和57年版 － 新潮社 昭和57
VG1-H7425 文芸年鑑　昭和61年版 日本文芸家協会　編 新潮社 昭和61
VG1-H8413 文芸年鑑　昭和63年版 日本文芸家協会　編 新潮社 1988
VG1-H8767 文芸年鑑　平成元年版 日本文芸家協会　編 新潮社 1989
VG1-H2430 文芸年鑑1958年版 日本文芸家協会 新潮社 昭和33
VG1-H8171 文芸評論 小林秀雄 日本近代文学館 昭和44
VG1-H2645 文藝評論年鑑　昭和二十三年度 － 全國書房 -
VG1-H2744 文藝評論年鑑　昭和23年度 － 全国書房 昭和24
VG1-H2745 文藝評論年鑑　昭和23年度 － 全国書房 昭和24
VG1-H4508 文芸復興 W.H.PATER 筑紫書房 1949
VG1-H6749 文芸編集者その跫音 木村徳三 ティビーエス･ブリタニカ 昭和57
VG1-H8776 文芸編集者はかく考える 大久保房男 紅書房 昭和63
VG1-H2957 文藝豆年鑑　昭和14年版 － 作品社 昭和13
VG1-H2743 文藝豆年鑑　1938年版 － 作品社 昭和13
VG1-H3231 文芸用語の基礎知識 － 至文堂 昭和54
VG1-H9382 文芸用語の基礎知識　'88　(5訂増補版) 長谷川泉　(等編) 至文堂 1988
VG1-H1232 文芸わいせつ裁判　随筆集 能勢克男 有光書房 昭和45
VG1-H10175 文藝春秋七十年史 文藝春秋 文藝春秋 1991
VG1-H10176 文藝春秋七十年史 文藝春秋 文藝春秋 1991
VG1-H9844 文献　蓑田胸喜 石橋一哉 胡蝶の会 1992

VG1-H10393 文献を探すための本 斉藤孝　[ほか]
日本エディタースクール
出版部

1991

VG1-H9070 文献を探すための本 斉藤孝　[ほか]
日本エディタースクール
出版部

1989

VG1-H113 文献探索学入門 佃實夫 理想の科学社 昭和44
VG1-H9061 文庫へのみち 小田切進 東京新聞出版局 1981
VG1-H5366 文庫を生きる － 東村山市　市立図書館 1978
VG1-H6139 文庫を生きる － 東村山市立図書館 1978
VG1-H947 文庫を生きる 東村山市立図書館編 東村山市立図書館 昭和53
VG1-H3993 文庫そのすべて 矢口進也 図書新聞 1979
VG1-H10320 文庫中毒 井狩春男 ブロンズ新社 1992
VG1-H9034 文庫の整理学 紀田順一郎　[著] 講談社 1985
VG1-H6134 文庫の発想 － ダイヤモンド社 昭和57
VG1-H10962 文語文法 石井庄司　岸上慎二 新月社 昭和42
VG1-H5338 文庫へのみち 小田切進 東京新聞出版局 昭和56
VG1-H763 文車の旅 － 文車の会 昭和48
VG1-H6367 文集づくり･本づくり 鈴木政子 日本エディタースクール 昭和59
VG1-H1879 文章作法 樺島忠夫 日本経済新聞社 昭和46
VG1-H1967 文章作法 瀬沼茂樹 河出書房 昭和31
VG1-H1876 文章心理學 波多野完治 三省堂 昭和18
VG1-H1864 文章第一歩 白石大二 東京堂 昭和36
VG1-H1887 文章読本 丸谷才一 中央公論社 昭和53
VG1-H1926 文章読本 野間宏 新読書社出版部 1960
VG1-H1906 文章入門 野間宏 青木書店 1967
VG1-H1871 文章の書き方､学び方 － ダイヤモンド社 昭和50
VG1-H1877 文章の研究 宇野浩二 中央公論社 昭和17

VG1-H858 文章の実習 大隈秀夫
日本エディタースクール
出版部

昭和50

VG1-H2669 文章のわかりやすさの研究 堀川直義 朝日新聞調査研究室 1957
VG1-H5919 文章批評 大石初太郎 筑摩書房 昭和55
VG1-H1839 文章表現の技術 － 文章技術研究所 1965

VG1-H10595 文章表現の研究 井尻千男
日本エディタースクール
出版部

1992

VG1-H5346 文書整理法の理論と実際 淵時智 同文館 昭和15
VG1-H304 文史郎随筆 鈴木文史郎 中央公論社 昭和23
VG1-H303 文史郎文集 鈴木文史郎 大日本雄弁会講談社 昭和27
VG1-H6137 文体としての句読点 大類雅敏 栄光出版社 昭和54
VG1-H8335 文壇意外史 森敦 朝日新聞社 1974
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VG1-H3706 文壇うちそと 尾崎秀樹 筑摩書房 昭和50
VG1-H4040 文壇うちそと 尾崎秀樹 筑摩書房 昭和50
VG1-H3452 文壇えんま帖 佐藤観次郎 學風書院 昭和27
VG1-H9388 文壇大家花形の自敍傳　附現代文藝家名鑑 － 大日本雄辯會講談社 1936
VG1-H3539 文壇出世物語 新秋出版社文藝部　編 新秋出版社 大正13
VG1-H1841 文壇の先生たち 竹内良夫 学風書院 昭和32
VG1-H3456 文壇風物誌 十返肇 三笠書房 昭和30
VG1-H8734 文房四宝　｢紙｣ 杉村勇造　永井敏夫 淡交社 1972
VG1-H5371 文房四宝　紙の話 榊莫山 角川書店 昭和56
VG1-H8733 文房四宝　｢硯｣ 杉村勇造　永井敏夫 淡交社 1972
VG1-H8732 文房四宝　｢墨｣ 杉村勇造　永井敏夫 淡交社 1972
VG1-H8731 文房四宝　｢筆｣ 杉村勇造　永井敏夫 淡交社 1972
VG1-H3110 文明 － 日本評論社 昭和25
VG1-H1700 文明開化 木村毅 至文堂 昭和29
VG1-H3050 文明開化 － 半狂堂 大正15
VG1-H3089 文明開化 宮武外骨 成光館出版部 昭和4
VG1-H3918 文明開化 木村毅 至文堂 昭和29
VG1-H690 文明開化　三 － 半狂堂 大正15
VG1-H6627 文明開化東京　明治東京史話　新版 川崎房五郎 光風社出版 昭和59
VG1-H7373 文明開化文章 － 抱玉堂 明治6

VG1-H3491 文明にとって車とは
[トヨタ自動車工業社史編集
委員会　編]

トヨタ自動車工業　株式
会社

1977

VG1-H4044 文明の三極 吉川幸次郎 筑摩書房 昭和53
VG1-H11661 文明論之概略　巻之三 福澤諭吉 － -
VG1-H11662 文明論之概略　巻之六 福澤諭吉 － -
VG1-H10761 分類語彙表 国立国語研究所 秀英出版 昭和39
VG1-H5759 分類法通論 － 国立国会図書館 昭和26
VG1-H5768 分類法通論 － 国立国会図書館 昭和27

VG1-H4160
ベアトリックス捨てられた女  (バルサック全集　第
15巻)

バルザック 創元社 昭和35

VG1-H4866 平安時代文學と白氏文集 金子彦二郎 大日本雄辯會講談社 昭和23
VG1-H4565 平安時代文学と白氏文集 金子彦二郎 培風館 昭和30
VG1-H4459 平安堂日記 － 平安堂 昭和39
VG1-H3638 平均有銭 内山完造 同文館 昭和30
VG1-H7836 平家物語　上巻 山田孝雄　校訂 岩波書店 昭和11
VG1-H1251 兵荒馬乱の巻　[回想の文学　④) 中島健蔵 平凡社 昭和52
VG1-H1477 米国出版事情　(1940～1945年) [井上博之] 明和書院 昭和23
VG1-H3280 米國教育使節団報告書 渡邊彰 目黒書店 昭和22
VG1-H2417 米国最高裁のCATV判決について 野村義男 著作権資料協会 1968
VG1-H11865 米国著作権制度における実演の制限―1958･10― － 日本民間放送連盟 昭和38年
VG1-H2275 米国著作権法改正法案　(仮訳) 文部省 文部省 昭和40
VG1-H1279 米国に於ける新聞に関する法規と判例 － 日本新聞協会 昭和26
VG1-H11664 米國に使して　日米交渉の回顧 野村吉三郎 岩波書店 昭和21年
VG1-H1114 米國の言論指導と対外宣傳 J.R.モック　C.ラースン 汎洋社 昭和18
VG1-H7430 米国マスコミのジレンマと決断 フランク･マッカロック　編 ビジネス社 昭和61
VG1-H5661 閉鎖機関日本出版配給株式会社特殊清算概要 － － 昭和28
VG1-H5662 閉鎖機関日本出版配給株式会社特殊清算概要 － － 昭和28
VG1-H33 平日抄 壽岳文章 靖文社 昭和22
VG1-H9493 平日抄 壽岳文章 靖文社 1947
VG1-H2400 米州著作権関係条約集 － 文部省 昭和27
VG1-H7380 平生の心がけ 小泉信三 文芸春秋新社 昭和28
VG1-H9404 平生の心がけ 小泉信三 文藝春秋新社 1953
VG1-H4801 平生の心がり 小泉信三 文藝春秋新社 昭和28
VG1-H635 米峰回顧談 高嶋米峰 學風書院 昭和26
VG1-H753 平凡通信この10年 － 平凡出版 昭和45
VG1-H747 平凡社六十年史 － 平凡社 昭和49
VG1-H4023 平凡社における失敗の研究 大原緑峯 ぱる出版 1987
VG1-H8996 平凡社における人間の研究 大原緑峯 ぱる出版 1988
VG1-H7434 平凡社版気象の事典 － 平凡社 昭和61[1986]
VG1-H10194 平凡通信この10年 岩堀喜之助 平凡出版 1970
VG1-H719 平凡の歌本 － 平凡出版　株式会社 昭和50
VG1-H3380 平民社時代 荒畑寒村 中央公論社 1975
VG1-H10225 平民新聞論説集 林茂　西田長寿　編 岩波書店 1961
VG1-H5429 平和運動20年資料集 － 大月書店 1969

VG1-H2371
平和条約第十二条に基く著作権に関する内国民待遇
の相互許与に関する日米交換公文

－ 文部省 昭和29

VG1-H11890 平和的競走の進め方の研究とその原理の探求 古木三郎 － 1960年
VG1-H4538 平和と教育 勝田守一 力江書院 昭和26
VG1-H718 平和と独立のための書籍の闘い フレド･エルスナー　陳克寒 駿台社 1955
VG1-H10094 平和に架ける虹　人間･下中弥三郎 立石巖 東京印書館 1991
VG1-H5157 平和の創造 上原専禄 理論社 1951
VG1-H10503 平和のための戦い ウィリー･ブラント 読売新聞社 1973
VG1-H3708 平和の哲学 稲垣良典 第三文明社 1973
VG1-H4117 平和の哲學 谷川徹三 社会思想研究会出版部 昭和28
VG1-H3596 平和の論理と戦争の論理 久野収 岩波書店 昭和47
VG1-H4808 平和論 小泉信三 文藝春秋新社 昭和27
VG1-H6049 平和論 小泉信三 文芸春秋新社 昭和27
VG1-H7341 平和論 小泉信三 文芸春秋新社 昭和27
VG1-H7379 平和論 小泉信三 文芸春秋新社 昭和27
VG1-H4580 ヘーゲル小論理學 ヘーゲル 北隆館 昭和18
VG1-H4960 ヘーゲル論理學研究 松村一人 北隆館 昭和20
VG1-H11311 ベータマックス訴訟判決 － 著作権資料協会 1982
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VG1-H4237 ベェトォヴェン ワァグナァ 音楽之友社 昭和28
VG1-H4188 ベートーヴェン書簡集 － 岩波書店 昭和23
VG1-H3135 ベートーヴェンの生涯 片山敏彦 みすず書房 昭和30
VG1-H10717 ペーパーバック大全 ピート･スフリューデルス 晶文社 1992
VG1-H4257 ベールキン物語 プーシキン 岩波書店 昭和21
VG1-H11167 北京激動　中国の民主　岩波ブックレット　141 辻康吾 岩波書店 1989
VG1-H6007 北京追想 臼井武夫 東方書店 1981
VG1-H801 ベストセラー クリト･リース 雪華社 昭和36
VG1-H10385 ベストセラー考現学 植田康夫 メディアパル 1992
VG1-H802 ベストセラー作法 山崎安雄 白凰社 昭和36

VG1-H6237 石川弘義のベストセラー大百科 1982年版
現代出版情報研究所(企画･
編集)

辰巳出版 1982

VG1-H6802 ベストセラーと書評の関係 － 日本書評センター 昭和60
VG1-H10275 ベストセラーの構造 中島梓 筑摩書房 1992
VG1-H6383 ベストセラーの構造 中島梓 講談社 1983
VG1-H7903 ベストセラーの構造 中島梓 講談社 1987[昭和62]

VG1-837 ベストセラーの成り立ちと問題点　1972
全国出版協会出版科学研
究所

1972

VG1-H10597 ベストセラーの方程式 井狩春男 ブロンズ新社 1990
VG1-H9951 ベストセラーの方程式 井狩春男 ブロンズ新社 1990
VG1-H9841 ベストセラーの読まれ方 香内三郎 日本放送出版協会 1991
VG1-H798 ベストセラー物語　(上) 朝日ジャーナル編 朝日新聞社 昭和42
VG1-H799 ベストセラー物語　(上) 朝日ジャーナル編 朝日新聞社 昭和42
VG1-H800 ベストセラー物語　(下) 朝日ジャーナル編 朝日新聞社 昭和42
VG1-H11783 ﾍﾞｽﾄｾﾗｰは女性から 鍛冶忠一 光和堂 昭和32年
VG1-H716 ベストセラーは女性から 鍜治忠一 光和堂 昭和32
VG1-H5095 ヘツダガブラー イプセン 京橋書院 昭和25
VG1-H8041 別離 若山牧水 日本近代文学館 1968
VG1-H7782 紅鹿子 尾崎紅葉 春陽堂 明治25
VG1-H8384 ベビーブーマー 長坂寿久 サイマル出版会 1988
VG1-H9980 部屋の宇宙誌 海野弘 ティビーエス･ブリタニカ 1983
VG1-H3118 ヘラクレイトスの言葉 － 弘文堂書房 昭和2
VG1-H17 ペルーの鳥 小山耕二路 甲陽書房 昭和62
VG1-H4251 ヘルダーリン詩集 － 角川書店 昭和34
VG1-H7647 ベルツの「日記」 浜辺正彦　訳 岩波書店 昭和14
VG1-H4301 ベルツの日記　第一部　上 － 岩波書店 昭和26
VG1-H4302 ベルツの日記　第一部　下 － 岩波書店 昭和27
VG1-H4303 ベルツの日記　第二部　上 － 岩波書店 昭和18
VG1-H5096 ベルナルダ.アルバの家 ロルカ･ガルシア 未来社 1956
VG1-H9261 ベルヌ条約100周年記念論文集　著作権シリーズ　76 原田文夫　訳 (社)　著作権資料協会 1987
VG1-H2421 ベルヌ條約ストックホルム改正案 － 文部省 昭和41
VG1-H2484 ベルヌ条約ストックホルム改正案　Ⅱ － 文部省 昭和42
VG1-H2483 ベルヌ条約ストックホルム改正案　(昭和41年) － － 昭和41

VG1-H2522 ベルヌ条約逐条解説
Claude　Masouye、黒川徳太
郎　訳

著作権資料協会 昭和54

VG1-H2514
ベルヌ条約パリ改正条約(仮訳)改正万国著作権条約
(仮訳)

文化庁　(編) 著作権資料協会 昭和46

VG1-H2471 ベルヌ著作権国際条約の改正動向について － 著作権使用者団体協議会 昭和39
VG1-H2402 ベルヌ同盟常任委員会に関する資料 － 文部省 昭和35
VG1-H3489 ヘルマンヘッセ-危機の詩人- 高橋健二 新潮社 昭和49
VG1-H4765 ベルリン日記 小宮豐隆 角川書店 昭和41
VG1-H1133 ペン偽らず 朝日新聞浦和支局同人 花人社 昭和24
VG1-H4455 変革期における地代範疇 － 岩波書店 1956
VG1-H5146 變革期の大学 森戸辰男 広島大学本部 昭和27
VG1-H5973 ペンギン帝国を築いた男 J.E.ﾓｰﾊﾟｰｺﾞ 中央公論社 昭和56
VG1-H2186 編集･出版マニュアル 澤田和雄　竹内忠雄 文化社 昭和44
VG1-H7306 編集･出版マニュアル 澤田和雄　竹内忠雄 文化社 昭和44
VG1-H2178 編集･制作講座　ガイドブック　1 － 実務教育研究所 [昭和43]

VG1-H2179 編集･制作講座　テキスト　Ⅰ
布川角左衛門　美作太郎
鈴木敏夫

実務教育研究所 1968

VG1-H2180 編集･制作講座　テキスト　Ⅱ
布川角左衛門　美作太郎
鈴木敏夫

実務教育研究所 1968

VG1-H2947 編集･制作講座テキスト　1 － 実務教育研究所 1966
VG1-H2948 編集･制作講座テキスト　1 － 実務教育研究所 1966
VG1-H827 編集印刷デザイン用語辞典 関善造 誠文堂新光社 昭和52
VG1-H706 編集から出版まで － 創文社 昭和24

VG1-H941 編集企画 金久保通雄
現代ジャーナリズム出版
会

昭和45

VG1-H6334 編集記者講座　第一巻 － 日本編集記者クラブ 昭和50
VG1-H6335 編集記者講座　第二巻 － 日本編集記者クラブ 昭和51
VG1-H6336 編集記者講座　第三巻 － 日本編集記者クラブ 昭和51
VG1-H10413 編集後記 山本茂男 木本書店 1992
VG1-H9449 編輯工作二十講 曽彦修　[等] 人民出版社 1986
VG1-H10471 ｢編集者｣の仕事 安原顯 白地社 1992
VG1-H9690 ｢編集者｣の仕事 安原顯 白地社 1991
VG1-H7493 編集者三十年 野原一夫 サンケイ出版 昭和58
VG1-H4034 編集者希望の女 J.J.サヴェージ フランス書院 1979

VG1-H9008 編集者作法 伊吹和子
日本エディタースクール
出版部

1989

VG1-H6931 編集者とは何か　危機の時代の創造 小宮山量平
日本エディタースクール
出版部

昭和58
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VG1-H6930 編集者とは何か　サックス･カミンズの業績と生涯
ドロシー･カミンズ　著　加
藤恭子　訳

未來社 1981

VG1-H5893 編集者の哀歓 鈴木艮 大日本絵画 昭和57
VG1-H11900 編集者の休日 小駒公子 胡蝶の会 1988年
VG1-H6395 編輯者の手帖 雑司十郎 蒼生社 昭和22
VG1-H709 編輯者の手帖 雜司十郎 蒼生社 昭和22
VG1-H10313 編集者の発言 池島信平 暮しの手帖社 1955[昭和30]
VG1-H407 編集者の發言 池島信平 暮しの手帖社 昭和30
VG1-H10226 編集者放浪記 高田宏 PHP研究所 1992
VG1-H9010 編集者放浪記 高田宏 リクルート出版 昭和63

VG1-1170
編集・制作講座 : 文部省認定社会通信教育 学習版
機関誌　No.1

実務教育研究所 [19--]

VG1-H6094 編集整理入門　広報･社内報と機関紙･学校新聞 保坂政和 日本工業新聞社 昭和54
VG1-H10438 編集中記 今井田勲 書肆季節社 1981
VG1-H6095 編集中記 今井田勲 書肆季節社 1981
VG1-H10379 編集長･下村満子の大好奇心 下村満子 朝日新聞社 1992
VG1-H6819 編集長二十年　古い机の引出の中から 岩崎勝海 高文研 1985

VG1-H946 編集長から読者へ 今井田薫　三枝佐枝子
現代ジャーナリズム出版
会

昭和42

VG1-H9469 編集長から読者へ　婦人雑誌の世界 今田勲　三重佐枝子
現代ジャーナリズム出版
会

1967

VG1-H5689 編集長から読者へ －
現代ジャーナリズム出版
会

昭和42

VG1-H9108 編集長たちが語った
新美康明構成｢Rack　Ace｣
編

実業之日本社 1988

VG1-H11825 編集長の回想 佐藤観次郎 東京書房 昭和33年
VG1-H430 編集長の回想 佐藤観次郎 東京書房 昭和33
VG1-H704 編輯著述便覧 － 厚生閣 昭和8
VG1-H703 編輯著述便覧　改訂増補 － 厚生閣 昭和13
VG1-H9731 編集的発想 西岡文彦 JICC出版局 1991
VG1-H2121 編輯と印刷 若月功　(編) 若月新聞研究所 昭和16

VG1-H8575 編集と著作権 美作太郎
日本エディタースクール
出版部

1988

VG1-H1018 編集入門 水田茂 ダヴィッド社 1965
VG1-H1885 編集入門 － ダヴィッド社 1961
VG1-H945 編集兼発行人 山本夏彦 ダイヤモンド社 昭和51
VG1-H6097 編集ハンドブック － ダヴィッド社 1981
VG1-H7061 編集ハンドブック デザイン編集室　編 ダヴィット社 昭和31[1956]
VG1-H3253 標準編集必携 － 日本エディタスクール 昭和62

VG1-H8007 編集プロダクションの將来展望　日本編
日本編集プロダクション協
会　編

出版研究センター 1987[昭和62]

VG1-H2171 編集レイアウト 上昭二 ダヴィッド社 1972
VG1-H2172 編集レイアウト 上昭二 ダヴィッド社 1968
VG1-H6099 編集レイアウト 上昭二 ダヴィッド社 1980
VG1-H7495 編集レイアウト 高畑利雄 日本印刷技術協会 昭和58
VG1-H9949 編集レイアウト 上昭二 ダヴィッド社 1991
VG1-H10172 編集レイアウト技術　1 多川精一 出版研究センター 1991
VG1-H3152 辯證法入門 高山岩男 弘文堂 昭和24
VG1-H1473 変態廣告史　　(全) 伊藤竹醉 文藝資料研究會 昭和2
VG1-H7763 変態作家史 井東憲 文藝資料研究会 大正15
VG1-286 變態資料　2巻2号　筆禍文献記念6号 文藝資料編輯部 1927
VG1-286 變態資料　2巻3号 文藝資料編輯部 1927
VG1-H10447 ペンと剣 小泉信三 ダイヤモンド社 1964[昭和39]
VG1-H4800 ペンと劍 小泉信三 ダイヤモンド社 昭和39
VG1-H7232 ペンと剣 小泉信三 ダイヤモンド社 昭和39
VG1-H3974 ヘンな本 野末陳平 青春出版社 昭和41
VG1-H10827 編年･著作権文献目録(1976～1983) － 日本音楽著作権協会 1992
VG1-H1110 ペンの自由を支えるために　(人間の権利叢書　11) 須田禎一 評論社 昭和46
VG1-H7256 返品のない月曜日 井狩春男 筑摩書房 1986
VG1-H10544 変貌する読書空間 植田康夫　ほか 学陽書房 1982
VG1-H5894 変貌する読書空間 － 学陽書房 1982

VG1-H9972 変容する山村 湯川洋司
日本エディタースクール
出版部

1991

VG1-H2950 便利な文庫の総目録 － 文庫の会 昭和45
VG1-H10132 便利な文庫の総目録　1988 － 文庫の会 1988
VG1-H6800 ペンは剣よりも　昭和史を追って50年 坂田次郎 サイマル出版会 昭和58
VG1-H772 保育社創立20年記念 － 保育社 昭和42
VG1-H11532 法　1989 － 学習院大学法学部 1988
VG1-H3588 防衛ハンドブック　昭和53年版 朝雲新聞編集局　編 朝雲新聞社 昭和53

VG1-H8509 崩壊したソ連帝国諸民族の反乱
カレール=ダンコース･エ
レーヌ　著　高橋武智　訳

藤原書店 1990

VG1-H9834 崩壊の十年 オットー･フリードリッヒ 新潮社 1972
VG1-H5151 傍觀者 井上靖 新潮社 昭和26
VG1-H3901 冒険家の肖像 ロジェ･ステファーヌ 冨山房 昭和53
VG1-H8363 蓬左文庫国書目録 名古屋市教育委員会　編 名古屋市教育委員会 1956
VG1-H5180 法思想史序説 尾高朝雄 弘文堂 昭和25
VG1-H6989 法城を護る人々　中 松岡讓 第一書房 大正14
VG1-H6990 法城を護る人々　上 松岡讓 第一書房 大正14
VG1-H6991 法城を護る人々　中 松岡讓 第一書房 大正14
VG1-H6992 法城を譲る人々　下 松岡讓 第一書房 大正15
VG1-H10919 宝飾小事典　毎日婦人　別冊No.3 － 毎日新聞社 1983
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VG1-H8600 法政1中･高　五〇年史
法政大学第1中･高等学校50
年史編集委員会　編

武蔵野法政大学第1中･高
等学校

1987

VG1-H2876 法政女子学園年報　5　1959上 － 法政大学女子中高等学校 昭和34
VG1-H10161 法政大学出版局　図書目録　1989-Ⅰ － 法政大学出版局 1989
VG1-H9975 宝石本　わすれなぐさ 小寺謙吉 西沢書店 1980
VG1-H6549 寶石本わすれなぐさ書物奇譯 小寺謙吉 西澤書店 昭和55
VG1-H10643 宝石本わすれなぐさ 小寺謙吉 西澤書店 昭和55
VG1-H1476 放送学概論 荒川博 岩崎放送出版社 昭和44
VG1-H1682 放送学研究　1 － 日本放送出版協会 昭和36
VG1-H1683 放送学研究　2 － 日本放送出版協会 昭和37
VG1-H1442 放送学序説 － 日本放送出版協会 昭和45
VG1-H2315 放送著作権 野村義男 時事通信社 昭和28
VG1-H2320 放送著作権の処理 － 日本民間放送連盟 昭和41
VG1-H2321 放送著作権の処理 － 日本民間放送連盟 昭和41
VG1-H2322 放送著作権の処理 － 日本民間放送連盟 昭和41

VG1-H2271 放送著作権ハンドブック　資料編 民放連
社団法人日本民間放送連
盟

1969

VG1-H2323 放送と著作権 酒井三郎 文部省 昭和34
VG1-H2340 放送と著作権 野村義男 日本放送出版協会 昭和39
VG1-H1843 包装と容器 西川友武 日本電報通信社 昭和25
VG1-H5820 放送に関する著作権制度の諸問題の研究 － 著作権資料協会 昭和54[1979]
VG1-H2788 放送に関する著作権制度の諸問題の研究　2 － 著作権資料協会 1980
VG1-H1443 放送の公共性 － 岩崎放送出版社 1966
VG1-H1290 放送の自由は死滅したか － 社会思想社 1972
VG1-H1441 放送文化小史･年表 金沢覚太郎 岩崎放送出版社 1966
VG1-H1440 放送論概説 － ミネルヴァ書房 1975
VG1-H1589 報知七十年 青木武雄 報知新聞社 昭和16
VG1-H2716 報知年鑑　大正15年 － 報知新聞社出版部 大正14
VG1-H11802 法庭の美人 涙香小史　訳述 黨志堂 明治22年
VG1-H538 奉天三十年　下巻 クリステイ－ 岩波書店 昭和16
VG1-H1436 報道･教育番組 岩永信吉 同文館 昭和31
VG1-H10656 報道協定　日本マスコミの緩慢な自死 丸山昇 第三書館 1992
VG1-H1435 報道写眞の研究 金沢喜雄 双芸社 昭和26
VG1-H10608 報道戦線 馬淵逸雄 改造社 昭和16
VG1-H10655 報道被害-11人の告発 － 創出版 1991
VG1-H2297 法と契約 末川博 岩波書店 昭和45
VG1-H6339 法とジャーナリズム － 日本評論社 1982
VG1-H9254 法と自由 末川博 岩波書店 1954[昭和29]
VG1-H1087 法と表現の自由　(法學文献選集　9) － 学陽書房 昭和47
VG1-H1412 法とマス･コミュニケーション 清水英夫 社会思想社 昭和45
VG1-H9863 法然と親鸞の信仰 倉田百三 大東出版社 1942
VG1-H4086 豊年蟲 志賀直哉 座右寶刊行會 昭和21
VG1-H4590 法の窮極にあるものについての再論 尾高朝雄 勁草書房 昭和24
VG1-H9396 防犯課少年係 上坂高生 沖積舎 1988
VG1-H6194 芳文社20年の歩み － 芳文社 1970
VG1-H5106 方法と様式 長谷川泉 至文社 昭和38

VG1-H2339
法務研究報告書第四三集第一号　無体財産権関係法
令の罰則の研究

山本新 法務研究所 昭和30

VG1-H2682 邦訳アメリカ文学書目　明治･大正･昭和 福田なをみ　編 原書房 昭和43
VG1-H3419 法律時報 － 日本評論新社 昭和37
VG1-H2554 『法律時報』特集　著作権･出版権 末弘厳太郎　(他) － 昭和8
VG1-H7388 法隆寺 西岡常一　宮上茂隆 草思社 昭和58[1983]
VG1-H4905 法隆寺と正倉院 石田茂作 三省堂 昭和24
VG1-25 法令全書 11号 太政官文書局 1885
VG1-H8167 放浪記 林芙美子 日本近代文学館 昭和44
VG1-H3915 放浪読書学 藤野順 山手書房 昭和54
VG1-H1233 ポーノグラフィ論 ダグラス･A･ヒューズ　編 研究社 昭和46
VG1-H4666 ホーマー物語 呉茂一 中央公論社 昭和22
VG1-H4422 ボーマルシェーとフランス革命 辰野隆 筑摩書房 昭和37
VG1-H10691 ポーランドから 福島鑄郎 朝文社 1991

VG1-H10853
ポール･ラッシュ祭～八ヶ岳カンティフェア～1988
国際シンポジウム

－
ポール･ラッシュ祭～八ヶ
岳カンティフェア～実行
委員会

1989

VG1-H3163 ポオルとヴィルジニイ サン･ピエール 岩波書店 昭和16
VG1-H8464 ホガース･プレス 清水一嘉 胡蝶の会 昭和59
VG1-H2040 北歐の林業と製紙工業　瑞典の部　第二版 石上林二郎 富士製紙　(株) 昭和8
VG1-H2039 北歐の林業と製紙工業　第一巻　芬蘭の部 石上林二郎 富士製紙　(株) 昭和8
VG1-H4089 牧谿と梁楷 武者小路実篤 座右寶刊行會 昭和21
VG1-H4900 北槎聞略 － 吉川弘文館 昭和40
VG1-H4972 朴鍾鴻博士還暦記念論文集 － 哲學研究會 1963
VG1-H3180 牧水隨筆 若山牧水 創元社 昭和27
VG1-H6726 僕たちの失敗 石川達三 新潮社 昭和48
VG1-H8176 墨東綺譚 永井荷風 日本近代文学館 昭和44

VG1-H9997 ボクの行く道 大成陽子
ヒューマン･ドキュメント
社

1991

VG1-H7461 僕の冒険 斎藤惇夫
日本エディタースクール
出版部

昭和62[1987]

VG1-H10845 ぼくのぼうし メルコールー･フェラー ブック･グローブ社 1992

VG1-H11196
ぼくはマッド･チャイナマン　岩波ブックレット
169

篠崎弘 岩波書店 1990

VG1-H5178 ぼくも人間､きみも人間 吉野源三郎 牧書店 昭和34
VG1-H9109 ぼくらの少年雑誌 草野のりかず 東京法経学院出版 1987
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VG1-H9165 ぼくらはスカラベスク探偵団
松原澄子　作　ゆーちみえ
こ　絵

PHP研究所 1987

VG1-H464 北隆館五十年を語る 福田良太郎 北隆館 昭和15
VG1-H6071 北隆館50年を語る 福田良太郎 北隆館 昭和15
VG1-H11918 ぼくはいま10歳 伊藤力・伊藤孝一 洛東社 1983年
VG1-H6075 ぼくは本屋のおやじさん 早川義夫 昌文社 1982
VG1-H7210 ぼくは本屋のおやじさん 早川義夫 晶文社 昭和60
VG1-H3919 ポケットの本　机の本 丸谷才一 新潮社 昭和54
VG1-H975 ポケットの本　机の本 － 新潮社 昭和54
VG1-H9962 ぼけ封じ3ポイント 中島孝司 日本ブックマネジメント 1989
VG1-H11541 ぼけ予防協会設立記念シンポジウム報告書 － 毎日新聞社 1991
VG1-H11203 ｢星の王子さま｣賛歌　岩波ブックレット　176 岩波書店編集部　編 岩波書店 1990
VG1-H4921 保守党から見た新中国 山口喜久一郎 読売新聞社 昭和30
VG1-H2148 ポスターのデザイン 大智浩 美術出版社 1955
VG1-H1922 ポスターの理論と方法 － アトリエ社 昭和7
VG1-H10214 細川書店本 吉田直弘 胡蝶の会 1992
VG1-H8077 牡丹燈篭　第10編 三遊亭圓朝 日本近代文学館 1968
VG1-H8078 牡丹燈篭　第11編 三遊亭圓朝 日本近代文学館 1968
VG1-H8079 牡丹燈篭　第12編 三遊亭圓朝 日本近代文学館 1968
VG1-H8080 牡丹燈篭　第13編 三遊亭圓朝 日本近代文学館 1968
VG1-H8068 牡丹燈篭　第1編 三遊亭圓朝 日本近代文学館 1968
VG1-H8069 牡丹燈篭　第2編 三遊亭圓朝 日本近代文学館 1968
VG1-H8070 牡丹燈篭　第3編 三遊亭圓朝 日本近代文学館 1968
VG1-H8071 牡丹燈篭　第4編 三遊亭圓朝 日本近代文学館 1968
VG1-H8072 牡丹燈篭　第5編 三遊亭圓朝 日本近代文学館 1968
VG1-H8073 牡丹燈篭　第6編 三遊亭圓朝 日本近代文学館 1968
VG1-H8074 牡丹燈篭　第7編 三遊亭圓朝 日本近代文学館 1968
VG1-H8075 牡丹燈篭　第8編 三遊亭圓朝 日本近代文学館 1968
VG1-H8076 牡丹燈篭　第9編 三遊亭圓朝 日本近代文学館 1968
VG1-H615 北海道出版小史 高倉新一郎 日本出版協會北海道支部 昭和22
VG1-H1585 北海道新聞十年史 － 北海道新聞社 昭和27
VG1-H10153 北海道大学　図書刊行会　図書目録　1989 － 北海道大学図書刊行会 [1989]
VG1-H3432 北海道農業問題研究 － 北海道科学技術連盟 1948
VG1-H3673 北海道の現状報告 － 岩波書店宣傳課 昭和28
VG1-H7649 北極飛行 ヴォドピヤーノフ 岩波書店 昭和16
VG1-H3097 北郊雑記 阿部次郎 改造社 大正13
VG1-H4102 北方の心情 竹山道雄 養徳社 昭和23
VG1-H4820 布袋とヴヰナース 長與善郎 櫻井書店 昭和22
VG1-H8103 不如歸 徳富蘆花 日本近代文学館 1968[昭和43]
VG1-90 ホトトギス　四百号記念句集 ほととぎす発行所 1929
VG1-H9778 ほどほどの原理 本明寛 マネジメント社 1986
VG1-H9402 炎の女たち　日本の歴史を追って － 現文社 1967
VG1-H1425 炎は流れる　第1巻 大宅壮一 文藝春秋新社 昭和39
VG1-H1424 炎は流れる　第2巻 大宅壮一 文藝春秋新社 昭和39
VG1-H1423 炎は流れる　第3巻 大宅壮一 文藝春秋新社 昭和39
VG1-H1422 炎は流れる　第4巻 大宅壮一 文藝春秋新社 昭和39
VG1-H5045 ポプラ並木はなにを見た 畔柳二美 大日本雄弁会講談社 昭和33
VG1-H7143 誉 － 印刷時報社 昭和60
VG1-H8202 堀一郎先生を偲ぶ 堀川直義　他 － －
VG1-H4883 堀井梁歩の面影 － いづみ苑 昭和40
VG1-H6773 堀口大学全集　1 堀口大学 小澤書店 昭和57
VG1-H6774 堀口大学全集　2 堀口大学 小澤書店 昭和56
VG1-H4125 ポリス的人間の倫理學 和辻哲郎 白日書院 昭和23
VG1-H5156 ポルタリス民法典序論 ポルタリス 日本評論社 昭和22
VG1-H7111 ポルノあらかると辞典 マーク･鎌野　編著 啓明書房 昭和57
VG1-H7110 ポルノ解読辞典 ペンタングル　編 波書房 昭和46
VG1-H1277 ポルノ監督奮戦記 山本晋也 大陸書房 昭和53
VG1-H6028 ボルヒェルト全集　Ⅱ － 早川書房 昭和28
VG1-H662 ほるぷ出版の10年 － ほるぷ出版 1979
VG1-H10495 ホルムヘッドの謎 林望 文藝春秋 1992
VG1-H11820 ﾌﾟﾛｻﾗﾘｰﾏﾝの健康設計 田多井吉之介 文藝春秋 昭和44年
VG1-H11111 ほろびゆくブナの森　岩波ブックレット　66 工藤父母道 岩波書店 1986
VG1-H5928 本､子ども､絵本 中川李枝子 大和書房 1982
VG1-H1801 本.こども.大人 ポール･アザール 紀伊國屋書店 1957
VG1-H4958 本､それはいのちあるもの 稲葉通雄 影書房 昭和60
VG1-H7091 本､それはいのちあるもの　出版流通の現場から 稲葉通雄 影書房 昭和60[1985]
VG1-805 本の出版傾向　今後に問題「性風俗の本」 出版科学研究所 1970
VG1-805 本の出版傾向　時流に乗った「ギャンブルの本」 出版科学研究所 1970
VG1-805 本の出版傾向　読者対象を拡げたい「民俗の本」 出版科学研究所 1970
VG1-805 本の出版傾向　伸びてきた「公害の本」 出版科学研究所 1970
VG1-805 本の出版傾向　まず好調「利殖の本」 出版科学研究所 1970
VG1-H10318 ｢本｣のまるごと情報源 ヤングアダルト探偵団　編 実務教育出版 1992
VG1-H6817 本　人の縁とは不思議なもので… さだまさし 八曜社 昭和54
VG1-H92 本､本の世界 庄司淺水 毎日新聞社 昭和45
VG1-H93 本､本の世界 庄司淺水 毎日新聞社 昭和45
VG1-H9555 本･無用の雑学知識 活字中毒友の会 ベストセラーズ 1991

VG1-H9476
本を愛するひとに　｢わたし図書館｣のためのブック
ガイド

桐島洋子　監修 フェリシモ 1990

VG1-H1772 本を如何に讀むべきか モーティマー･Ｊ.･アドラー 洛陽書院 昭和16
VG1-H1803 本を如何に讀むべきか モーティマー･Ｊ.アドラー 洛陽書院 昭和16
VG1-H1804 本を如何に讀むべきか モーティマー･Ｊ.アドラー 洛陽書院 昭和17
VG1-H7358 本を書くための本 千尾将 実務教育出版 昭和61
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VG1-H10469 本を探す本 フットワーク出版社　編 フットワーク出版 1992
VG1-H7187 本の雑誌風雲録 目黒考二 本の雑誌社 昭和60

VG1-H7463 本をつくる者の心 藤森善貢
日本エディタースクール
出版部

昭和61

VG1-H10652 本をつんだ小舟 宮本輝 文藝春秋 1993
VG1-H5990 本を読む本 － 日本ブリタニカ 1980
VG1-H1779 本を読みなさい！っていわないで － 岩波書店 1978
VG1-H5926 本を読む 中村真一郎 新潮社 1982
VG1-H1800 本を読む子の世界 堀内輝三 講談社 昭和44
VG1-H6387 本を読むとこんなにトクをする 鈴木建二　(編) 講談社 昭和58

VG1-H10584 本を読む本
モーティマーJ･アドラー
チャールズ　ヴァン　ドー
レン

ブリタニカ出版 1978

VG1-H3991 本を読む本
M.J.アドラー　C.ヴァン･
ドーレン

日本ブリタニカ 1979

VG1-H928 本を読む本
M.J.アドラー　C.ヴァン･
ドーレン

エンサイクロペディア
ブリタニカ(ジャパン)イ
ンコーポレーテッド

1978

VG1-H9869 本が好き エポックの会　編 メディアファクトリー 1991
VG1-H6779 本豪･落第横丁 品川力 青英社 1984
VG1-H503 稿本神田古書籍商史 － 第一支部 昭和39
VG1-H1491 本誌に見る広告　三代史 － 日本経済新社 昭和39
VG1-H11289 本庄市立図書館 － 本庄市立図書館 1981
VG1-H5984 本づくりのための52章 小宮忠彦 創林社 1980
VG1-H8444 本棚の本 － アスキー 昭和62
VG1-H8269 本朝艶本艶画史年表 高橋鐵　編 有光書房 [1963]
VG1-H4212 本朝二十不孝 井原西鶴 岩波書店 昭和38
VG1-H11902 本づくりの記録　（二） ほしかわはじめ ﾓﾝｼﾞｭ 1978年
VG1-H8998 本づくりのための52章 小宮忠彦 創林社 1980
VG1-H6160 本づくり必携 小林一博 日刊工業新聞社 1983
VG1-H11188 ほんとうの自由社会とは　岩波ブックレット　161 樋口陽一 岩波書店 1990
VG1-H2191 本と校正 長谷川鑛平 中央公論社 昭和52
VG1-H2202 本と校正 長谷川鑛平 中央公論社 昭和40
VG1-H5927 本と子ども 合田修　(他) 国土社 1979
VG1-H4001 本とシェイクスピア時代 山田昭廣 東京大学出版会 1979
VG1-H8466 本と芝居 升本匡彦 胡蝶の会 昭和60
VG1-H10317 本とその周辺 文化出版局編集部 文化出版局 1977[昭和52]
VG1-H66 本とその周辺 武井武雄 中央公論社 昭和35
VG1-H7055 本とその周辺 武井武雄 中央公論社 昭和50
VG1-H9556 本とその周辺 武井武雄 中央公論社 1975[昭和50]
VG1-H4041 本とつきあう法 中野重治 筑摩書房 1976
VG1-H9760 本とつきあう法 中野重治 筑摩書房 1975
VG1-H9021 本と読者をつなぐ知恵 能勢仁 産業能率大学出版部 1979
VG1-H1005 本と読書をつなぐ知恵 能勢仁 産業能率大学出版部 昭和54

VG1-H10688 本と人と　<保存版>
日本エディタースクール
編

日本エディタースクール
出版部

昭和57

VG1-H5978 本と人と　(保存版) －
日本エディタースクール
出版部

昭和57

VG1-H10246 本とは何か 小林一博 講談社 1979
VG1-H3862 本とは何か 小林一博 講談社 昭和54
VG1-H11550 本に生きる － 朝日新聞社 昭和54
VG1-H9143 本に親しむ 巌谷大四 福武書店 1989
VG1-H8810 本についての　僕の本 片岡義男 新潮社 1988
VG1-H10348 本にまたがった旅 日高晋 創樹社 1992
VG1-H52 本の百年史 瀬沼茂樹 出版ニュース社 昭和40
VG1-H9083 本の五千年史 庄司浅水 東京書籍 1989
VG1-H3238 本のある生活 高田宏 新潮社 1980
VG1-H3959 本のある生活 高田弘 新潮社 1979

VG1-H7469 本のある風景 植村達男
勁草出版サービスセン
ター

昭和57

VG1-H10473 本の椅子 紀田順一郎 三一書房 1990
VG1-H10622 本の内そと 松本秀夫 三月書房 1986
VG1-H7205 本の宇宙あるいはリリパットの遊泳 倉本四郎 平凡社 昭和61
VG1-H1011 本の美しさを求めて 関川左木夫 昭和出版 1979
VG1-H9728 本のお口よごしですが 出久根達郎 講談社 1991
VG1-H7547 本の買手が読む週刊誌 － 朝日新聞東京本社広告部 昭和37
VG1-H904 本の革命 原田隆二 鷹書房 昭和50
VG1-H2084 本の革の話 小林栄一郎　(編) 小林栄商事 昭和44
VG1-H2085 本の革の話 － 小林栄商事 昭和44
VG1-H969 本の環境学 紀田順一郎 出版ニュース社 昭和50
VG1-H7069 「本の雑誌」傑作選 本の雑誌編集部　編 本の雑誌社 昭和60[1985]
VG1-H7282 本の雑誌　第32号 － 本の雑誌社 昭和58
VG1-H7047 本の雑誌　風雲録 目黒考二 本の雑誌社 昭和60[1985]
VG1-H10119 本の雑誌創刊10周年記念文集 － 本の雑誌社 1985
VG1-H9018 本の雑誌風雲録 目黒孝二 本の雑誌社 1990
VG1-H938 本の散歩道　文学の森 紅野敏郎 冬樹社 1979

VG1-H832 本の周辺 布川角左衛門
日本エディタースクール
出版部

1979

VG1-H833 本の周辺 布川角左衛門
日本エディタースクール
出版部

1979

VG1-H9089 本の周辺 布川角左衛門
日本エディタースクール
出版部

1979
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VG1-H828 本の小事典 江守賢治 明治図書出版 昭和30
VG1-H7209 本の情報事典 － 出版ニュース社 昭和61
VG1-H10554 本の情報事典　新版 紀田順一郎　監修 出版ニュース社 1991
VG1-H927 本の神話学 山口昌男 中央公論社 昭和46
VG1-H9549 本の神話学 山口昌男 中央公論社 1977[昭和52]
VG1-H43 ほんのすがた 間宮不二雄 清和堂書店 昭和43
VG1-H7436 本の正坐 寿岳文章 芸艸堂 昭和61
VG1-H239 本の装幀　展示会目録 － 国立国会図書館 昭和53
VG1-H6326 本の旅　歴史の旅　本屋の見たヨーロッパ 文車の会 編 八木書店 昭和58
VG1-H10532 本のための生涯 イワン･スイチン 図書出版社 1991

VG1-H5382 本の誕生 －
日本エデタースクール出
版部

昭和56

VG1-H5383 本のつくり方 池上幸二郎他 主婦と生活社 昭和54
VG1-H6161 本のつくり方 池上幸二郎　ほか 主婦と生活社 昭和54
VG1-H10520 本の定価を考える 出版流通対策協議会　編 出版流通対策協議会 1992

VG1-H8950 本の定価とは 西谷能雄
日本エディタースクール
出版部

1990

VG1-H10484 風のとおる道 井上ふみ 潮出版社 1990[平2]
VG1-H8982 本の都市リヨン 宮下志朗 晶文社 1989
VG1-H1813 本の中に生きる女たち 堀秀彦 春陽堂書店 昭和33
VG1-H7185 本のなかの本 向井敏 毎日新聞社 昭和61
VG1-H10815 本の年鑑　1992 － ブックベージ刊行会 1992
VG1-H116 本のはなし 鳥生芳夫 筑摩書房 昭和29
VG1-H137 本の話 由記しげ子 文藝春秋新社 昭和24
VG1-H203 本の話 鳥生芳夫 健文社 昭和19
VG1-H22 本の話 寿岳文章 白凰社 1964
VG1-H61 本之話 三村清三郎 岡書院 昭和5
VG1-H62 本の話 － 岩波書店 1953
VG1-H6166 本の話　岩波写真文庫100 岩波書店編集部 岩波書店 1955
VG1-H240 本の美術 恩地孝四郎 出版ニュース社 昭和48
VG1-H241 本の美術 恩地孝四郎 誠文堂新光社 昭和27
VG1-H951 本の美術史 小野忠重 河出書房新社 1978

VG1-H8393 本のひらく径 原田奈翁雄
日本エディタースクール
出版部

1988

VG1-H10581 本の船 向井敏 毎日新聞社 1992
VG1-H89 本の文化史 庄司淺水 雪華社 昭和38
VG1-H6642 本の文化史　限定版 庄司浅水 雪華社 昭和38
VG1-H963 ほんの本 山本祥一朗 廣済堂出版 昭和50

VG1-H9166 本の本　おもしろい本をさがす本　中学生版
東京都学校図書館協議会
大阪市学校図書館協議会
共編

全国学校図書館協議会 1988

VG1-H9284 本の本　中学生版
東京都学校図書館協議会大
阪府学校図書館協議会　共
編

全国学校図書館協議会 1989

VG1-H10340 ホンの本音 群ようこ 毎日新聞社 1991
VG1-H6386 本の街　神田村兵六亭 平山一郎 理想出版社 1981
VG1-H11319 本のまち神田 － 神田古書店連盟 1990
VG1-H56 本の虫のいろいろ 斉藤夜居 此見亭書屋 昭和39
VG1-H10531 本の森　神話学 田辺聰 中央経済社 1992
VG1-H10387 本の問答　333選 出版ニュース社編集部 出版ニュース社 1976
VG1-H1944 本の問答333選 － 出版ニュース社 1976
VG1-H65 本の利用法 仙田正雄 京都出版 昭和25
VG1-H208 本の歴史と使い方 木寺清一　三輪計雄 内田老鶴圃新社 1967
VG1-H9831 本の歴史と使い方 木寺清一　三輪計雄 内田老鶴圃 1960
VG1-H10565 本は鞄をとびだして 群ようこ 新潮社 1992

VG1-H10205 本はこうしてつくられる アリキ
日本エディタースクール
出版部

1991

VG1-H10580 本は違う 箕輪成男　編訳 出版流通対策協議会 1992

VG1-H8607
本は友だち　障害をもつ子どもと本の出合いのため
に

ウーリアセーター･トーディ
ス　著　藤田雅子　乾侑美
子　訳

偕成社 1989

VG1-H9872 本は流れる　出版流通機構への成立史 清水文吉
日本エディタースクール
出版部

1991

VG1-H184 本邦書誌學概要 植松安 圖書館事業研究會 昭和4
VG1-H1645 本邦新聞の起源 鈴木秀三郎 西北書店 昭和34
VG1-H2042 本邦ニ於ケル製紙原料木材｢パルプ｣ノ現況 － 農商務省山林局 大正12
VG1-H2041 本邦洋紙､板紙､繊維素パルプ工業統計要覧 村田辰蔵　(編) 誠心堂 昭和12
VG1-H7440 本屋一代記 松木貞夫 筑摩書房 昭和61[1986]
VG1-H11901 本屋たずねて三千里 榎胡蝶 胡蝶の会 1989年
VG1-H10395 本屋通いのビタミン剤 井狩春男 筑摩書房 1990
VG1-H9028 本屋通いのビタミン剤 井狩春男 筑摩書房 1990
VG1-H1028 翻訳出版の実務 宮田昇 出版同人 1976

VG1-H8524 翻訳出版の実務 宮田昇
日本エディタースクール
出版部

1989

VG1-H8525 翻訳出版の実務 宮田昇
日本エディタースクール
出版部

1989

VG1-H3835 翻訳上達法 河野一郎 講談社 昭和51
VG1-H422 翻訳騒動記 佐藤亮一 政界往来社 1987
VG1-H8751 翻訳の技術 中村保男 中央公論社 昭和52
VG1-H2389 翻訳物発行の許可制度 － 文部省 昭和39
VG1-H2439 翻訳物発行の許可制度 － － 昭和39
VG1-H5681 飜訳文学の総合探求　国文学4－5 － 学燈社 昭和31
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VG1-H10642 翻訳文芸発禁考 斎藤昌三　編 あまとりあ社 昭和30
VG1-H5715 飜訳文芸発禁考　明治､大正､昭和 齋藤昌三　(編) あまとりあ社 昭和30
VG1-H8218 ｢本屋さん｣読本 本の雑誌編集部　編 本の雑誌社 1987
VG1-H9483 ｢本屋さん｣読本 本の雑誌編集部　[編] 本の雑誌社 1989
VG1-H9023 ｢本屋さん｣との出会い 洋泉社編集部　編 洋泉社 1987
VG1-H9024 ｢本屋さん｣との出会い 洋泉社編集部　編 洋泉社 1987
VG1-H10363 本屋です　まいど 岩根ふみ子 平凡社 1992
VG1-H5286 本屋のはなし　日本書誌学大系16 長澤規矩也 青裳堂書店 昭和56
VG1-H913 本屋のみつくろい 堀田善衛 筑摩書房 1977
VG1-H9897 本屋のみつくろい 堀田善衛 筑摩書房 1977
VG1-H10476 本屋の誘惑 洋泉社編集部　編 洋泉社 1989
VG1-H9027 本屋の誘惑 洋泉社編集部　編 洋泉社 1989
VG1-H301 本屋風情 岡茂雄 平凡社 昭和49
VG1-H6267 本屋は僕の戦場だった 斉藤一郎 北宋社 1983
VG1-H7216 本屋は僕の戦場だった 斉藤一郎 北宋社 昭和58
VG1-H3977 本は違う － 出版流通対策協議会 1980
VG1-H10261 本はどう読むか 清水幾太郎 講談社 1972
VG1-H3864 本はどう読むか 清水幾太郎 講談社 昭和52

VG1-H10350 本は流れる 清水文吉
日本エディタースクール
出版部

1991

VG1-H10454 本は流れる 清水文吉
日本エディタースクール
出版部

1991

VG1-H6828 マーク･トウェイン自伝 勝浦吉雄 筑摩書房 昭和60
VG1-H1472 マーケティング読本 W.J.シュルツ 時事通信社 昭和33
VG1-H10648 摩阿陀会 内田百間 津軽書房 1975
VG1-H8483 摩阿陀会 磯島定二 コンノ書房 1975
VG1-H10856 まあだだよ 黒澤明 徳間書店 1993
VG1-H4456 まあちゃんこんにちは 山本祐義 文藝春秋新社 昭和35
VG1-H6713 マーフィーの黄金律(ゴールデンルール) しまずこういち 産業能率大学出版部 昭和58
VG1-H11059 マイコン＋ロボット　衝撃　岩波ブックレット　11 赤木昭夫 岩波書店 1982
VG1-H1558 ｢毎日新聞｣研究 － 汐文社 1977
VG1-H6124 毎日新聞　私の50年 平岡敏男 毎日新聞社 昭和57
VG1-H6125 毎日新聞　私の50年 平岡敏男 毎日新聞社 昭和57
VG1-H1719 毎日新聞百年史 － 毎日新聞社 昭和47
VG1-H1553 毎日新聞七十年 － 毎日新聞社 昭和27
VG1-H1709 毎日新聞社七十年 － 毎日新聞社 昭和27
VG1-H5738 毎日新聞九十年　その歩みの中から － 毎日新聞社 昭和37
VG1-H5739 毎日新聞の90年 － 毎日新聞社 昭和37
VG1-H1616 毎日新聞の24時間 － 鱒書房 昭和30
VG1-H8916 毎日新聞の源流 今吉覧一郎 毎日新聞社 1988
VG1-H482 毎日年鑑　1966年版　別冊戦後20年史年表 － 毎日新聞社 昭和40
VG1-H1621 毎日ライブラリー　新版　新聞 － 毎日新聞社 昭和29
VG1-H3233 マウイの5つの大てがら － ほるぷ出版 昭和54

VG1-H8675 前田陽一その人その文
｢前田陽一その人その文｣編
集刊行委員会　編

｢前田陽一その人その文｣
編集刊行委員会　編

1989

VG1-H3147 マグダ スウダアマン 鐘美堂書店 大正3
VG1-H6191 枕草紙 井上欽哉　(編) 春海堂 明治21
VG1-H7911 枕草子　下 川瀬一馬　校注 講談社 1987[昭和62]
VG1-H7912 枕草子　上 川瀬一馬　校注 講談社 1987[昭和62]

VG1-H10335 枕草子　女房たちの世界 谷川良子
日本エディタースクール
出版部

1992

VG1-H1434 マクルーハン 大前正臣 大光社 昭和43
VG1-H1431 マクルーハン入門 － サイマル出版会 1967
VG1-H4447 正岡子規 子規五十年祭協賛会 子規五十年祭協賛会 昭和27
VG1-H4561 正夫の思出 河田敬義　米子 河田敬義、米子 [昭和43]
VG1-H6764 真面目な冗談 加藤周一 平凡社 1980
VG1-H9875 魔術的な急斜面 紀田順一郎 東京創元社 1991
VG1-H10841 魔女の宅急便 角野栄子 徳間書店 1989
VG1-H1426 マス･コミ 大宅壮一 筑摩書房 昭和34
VG1-H1328 マス･コミへの抵抗 水野正次 虎書房 1957
VG1-H1343 マス･コミ産業 瓜生忠夫 法政大学出版局 1962
VG1-H1329 マス･コミ時代をどう生きるか 松山悦三 現代社 昭和32

VG1-H1124 マス･コミの自由に関する四理論
W.シュラム　F.S.シーバー
ト　T.A.ピータスン

創元社 昭和34

VG1-H1403 マス･コミの世界 － 筑摩書房 昭和34
VG1-H6113 マス･コミュニケーション入門 － 有斐閣 1979
VG1-H1347 マス･コミュニケイション 井口一郎 光文社 昭和26
VG1-H1348 マス･コミュニケイション 井口一郎 光文社 昭和26
VG1-H1317 マス･コミュニケーション W･シュラム　(編) 創元社 昭和29
VG1-H1334 マス･コミュニケーション 加藤秀俊 大日本雄弁会講談社 昭和32
VG1-H1368 マス･コミュニケーション概論 川中康弘　(他) 学陽書房 昭和49

VG1-H8897 マス･コミュニケーション概論
川中康弘　清水英夫　林伸
郎　共著

学陽書房 昭和49

VG1-H1379
マス･コミュニケーション講座　1　マス･コミュニ
ケーションの原理

－ 河出書房 昭和31

VG1-H1380 マス･コミュニケーション講座　3　新聞･雑誌･出版 － 河出書房 昭和30

VG1-H1381
マス･コミュニケーション講座　5　現代社会とマス･
コミュニケーション

－ 河出書房 昭和30

VG1-H5325 マス･コミュニケーション講座　6 － 河出書房 昭和30

VG1-H1382
マス･コミュニケーション講座　6　マス･コミュニ
ケーション事典

－ 河出書房 昭和30

VG1-H8420 マス･コミュニケーション事典 － 学藝書林 昭和46
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VG1-H1336 マス･コミュニケーション読本 － 東洋経済新報社 昭和34
VG1-H1344 マス･コミュニケーション読本 － 東洋経済新報社 昭和35
VG1-H1331 マス･コミュニケーション入門 南博 光文社 昭和35
VG1-H1332 マス･コミュニケーション入門 南博 光文社 昭和35
VG1-H1333 マス･コミュニケーション入門 南博 光文社 昭和35
VG1-H1345 マス･コミュニケーションの効果 J.T.クラッパー 日本放送出版協会 昭和44
VG1-H1337 マス･コミュニケーションの社会学 藤竹暁 竹内書店 昭和47
VG1-H1375 マス･コミュニケーションの諸問題 生田正輝 慶応通信 昭和33
VG1-H7725 マス･コミュニケーションの媒体：その発展と競合 － 東京出版販売 昭和32
VG1-H1318 マス･コミュニケーション要論 千葉雄次郎　　(編) 有斐閣 昭和43
VG1-H10010 マス･コミュニケーション概論 清水英夫　[ほか] 学陽書房 1982
VG1-H1236 マス･メディア統制　2　(現代史資料　41) 内川芳美　(編) みすず書房 1975
VG1-H8518 マス･メディア法政策史研究 内川芳美 有斐閣 1989

VG1-H1497 マスコミ各界の倫理活動概況 －
マス･コミュニケーション
倫理懇談会全国協議会

昭和36

VG1-H1021 マスコミ学校 － 廣済堂出版 昭和52
VG1-H7089 マスコミ学校 麻生情報文化研究所　編 広済堂出版 昭和52
VG1-H9444 マスコミが見た農文協の出版活動 － 農山漁村文化協会 1990
VG1-H2674 マスコミ関係事件裁判例集　第１集 日本新聞協会　編 日本新聞協会 昭和51

VG1-H3411 マスコミ関係入社試験問題集
現代ジャーナリズム研究所
編

現代ジャーナリジズム出
版会

昭和41

VG1-H10909 マスコミ関係文献目録　No.10 － 古書現世 1987
VG1-H1430 マスコミ近代史 － 雄山閣出版 昭和44
VG1-H1300 マスコミ交遊録 扇谷正造 文藝春秋新社 昭和38
VG1-H1351 マスコミ黒書 － 労働旬報社 昭和44
VG1-H1352 マスコミ黒書 － 労働旬報社 昭和43
VG1-H1310 マスコミ産業入門 － ナツメ社 1977
VG1-H7437 マスコミ事件始末記 小松道男 時事通信社 昭和61
VG1-H7438 マスコミ事件始末記 小松道男 時事通信社 昭和61
VG1-H7444 マスコミ事典 － 文化通信社 昭和37
VG1-H1319 マスコミ社会学入門 C.H.ライト 雄渾社 1967
VG1-H1326 マスコミ職業入門 本多信一 日本実業出版社 昭和51
VG1-H1393 マスコミストの条件 吉村貞司 新潮社 昭和46
VG1-H7208 マスコミ電話帳　83年版 － 宣伝会議 昭和55
VG1-H1378 マスコミ統計学 池田一貞　西田春彦 誠信書房 昭和37
VG1-H5733 マスコミ読本　中央公論 － 中央公論社 昭和34
VG1-H5729 マスコミと言語生活 － 学燈社 昭和37
VG1-H1376 マスコミと現代社会 鳥居博 表現社 昭和43
VG1-H8244 マスコミと人権 清水英夫　編 三省堂 1987

VG1-H7223 マスコミの明日を問う　2
研究集団･コミュニケーショ
ン'90　編

大月書店 昭和60

VG1-H5327 マスコミの内側 丸山実 幸洋出版 1980
VG1-H5912 マスコミの仕事師たち 成瀬伸次 学陽書房 1981
VG1-H1361 マスコミの社会的責任 － 日本新聞協会 昭和41
VG1-H1339 マスコミの世界 ジョン･ホーヘンバーク 産業能率短期大学出版部 昭和46
VG1-H289 マスコミの眼がとらえたカッパの本 － 光文社 昭和43
VG1-H1359 マスコミの倫理 － 春秋社 昭和33
VG1-H9721 マスコミの倫理学 清水英夫 三省堂 1990

VG1-H9854 マスコミの倫理　現代生活倫理講座　5
小林珍雄　H.エルリンハー
ゲン

春秋社 1958

VG1-H11816 ﾏｽ・ｺﾐの倫理 小林珍雄　H.ｴﾙﾘﾝﾊｰｹﾞﾝ　編 春秋社 昭和38年
VG1-H5947 マスコミ判例百選　ジュリスト別冊　31 － 有斐閣 1971
VG1-H2738 マスコミ文献集大成 － 社団法人東京社 昭和49
VG1-H8927 マスコミ文章作法 馬場博治　植条則夫　編 創元社 昭和63

VG1-H1320 マスコミ文章読本 金久保通雄
現代ジャーナリズム出版
会

昭和42

VG1-H1882 マスコミ文章読本 金久保通雄
現代ジャーナリズム出版
会

昭和42

VG1-H6394 マスコミへの道　出版・広告篇 － 一ツ橋書店 -

VG1-H3943 マスコミ法令要覧 －
現代ジャーナリズム出版
会

昭和41

VG1-H1396 マスコミ物語 伊藤慎一
現代ジャーナリズム出版
会

昭和44

VG1-H6114 マスコミ物語 伊藤慎一 現代ジャーナリズム協会 昭和41

VG1-H1321 マス･コミュニケーション入門
日高六郎､佐藤毅､稲葉三千
男編

有斐閣 昭和46

VG1-H1322 マス･コミュニケーション入門 － 有斐閣 昭和42
VG1-H1387 マスコミ用語事典 － 大和書房 1976
VG1-H1388 マスコミ用語事典 － 大和書房 1973
VG1-H1400 マスコミは子どもを変える － 大阪教育図書 昭和35
VG1-H4218 貧しき人々 ドストエフスキィ 岩波書店 昭和35
VG1-H11779 増田義一追懐録 梅山糺 實業之日本社 昭和25年
VG1-H440 増田義一追懐録 － － 昭和25
VG1-H11880 ﾏｽ・ﾒﾃﾞｨｱの受け手の分析（その2） 加納恒男 － 1958年
VG1-H11137 町医者の戦後　岩波ブックレット　106 松田道雄 岩波書店 1988
VG1-H10659 間違い漢字･勘違いことば診断辞典 － 創拓社 1992
VG1-H7084 間違えやすい漢字　この一冊でもう恥はかかない 土屋道雄 芳文社 昭和56
VG1-H7843 真知子 野上弥生子 文藝春秋新社 昭和22
VG1-H9357 町工場六十年 田中昭三 理想社印刷所 1981
VG1-H9355 町工場六十年　理想社印刷所六十年 田中昭三　編 理想社印刷所 1981
VG1-H249 町田忠治翁伝 松村謙三 町田忠治翁傳記刊行会 昭和25
VG1-H3519 町ッ子土地ッ子銀座ッ子 池田弥三郎 三月書房 昭和51
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VG1-H9323 街の記憶　1989　KANDA、JIMBOCHO － 石橋総合印刷　K.K 1989[平成元]
VG1-H4609 街の子供 網野菊 東京出版 昭和22
VG1-H8891 町野先生の診察室 町野先生 径書房 1987
VG1-H6323 街の古本屋入門 志多三郎 石田書店 昭和57
VG1-H5964 マッカーサー － 日本放送出版協会 昭和57

VG1-H594 松要さんの思ひ出 －
全国出版物卸商業共同組
合

昭和30

VG1-H5159 松川裁判 廣津和郎 筑摩書房 昭和30
VG1-H4068 松川裁判　第二 廣津和郎 筑摩書房 昭和31
VG1-H4069 松川裁判　第三 廣津和郎 筑摩書房 昭和33
VG1-H8347 未刊史料による日本出版文化　第1巻 彌吉光長 ゆまに書房 1988

VG1-H9080 松沢老泉資料集
松沢老泉　著　弥吉光長
校

青裳堂書店 1982

VG1-H11233 松代大本営　岩波ブックレット　207 － 岩波書店 1991

VG1-H11805 松と藤芸妓の替紋
三遊亭圓朝口演　酒井昇造
速記

金桜堂 明治23年

VG1-H6381 祭りは神々のパフォーマンス 守屋毅　編 力富書房 1987

VG1-H6757
マディソン･アベニュー　アメリカ広告ビジネスの現
場から

工藤和雄 サイマル出版会 昭和56

VG1-H7226 窓ぎわのトットちゃん 黒柳徹子 講談社 1981
VG1-H4505 魔の山　下 トオマス･マン 養徳社 昭和24
VG1-H4920 魔の山　(中) トオマス･マン 養徳社 昭和24
VG1-H5016 魔の山上 マン･トオマス 養徳社 昭和24
VG1-H8024 まひる野 窪田空穂 日本近代文学館 1968
VG1-H9947 幻の作家たち 山下武 冬樹社 1991
VG1-H452 幻の赦免船 角川源義 読売新聞社 昭和50
VG1-H7189 ママさまは不思議の人 斎藤茂太 講談社 昭和61
VG1-H251 まむしのたわごと 金原一郎 医学書院 昭和39
VG1-H5958 まむしのたわごと　17集 金原一郎 医学書院 1980
VG1-H262 まむしのたわごと　(第十集) 金原一郎 医学書院 昭和48
VG1-H5541 まむしのたわごと　第10集 金原一郎 医学書院 1981
VG1-H263 まむしのたわごと　(第十一集) 金原一郎 医学書院 昭和49
VG1-H5542 まむしのたわごと　第11集 金原一郎 医学書院 1981
VG1-H11789 まむしのたわごと　第十二集 金原一郎 医学書院 1975年
VG1-H264 まむしのたわごと　(第十二集) 金原一郎 医学書院 昭和50
VG1-H5543 まむしのたわごと　第12集 金原一郎 医学書院 1981
VG1-H265 まむしのたわごと　(第十三集) 金原一郎 医学書院 昭和51
VG1-H5544 まむしのたわごと　第13集 金原一郎 医学書院 1981
VG1-H266 まむしのたわごと　(第十四集) 金原一郎 医学書院 昭和52
VG1-H5545 まむしのたわごと　第14集 金原一郎 医学書院 1981
VG1-H267 まむしのたわごと　(第十五集) 金原一郎 医学書院 昭和53
VG1-H5546 まむしのたわごと　第15集 金原一郎 医学書院 1981
VG1-H268 まむしのたわごと　(第十六集) 金原一郎 医学書院 昭和54
VG1-H5547 まむしのたわごと　第16集 金原一郎 医学書院 1981
VG1-H5548 まむしのたわごと　第17集 金原一郎 医学書院 1981
VG1-H5549 まむしのたわごと　第18集 金原一郎 医学書院 1981
VG1-H252 まむしのたわごと　(第一集) 金原一郎 医学書院 昭和39
VG1-H5532 まむしのたわごと　第1集 金原一郎 医学書院 1981
VG1-H253 まむしのたわごと　(第二集) 金原一郎 医学書院 昭和40
VG1-H254 まむしのたわごと　(第二集) 金原一郎 医学書院 昭和40
VG1-H5533 まむしのたわごと　第2集 金原一郎 医学書院 1981
VG1-H255 まむしのたわごと　(第三集) 金原一郎 医学書院 昭和41
VG1-H5534 まむしのたわごと　第3集 金原一郎 医学書院 1981
VG1-H256 まむしのたわごと　(第四集) 金原一郎 医学書院 昭和42
VG1-H5535 まむしのたわごと　第4集 金原一郎 医学書院 1981
VG1-H257 まむしのたわごと　(第五集) 金原一郎 医学書院 昭和43
VG1-H5536 まむしのたわごと　第5集 金原一郎 医学書院 1981
VG1-H258 まむしのたわごと　(第六集) 金原一郎 医学書院 昭和44
VG1-H5537 まむしのたわごと　第6集 金原一郎 医学書院 1981
VG1-H259 まむしのたわごと　(第七集) 金原一郎 医学書院 昭和45
VG1-H5538 まむしのたわごと　第7集 金原一郎 医学書院 1981
VG1-H260 まむしのたわごと　(第八集) 金原一郎 医学書院 昭和46
VG1-H5539 まむしのたわごと　第8集 金原一郎 医学書院 1981
VG1-H261 まむしのたわごと　(第九集) 金原一郎 医学書院 昭和47
VG1-H5540 まむしのたわごと　第9集 金原一郎 医学書院 1981
VG1-H10392 ｢豆朝日新聞｣始末 山本夏彦 文藝春秋 1992
VG1-H5682 豆本　本の手帖　2巻7号 － 昭森社 昭和37
VG1-H8438 豆本を造る 石橋一哉 胡蝶の会 1987
VG1-H8481 豆本の楽しみ 今井田勲 書肆季節 1980
VG1-H6050 真夜中の硯 入江相政 講談社 1982
VG1-H6040 マリ･バシュキルツェフの日記　下 － 学陽書房 昭和23
VG1-H6041 マリ･バシュキルツェフの日記　中 － 学陽書房 昭和23
VG1-H6658 マリ･バシュキルツェフの日記　(12-17才) 野上豊一郎　訳 学陽堂 昭和23
VG1-H4630 マリ･バシュキルツエフの日記　(12-17歳) マリ･バシュキルツエフ 學陽書房 昭和23
VG1-H4631 マリ･バシュキルツエフの日記　(17-21歳) マリ･バシュキルツエフ 學陽書房 昭和23
VG1-H4632 マリ･バシュキルツエフの日記　(21-24歳) マリ･バシュキルツエフ 學陽書房 昭和23
VG1-H6682 マリイの仕事場 ウウドオオ･ドツリグルマ 第一書房 昭和15
VG1-H7328 マリコ 柳田邦男 新潮社 昭和56
VG1-H9775 マリコ 柳田邦男 新潮社 1980
VG1-H9588 マリヤの賛歌　第一篇 マルティン･ルター 岩波書店 1948[昭和23]
VG1-H5145 マルヴィーダ､フォン､マイゼンブック シュライヘア みすず書房 昭和32
VG1-H5079 マルクシズムの超克 高山岩男 弘文堂 昭和24
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VG1-H3084 マルクス･エンゲルス共産党宣言 － 彰考書院 1952
VG1-H4792 マルクス死後五十年 小泉信三 好學社 昭和21

VG1-H5133 マルクス主義論争
ルフォール.C　サルト
ル.J.P

ダヴィッド社 1955

VG1-H3175 マルクスとマルクス主義者たち シドニー･フック 社会思想研究会出版部 昭和31
VG1-H9482 まるごと一冊雑誌の本 － 女性のための編集者学校 1988
VG1-H346 丸善外史 木村毅 丸善　株式会社 昭和44
VG1-H8984 丸善外史 木村毅 丸善 昭和44
VG1-H11740 丸善社史 司忠　編 丸善 昭和26年
VG1-H345 丸善社史 － 丸善　株式会社 昭和26
VG1-H5861 丸善書籍目録　諸家蔵之部 － 丸善書店 明治16
VG1-H7040 丸善発行書目録　大正10年6月改正 丸善 丸善 大正10
VG1-H7041 丸善発行書目録　大正11年3月改正 丸善 丸善 大正11
VG1-H5776 丸善百年史　上 － 丸善 昭和55
VG1-H5777 丸善百年史　下 － 丸善 昭和56
VG1-H5778 丸善百年史　資料編 － 丸善 昭和56
VG1-H4242 マルテの手記 リルケ 岩波書店 昭和21
VG1-H10649 マルチメディアの基本を知る本 豊島昇 実務教育出版 1992
VG1-H8902 ｢団団珍聞｣｢驥尾団子｣がゆく 木本至 白水社 1989
VG1-H8903 ｢団団珍聞｣｢驥尾団子｣がゆく 木本至 白水社 1989
VG1-H10202 ｢團團珍聞｣考 小山郁子 [共立女子大学] 1988
VG1-H8356 ｢團團珍聞｣考 小山郁子 [共立女子大学] 1988
VG1-H4461 丸山教祖傳 柚利淳一 丸山教本庁出版部 昭和30
VG1-H207 まわり燈籠　明治文化の話 木村毅 井上書房 昭和34
VG1-H8721 マンガ･エロチシズム考 草森紳一 誠文堂新光社 1971
VG1-H7346 まんが国家秘密法 柳田邦夫 ペップ出版 昭和62
VG1-H5473 ｢漫画少年｣史 寺田ヒロオ 湘南出版社 昭和56

VG1-H9163 マンガ知的所有権　ダイナマイト鉄画
もりたもりえ　作　ビジネ
スコミック社　編

日刊工業新聞社 昭和63

VG1-H10360 漫画のある部屋 尾崎秀樹 時事通信社 1978[昭和53]
VG1-H7449 マンガ批評宣言 米沢嘉博　編 亜紀書房 昭和62
VG1-H5692 マンガ論争 － JICC出版局 昭和54
VG1-H9608 満韓ところどころ 夏目漱石(金之助) 春陽堂 1915[大正4]
VG1-H11773 満・鮮 山本實彦 改造社 昭和7年
VG1-H280 満鮮 山本實彦 改造社 昭和7
VG1-H10810 ｢万朝報｣の発展と衰退 山本武利 日本図書センター 1984
VG1-H8885 万年筆の印象と図解カタログ 丸善株式会社　編 丸善 1989
VG1-H7141 万引問題実態調査報告書 － 日本書店組合連合会 昭和57
VG1-H10209 マンモス　なぞの古代生物　7 － 国土社 1969

VG1-H3726 萬葉集　一
高木市之助　五味智英　校
注

岩波書店 -

VG1-H4512 萬葉露のしづ枝 鹽谷贊 創元社 昭和31
VG1-H4690 萬葉の歌境 齊藤茂吉 靑磁社 昭和22
VG1-H4495 萬葉の風土 犬養孝 塙書房 昭和31
VG1-H4077 萬歴赤繪 志賀直哉 岩波書店 昭和23
VG1-H10206 みいこのいちにち － バンダイ出版 1981
VG1-H4213 三浦梅園集 三枝博音(編) 岩波書店 昭和28
VG1-H10048 未刊史料による日本出版文化　5 弥吉光長 ゆまに書房 1990
VG1-H10033 未刊史料による日本出版文化　6巻 弥吉光長 ゆまに書房 1991
VG1-H6686 未完の告白 アンドレ･ジイド 第一書房 昭和13
VG1-H6687 未完の告白 アンドレ･ジイド 第一書房 昭和11
VG1-H3501 三木清全集　第一巻 三木清 岩波書店 1966
VG1-H3772 三木清 宮川透 東京大学出版会 1976
VG1-H3779 三木淸全集　第八巻　構想力の論理 三木淸 岩波書店 昭和22

VG1-H11085
三毛猫ホームズの青春ノート　岩波ブックレット
38

赤川次郎 岩波書店 1984

VG1-H7557 ミケランジェロのヴァティカン壁画 岡村崔
西部美術館　日本経済新
聞舎

昭和55

VG1-H9873 ミシェル･フーコー　社会理論と侵犯の営み
チャールズ･C･レマート
ガース･ギラン

日本エディタースクール
出版部

1991

VG1-H9592 みづうみ シュトルム 岩波書店 1950[昭和25]
VG1-H5150 みすず　片山敏彦追悼号 － みすず書房 昭和37

VG1-H9367 ミズノ･プリンティング･ライブラリー 水野雅生
ミズノ･プリンティング･
ライブラリー

1983

VG1-H4501 ミズリー號への道程 加瀬俊一 文藝春秋新社 昭和26
VG1-H6867 魅せられたる魂　1 宮本正清 新潮社 昭和31
VG1-H6868 魅せられたる魂　2 宮本正清 新潮社 昭和31
VG1-H6869 魅せられたる魂　3 宮本正清 新潮社 昭和31
VG1-H5725 三田広告研究　45号 － 慶応義塾広告学研究会 昭和35
VG1-H4975 三谷隆生誄辭集 － － -
VG1-H8105 みだれ髪 與謝野晶子 日本近代文学館 1968[昭和43]
VG1-H6209 道　5　昭和の一人一話集 上山義雄 中統教育図書 昭和58
VG1-H8822 みちのく山河行 真壁仁 法政大学出版局 1982
VG1-H6721 みちのく文化私考 山形敞一 萬葉堂出版 昭和58
VG1-H582 みつゑ50年史 岡畏三郎 美術出版社 1955
VG1-H8633 密室の終戦詔勅 茶園義男 雄松堂出版 1989
VG1-H4733 密のあはれ 室生犀星 新潮社 昭和34
VG1-H5155 蜜蜂と花時計 内田亨 北方出版社 昭和21
VG1-H4103 見て感じて考える 竹山道雄 創文社 昭和28
VG1-H335 みどりの日記 － － 昭和30
VG1-H9458 皆がNOならやってみろ 黒崎勇 リヨン社 1990
VG1-H3736 巷談本牧亭 安藤鶴夫 桃源社 昭和38
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VG1-H8409 南方熊楠書簡 中瀬喜陽　編
日本エディタースクール
出版部

1988

VG1-H2045 南滿洲ニ於ケル紙類 － 関東都督府民政部庶務課 大正5
VG1-H3000 美那和集 森林太郎 春陽堂 明治27

VG1-H11928
ﾐﾆ　せいしょ　とびだす　えほん　ﾉｱの　ものがた
り

ﾏﾘｱﾝ･ﾍﾞﾈｯﾄ ﾆｭｰﾗｲﾌ出版社 1984年

VG1-H1405 ミニコミ 田村紀雄 日本経済新聞社 昭和52
VG1-H9805 ミニコミの論理 田村紀雄 学陽書房 1976
VG1-H1385 ミニコミの論理 田村紀雄 学陽書房 昭和51
VG1-H11797 美濃舊衣八丈奇談 大川　錠吉　編 大川屋書店 明治44年
VG1-H6760 みみずく古本市 由良君美 青土社 1984
VG1-H10486 みみずく偏書記 由良君美 青土社 1983
VG1-H3746 宮孝一家集　巻一 宮孝一 宮孝一 昭和54
VG1-H3745 宮孝一家集　巻二 宮孝一 宮孝一 昭和54
VG1-H7562 宮崎市調査 － 朝日新聞西部本社広告部 昭和39
VG1-H4133 宮澤賢治 谷川徹三 要書房 昭和26
VG1-H3575 宮沢賢治　作品と人間像 丹慶英五郎 若樹書房 昭和37
VG1-H3141 宮沢賢治回向 － 宮沢賢治友の会 昭和30
VG1-H11536 宮沢賢治記念館 － － -
VG1-H3560 宮沢賢治詩集 宮沢賢治 角川書店 昭和45
VG1-H3734 宮澤賢治珠玉選 宮澤賢治 蓼科書房 昭和24
VG1-H9559 宮沢賢治全集　7 宮沢賢治 筑摩書房 1985
VG1-H5104 宮沢賢治の世界 谷川徹三 法政大学出版局 1963
VG1-H7132 三康図書館雑誌目録 － 三康文化研究所 昭和43
VG1-H5324 宮武外骨 吉野孝雄 河出書房新社 1980
VG1-H5988 宮武外骨 吉野孝雄 河出書房新社 1980
VG1-H8679 宮武外骨 吉野孝雄 河出書房新社 1980
VG1-H7356 宮武外骨･滑稽新聞　第6冊 赤瀬川源平　吉野孝雄　編 筑摩書房 昭和61
VG1-H7018 宮武外骨･滑稽新聞別冊(絵葉書世界) 赤瀬川源平　吉野孝雄 筑摩書房 昭和60
VG1-H10034 宮武外骨著作集　3巻 谷沢永一　吉野孝雄　(編) 河出書房新社 1988
VG1-H8386 宮武外骨著作集　第1巻 宮武外骨 河出書房新社 1986
VG1-H8387 宮武外骨著作集　第2巻 宮武外骨 河出書房新社 1987
VG1-H8388 宮武外骨著作集　第4巻 宮武外骨 河出書房新社 1985
VG1-H8389 宮武外骨著作集　第5巻 宮武外骨 河出書房新社 1986
VG1-H8390 宮武外骨著作集　第6巻 宮武外骨 河出書房新社 1988
VG1-H7732 宮本正尊略歴･著書論文目録 － 出版者不明 昭和46
VG1-H10162 明星大学出版部　図書目録　1989-Ⅰ － 明星大学出版部 1989
VG1-H6977 明烏後の正夢 為永春水 金泉堂 明治20
VG1-H6180 妙な依頼 山田美妙 朝野書店 明治43
VG1-H5294 彌吉光長著作集3　江戸時代の出版と人 彌吉光長 日外アソシエーツ 1980
VG1-H10126 未来社出版図書総目録　1988 － 未来社 1988
VG1-H10127 未来社出版図書総目録　1990 － 未来社 1990
VG1-H10839 みらいにむかって 池袋親子読書会　編 池袋親子読書会 1991
VG1-H9059 未来の図書館 原田勝 松籟社 1987
VG1-H9563 ミレエ 植田寿蔵 弘文堂 1949[昭和24]
VG1-H8366 魅惑のマーブル･ペーパー 三浦永年 アトリエ･ミウラ 1988
VG1-H11578 民間経済録 福澤諭吉 堀越角次郎　発行者 明治25年
VG1-H11576 民間経済録　全 福澤諭吉 慶應義塾出版社 明治14年
VG1-H11577 民間経済録　全 福澤諭吉 慶應義塾出版社 明治10年
VG1-H11634 民間経済録　全 福澤諭吉 慶應義塾出版社 明治13年
VG1-H11710 民間経済録　全 福澤諭吉 慶応義塾出版社 明治10年
VG1-H2670 民間統計調査資料一覧 経済団体連合会　編 経済団体連合会 昭和31

VG1-H3389 民間放送十年史
民間放送十年史編集委員会
編

日本民間放送連盟 昭和36

VG1-H1444 民間放送史 － 四季社 1959
VG1-H6827 民衆ジャーナリズムの歴史 門奈直樹 三一書房 昭和58
VG1-H8905 民衆ジャーナリズムの歴史 門奈直樹 三一書房 1983
VG1-H3305 民衆生活史研究 西岡虎之助 福村書店 昭和24

VG1-H8977 民衆本の世界　17､18世紀フランスの民衆文化
マンドルー･ローベル　著
二宮宏之　長谷川輝夫　訳

人文書院 1988

VG1-H8978 民衆本の世界　17､18世紀フランスの民衆文化
マンドルー･ローベル　著
二宮宏之　長谷川輝夫　訳

人文書院 1988

VG1-H4471 民主主義　上 文部省 教育図書 昭和23
VG1-H4472 民主主義　下 文部省 教育図書 昭和24
VG1-H4513 民主主義の倫理と教育 小島軍造 理想社 昭和37
VG1-H3535 民主々義勞働運動 ジェームス･マイヤア 酣燈社 昭和23
VG1-H5843 民主出版総合図書目録 － 木曜会 昭和28
VG1-H4798 民情一新 福澤諭吉 常松書店 昭和22
VG1-H7382 民情一新 福澤諭吉 常松書店 昭和22
VG1-H7703 民情一新　全 福沢諭吉 慶應義塾出版社 明治12
VG1-H10859 民族藝術5 民族藝術学会　編 講談社 1989

VG1-H7460 民俗再考 坪井洋文
日本エディタースクール
出版部

昭和61

VG1-H5166 民族日本歴史　近世編 白柳秀湖 千倉書房 昭和21
VG1-H4910 民族日本歴史　建國編(新版) 白柳秀湖 千倉書房 昭和21
VG1-H4911 民族日本歴史　封建編(新版) 白柳秀湖 千倉書房 昭和21

VG1-H9848 民族の栄光　ソビエト帝国の終焉　上
エレーヌ･カレール=ダン
コース

藤原書店 1991

VG1-H9849 民族の栄光　ソビエト帝国の終焉　下
エレーヌ･カレール=ダン
コース

藤原書店 1991

VG1-H4415 明朝活字 矢作勝美 平凡社 昭和51
VG1-H11279 明朝活字　その歴史と現状展 － 武蔵野美術大学 1976
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VG1-H7451 明朝体の歴史 竹村真一 思文閣出版 昭和61
VG1-H8327 みんな自由に自費出版 新出安政 創栄出版 1988
VG1-H9053 みんなの図書館入門　貸出方式篇 図書館問題研究会 図書新聞 1982
VG1-H9055 みんなの図書館入門　全域奉仕篇 図書館問題研究会 図書新聞 1982
VG1-H9054 みんなの図書館入門　用語篇 図書館問題研究会 図書新聞 1981
VG1-H10208 みんなみんなぼくのともだち 福井達雨　編 偕成社 1980
VG1-H1060 民友社三十年史 － 民友社 大正6
VG1-H649 民友社の研究 － 雄山閣 昭和52
VG1-H7844 昔がたり 野上弥生子 ほるぷ出版 昭和49
VG1-H4248 昔気質の地主たち ゴーゴリ 岩波書店 昭和17

VG1-H7310 昔話絵本を考える 松岡享子
日本エディタースクール
出版部

1985

VG1-H5302 昔話を絵本にすること 松岡享子 東京こども図書館 1981
VG1-H4015 むかしむかし 光吉夏弥　他 ほるぷ出版 昭和54
VG1-H7400 昔むかしの笑いばなし － － -

VG1-H6809
無教会キリスト教信仰を生きた人びと　内村鑑三の
系譜

無協会史研究会 新地書房 1984

VG1-H861 むくどり通信 臼井吉見 筑摩書房 昭和37
VG1-H8144 椋鳥の夢 濱田廣介 日本近代文学館 1969
VG1-H8161 無限抱擁 瀧井孝作 日本近代文学館 昭和44
VG1-H8273 向田邦子文庫目録 実践女子大学図書館　編 実践女子大学図書館 1987
VG1-H8107 武蔵野 國木田獨歩 日本近代文学館 1968[昭和43]
VG1-H178 武蔵屋本考　その他 藤木秀吉 戸板康二 昭和15
VG1-H11909 むしさんどこいくの？ 写真：栗林慧 バンダイ 1979年
VG1-H7910 「無思想人」宣言 大宅壮一 講談社 1986[昭和61]
VG1-H1414 無思想の思想 大宅壮一 文藝春秋 昭和47
VG1-H10354 虫のいろいろ 尾崎一雄 留女書店 1949[昭和24]
VG1-H4131 蝕まれた友情 志賀直哉 全國書房 昭和22
VG1-H5172 無常 唐木順三 筑摩書房 昭和40
VG1-H9153 娘たちへ、台所からのメッセージ 塩月弥栄子 EI企画 1984

VG1-H2336
無線放送と文学的及び美術的著作物保護に関するベ
ルヌ条約

野村義男 文部省 昭和30

VG1-H3591 むさうあん物語　23 武林無想庵 無想庵の会 昭和38
VG1-H3598 むさうあん物語　24 武林無想庵 無想庵の会 昭和38
VG1-H3683 むさうあん物語　25 武林無想庵 無想庵の会 昭和38
VG1-H3805 むさうあん物語　26 武林無想案 無想庵の会 昭和38
VG1-H3806 むさうあん物語　27 武林無想案 無想庵の会 昭和38
VG1-H4058 むさうあん物語　28 武林無想庵 無想庵の会 昭和39
VG1-H4059 むさうあん物語　29 武林無想庵 無想庵の会 昭和39
VG1-H4060 むさうあん物語　30 武林無想庵 無想庵の会 昭和39
VG1-H4061 むさうあん物語　31 武林無想庵 無想庵の会 昭和40
VG1-H4173 むさうあん物語　32 武林無想庵 無想庵の会 昭和40
VG1-H4484 むさうあん物語　33 武林無想庵 無想庵の会 昭和40
VG1-H4549 むさうあん物語　34 武林無想庵 無想庵の会 昭和40
VG1-H4550 むさうあん物語　35 武林無想庵 無想庵の会 昭和41
VG1-H4551 むさうあん物語　36 武林無想庵 無想庵の会 昭和41
VG1-H4563 むさうあん物語　別冊 武林無想庵 無想庵の会 昭和37
VG1-H2544 無体財産権と現代ビジネス　Ⅱ 水田耕一 商事法務研究会 昭和54
VG1-H2545 無体財産権と現代ビジネス　Ⅲ 水田耕一 商事法務研究会 昭和55
VG1-H10685 無体財産権法文献目録 小野昌延　監修 国際技術取引法研究所 1982
VG1-H10686 無体財産権法文献目録　2巻 小野昌延　編 国際技術取引法研究所 1985
VG1-H10687 無体財産権法文献目録　3巻 小野昌延　編 国際技術取引法研究所 1992
VG1-H653 無題録 田中久四郎 電気書院 昭和49

VG1-H6762
無着先生との12年戦爭　のびのび教育はなぜ子供を
ダメにしたか

私立明星学園母親グループ 主婦と生活社 昭和58

VG1-H4583 宗忠の哲學 田中五郎 田中五郎 昭和29
VG1-H4145 無伴奏 内田百間 三笠書房 1953
VG1-H3067 無法松の一生 岩下俊作 コバルト社 昭和21
VG1-H10483 むほん物語 出久根達郎 中央公論社 1993
VG1-H10349 無明の蝶 出久根達郎 講談社 1993
VG1-H11162 無名戦没者たちの声　岩波ブックレット　136 石川逸子 岩波書店 1989
VG1-H1978 無文字社会の歴史 川田順造 岩波書店 1976
VG1-H2991 無憂華 九條武子 實業之日本社 昭和6
VG1-H10591 無用者の系譜 唐木順三 筑摩書房 1973
VG1-H4448 無用者の系譜 唐木順三 筑摩書房 昭和35
VG1-H8106 紫 與謝野鐵幹 日本近代文学館 1968[昭和43]
VG1-H3738 むらさきくさ 前田千寸 河出書房 昭和31
VG1-H4247 紫式部日記 － 岩波書店 昭和39
VG1-H2962 明家書蹟絵画展 － 思文閣 昭和49
VG1-H8699 名言聖書物語 関根文之助 立風書房 1982
VG1-H1842 名作とそのモデル 神崎清 東和社 昭和25
VG1-H8376 名作モデル物語 福田清人 朝日新聞社 昭和29
VG1-H2291 名作はこうして生まれた 松山悦三 アジア出版社 昭和33
VG1-H11312 盟三五大切 劇団青年座編集室 劇団青年座編集室 昭和54年
VG1-H7366 明治･大正･昭和の名著総解説　増補新版 長谷川秀樹　編 自由国民社 昭和61
VG1-H1088 明治･大正･昭和文藝筆禍索引 － 粹古堂 昭和10
VG1-H2821 明治･大正･昭和翻訳文学目録 国立国会図書館 春秋会 昭和34
VG1-H1170 明治･大正･發賣禁止書目 － 古典社　(沼津市) 1932
VG1-H51 明治､大正古書價の研究 水谷弓彦 駿南社 昭和8
VG1-H10695 明治･大正のジャーナリズム 桂敬一 岩波書店 平成4
VG1-H570 明治､大正の文化 － 博文館 昭和2
VG1-H1688 明治･大正の翻訳史 吉武好孝 研究社出版 昭和34
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VG1-H4014 明治､大正の名著総解説 － 自由国民社 1980
VG1-H3051 明治･大正･文學全集 坪内雄蔵 春陽堂 昭和3
VG1-H10268 明治百年100大事件　下 松本清張 三一書房 1968
VG1-H7770 明治十年丁丑公論　瘠我慢の説 福沢諭吉 時事新報社 明治42
VG1-H11617 明治二十三年國會之準備 遠藤愛藏 博文堂 明治19年
VG1-H3410 明治四十二･三年頃の心斎橋中心の大阪の本屋 湯川松次郎(編) － -
VG1-H11849 明治五年以降我国の人口 内閣統計局 東京統計協曾 昭和5年
VG1-H2728 明治以降国語学関係刊行書目 － 秀英出版 1955
VG1-H2879 明治以降本邦主要経済統計 大里勝馬 日本銀行統計局 昭和41
VG1-H1107 明治以後の五大記者 嘉治隆一 朝日新聞社 昭和48
VG1-H3285 明治維新史 坂田吉雄 未来社 1970
VG1-H3088 明治演説史 宮武外骨 成光館出版部 昭和4
VG1-H1696 明治開化綺談 篠田鑛造 須藤書店 昭和22
VG1-H3263 明治開化期文學集 山本三生　編 改造社 昭和6

VG1-H3007 明治開化史論 栗原信一
帝國圖書　(株)　創立事
業所

昭和19

VG1-H7105 明治開化の本展示会目録『明治期刊行図書目録』 国立国会図書館　編集 国立国会図書館 昭和46

VG1-H820 明治回顧展覧会目録 国立国会図書館上野図書館
国立国会図書館上野図書
館

昭和24

VG1-H8003 明治期学術･言論雑誌集成　別冊 山室信一　編 ナダ書房 1987
VG1-H6836 明治期稀観書展観解説 直井瀞逸 高尾書店 昭和15
VG1-H3002 明治奇聞 － 半狂堂 大正14
VG1-H3275 明治九十九年世相事件 青柳淳郎　編 オリオン社 昭和40
VG1-H164 明治言論史 岡野他家夫 鳳出版 昭和49
VG1-H9945 明治後期における農家生活の実証的研究 鹿股壽美江 中央公論事業出版 1966
VG1-H7421 明治考証事典 吉田八岑 新人物往来社 昭和50
VG1-H1889 明治語典 植原路郎 桃源社 昭和45
VG1-H10751 明治財政･経済史文献 大内兵衛　土屋喬雄 岩波書店 昭和8
VG1-H3346 明治史概説 牧健二　武藤欽 文献書院 昭和7
VG1-H3533 明治思想の形成 本山幸彦 福村出版　株式会社 1969
VG1-H688 明治時代の新聞と雑誌 西田長寿 至文堂 昭和36
VG1-H3345 明治社會思想研究 下出隼吉 淺野書店 昭和7
VG1-H187 明治出版史話 三木佐助 ゆまに書房 昭和52
VG1-H328 明治書院七十年の歩み － 明治書院 昭和41
VG1-H327 明治書院八十年の歩み － 明治書院 昭和51
VG1-H6195 明治書院80年の歩み － 明治書院 昭和51
VG1-H3001 明治史要 － 博聞社 明治9年
VG1-H3877 名士小伝 オーブリー 冨山房 昭和54
VG1-H8258 ｢明治女学校｣に関する覚え書 藤田美実 立正大学 1981
VG1-H42 明治初期三都新刻書目 － 日本古書通信社 昭和46
VG1-H9116 明治初期三都新刻書目 朝倉治彦　佐久間信子　編 日本古書通信社 1971
VG1-H5740 明治初期新聞雑誌図書展覧目録 － － -
VG1-H1577 明治初期の新聞の用語 国立国語研究所 秀英出版 昭和34
VG1-H1679 明治初期の新聞の用語 － 国立国語研究所 昭和34
VG1-H2923 明治初期の翻訳文学 柳田泉 松柏館書店 昭和10
VG1-H3318 明治女性史 村上信彦 理論社 1969
VG1-H3049 明治史料 － 半狂堂 昭和2
VG1-H1625 明治新聞綺談 篠田鑛造 須藤書店 昭和22
VG1-H7273 明治新聞雑誌関係者略伝 宮武外骨　西田長寿 みすず書房 1985

VG1-H9118 明治新聞雑誌文庫所蔵雑誌目録　昭和52年4月現在
東大学法学部明治新聞雑誌
文庫　編

東京大学出版会 1977

VG1-H9117 明治新聞雑誌文庫所蔵雑誌目録　昭和54年3月現在
東大学法学部明治新聞雑誌
文庫　編

東京大学出版会 1979

VG1-H9124
明治新聞雑誌文庫所蔵図書　資料類目録　昭和56年3
月現在

東京大学法学部付属近代日
本法政史料センター　編

東京大学出版会 1983

VG1-H3244 明治新聞人文學集 矢野龍渓　(他) 筑摩書房 昭和54
VG1-H3221 明治節用大全 博文館　(編) 芸友センター 昭和49

VG1-H6311
明治前期書目集成(内務省図書課新編版権書目)　補
巻之一

明治文献資料刊行会 明治文献 昭和50

VG1-H6312
明治前期書目集成(内務省図書課新編版権書目)　補
巻之二

明治文献資料刊行会 明治文献 昭和50

VG1-H11944 明治前期文部省刊行雑誌総目録
国立教育研究所教育史料
センター

1968年

VG1-H7411 明治文学アルバム － 新潮社 昭和61[1986]
VG1-H695 明治大雑誌 － 流動出版　株式会社 昭和53
VG1-H3369 明治大正國事年譜 藤本尚則　編 忠誠堂 昭和2
VG1-H3340 明治大正史 柳田国男 平凡社 昭和44
VG1-H10039 明治大正史　1巻 美土路昌一 朝日新聞社 1930
VG1-H1081 明治大正史　第一巻　言論編 美土路昌一 朝日新聞社 昭和5
VG1-H3368 明治･大正･昭和大事件秘録 村雨退二郎　皆川美彦 秀光書房 昭和11
VG1-H10854 明治大正昭和の文化 小田切秀雄　監修 東京都新聞社 昭和52
VG1-H5699 明治大正昭和筆禍史　改訂増補 芳賀栄造 実際科学社 昭和2
VG1-H6174 明治大正図誌　第1巻 小木新造　前田愛 筑摩書房 昭和53
VG1-H6175 明治大正図誌　第2巻 小木新造　前田愛 筑摩書房 昭和53
VG1-H6176 明治大正図誌　第3巻 芳賀徹　小木新造 筑摩書房 昭和54
VG1-H5141 明治大正短歌史 新間進一 東京堂 昭和23
VG1-H5447 明治大正の事蹟 小林鶯里 文藝社 昭和2
VG1-H1101 明治大正筆禍史 芳賀榮造 四紅社書房 大正15
VG1-H3383 明治大正文学史 吉田精一 修文館 昭和31
VG1-H9925 明治大正文学書目 － 萬字屋書店 1958[昭和33]
VG1-H3052 明治大帝 － 大日本雄辯會講談社 昭和2
VG1-H8676 明治大帝 飛鳥井雅道 筑摩書房 1989
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VG1-H4438 明治大帝　江戸開城の巻　5 立野信之 毎日新聞社 昭和33
VG1-H4435 明治大帝　禁門戦争の巻　2 立野信之 毎日新聞社 昭和32
VG1-H4437 明治大帝　大政奉還の巻　4 立野信之 毎日新聞社 昭和33
VG1-H4436 明治大帝　長州征伐の巻　3 立野信之 毎日新聞社 昭和33
VG1-H4440 明治大帝　東京奠都の巻　7 立野信之 毎日新聞社 昭和34
VG1-H4439 明治大帝　東北戦争の巻　6 立野信之 毎日新聞社 昭和34
VG1-H4434 明治大帝　七卿落の巻　1 立野信之 毎日新聞社 昭和31
VG1-H9319 明治大帝　付明治美談 長谷川卓郎　編 大日本雄弁辯会講談社 1927[昭和2]
VG1-H3194 明治大年表 － 吉川弘文館 大正3
VG1-H4868 明治天皇　小説 長田幹彦 光文社 昭和25
VG1-H3339 明治東京逸聞史　1 森銑三 平凡社 昭和44
VG1-H6592 明治東京逸聞史　1　東洋文庫　135 森銑三 平凡社 1982
VG1-H6593 明治東京逸聞史　2　東洋文庫　142 森銑三 平凡社 1982
VG1-H469 明治図書五十年史 － 明治図書出版 昭和35
VG1-H470 明治図書六十年史 － 明治図書出版 昭和45
VG1-H10254 明治ニッポン　てんやわんや 紀田順一郎 久保書店 1965
VG1-H460 明治年表 － 裳華房 明治34
VG1-H7054 明治の異才福地桜痴　忘れられた大記者 小山文雄 中央公論社 昭和59
VG1-H10774 明治の上野 藤島玄治郎 谷根千工房 1992
VG1-H1961 明治の教育ジャーナリズム 木戸若雄 近代日本社 昭和37
VG1-H5722 明治の教育ジャーナリズム 木戸若雄 近代日本社 昭和37
VG1-H6008 明治の国文学雑誌 深萱和男 笠間書院 昭和53
VG1-H1852 明治のことば 齋藤毅 講談社 昭和53
VG1-H143 明治の書物　明治の人 柳田泉 桃源社 昭和38
VG1-H3307 明治の人物と文化 湯川松次郎　編 弘文社 昭和43
VG1-H7568 明治の新聞展　同時展示明治の瓦版 － 町田市立博物館 昭和61
VG1-H8474 明治の銅版本 八木佐吉 日本古書通信社 昭和52
VG1-H710 明治の読本 渋沢秀雄 北洋社 1978
VG1-H3574 明治の名古屋 服部鉦太郎 泰文堂 昭和43
VG1-H7760 明治の文学 月刊文章編輯部　編 厚生閣 昭和13
VG1-H167 明治の文人 岡野他家夫 雪華社 昭和38
VG1-H6252 明治の文明開化･事始め － 金園社 昭和54
VG1-H6361 明治の文明開化･事始め － 金園社 昭和51
VG1-H6791 明治の文明開化･事始め 西田文四郎 金園社 昭和51
VG1-H10074 明治の郵便･鉄道馬車 篠原宏 雄松堂出版 1987
VG1-H3295 明治はいから物語 内山惣十郎 人物往来社 昭和43
VG1-H446 幕末明治研究雑誌目次集覧 － 日本古書通信社 昭和43
VG1-H162 明治文學研究誌 岡野他家夫 東京武蔵野書院 昭和13
VG1-H3025 明治文學作家論 佐藤春夫　宇野浩二 小學館 昭和18
VG1-H5672 明治文学雑誌年表 － － 昭和8
VG1-H7158 明治文学史 中村光夫 筑摩書房 昭和53
VG1-H181 明治文學書目 村上濱吉 村上文庫 昭和12
VG1-H6401 明治文学全集　1　明治開化期文学集　(一) － 筑摩書房 昭和58
VG1-H6410 明治文学全集　10　三遊亭園朝集 － 筑摩書房 昭和58
VG1-H6411 明治文学全集　11　福地櫻痴集 － 筑摩書房 昭和58

VG1-H6412
明治文学全集　12　大井憲太郎､植林支盛･馬場辰猪･
小野梓集

－ 筑摩書房 昭和58

VG1-H6413 明治文学全集　13　中江兆民集 － 筑摩書房 昭和58
VG1-H6414 明治文学全集　14　田口鼎軒集 － 筑摩書房 昭和58
VG1-H6415 明治文学全集　15　矢野龍渓集 － 筑摩書房 昭和58
VG1-H6416 明治文学全集　16　坪内逍遥集 － 筑摩書房 昭和58
VG1-H6417 明治文学全集　17　二葉亭四迷　嵯峨の屋おむろ集 － 筑摩書房 昭和58
VG1-H6418 明治文学全集　18　尾崎紅葉集 － 筑摩書房 昭和58
VG1-H6419 明治文学全集　19　廣津柳浪集 － 筑摩書房 昭和58
VG1-H6402 明治文学全集　2　明治開化期文学集　(二) － 筑摩書房 昭和58
VG1-H6420 明治文学全集　20　川上眉山･巖谷小波集 － 筑摩書房 昭和58
VG1-H6421 明治文学全集　21　泉鏡花集 － 筑摩書房 昭和58
VG1-H6422 明治文学全集　22　硯友社文学集 － 筑摩書房 昭和58
VG1-H6423 明治文学全集　23　山田美妙･高瀬文淵･石橋忍月集 － 筑摩書房 昭和58
VG1-H6424 明治文学全集　24　内田魯庵集 － 筑摩書房 昭和58
VG1-H6425 明治文学全集　25　幸田露伴集 － 筑摩書房 昭和58
VG1-H6426 明治文学全集　26　根岸派文学集 － 筑摩書房 昭和58
VG1-H6427 明治文学全集　27　森鴎外集 － 筑摩書房 昭和58
VG1-H6428 明治文学全集　28　斎藤綠雨集 － 筑摩書房 昭和58
VG1-H6429 明治文学全集　29　北村透谷集 － 筑摩書房 昭和58
VG1-H6403 明治文学全集　3　明治啓蒙思想集 － 筑摩書房 昭和58
VG1-H6430 明治文学全集　30　樋口一葉集 － 筑摩書房 昭和58
VG1-H6431 明治文学全集　31　上田敏集 － 筑摩書房 昭和58
VG1-H6432 明治文学全集　32　女学雑誌文学界集 － 筑摩書房 昭和58
VG1-H6433 明治文学全集　33　三宅雪嶺集 － 筑摩書房 昭和58
VG1-H6434 明治文学全集　34　徳富蘇峰集 － 筑摩書房 昭和58
VG1-H6435 明治文学全集　35　山路愛山集 － 筑摩書房 昭和58
VG1-H6436 明治文学全集　36　民友社文学集 － 筑摩書房 昭和58
VG1-H6437 明治文学全集　37　政教社文学集 － 筑摩書房 昭和58
VG1-H6438 明治文学全集　38　岡倉天心集 － 筑摩書房 昭和58
VG1-H6439 明治文学全集　39　内村鑑三集 － 筑摩書房 昭和58
VG1-H6404 明治文学全集　4　成島柳北･服部撫松･栗本鋤雲集 － 筑摩書房 昭和58

VG1-H6440
明治文学全集　40　高山樗牛･斉藤野の人･姉崎嘲風･
登張竹風集

－ 筑摩書房 昭和58

VG1-H6441
明治文学全集　41　塩井雨江･武島羽衣･大町桂月･久
保天隨･笹川臨風･樋口龍峽集

－ 筑摩書房 昭和58

VG1-H6442 明治文学全集　42　徳富蘆花集 － 筑摩書房 昭和58
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VG1-H6443
明治文学全集　43　島村抱月･長谷川天渓･片上天弦･
相馬御風集

－ 筑摩書房 昭和58

VG1-H6444
明治文学全集　44　落合直文･上田萬年･芳賀矢一･藤
岡作太郎集

－ 筑摩書房 昭和58

VG1-H6445 明治文学全集　45　木下尚江集 － 筑摩書房 昭和58

VG1-H6446
明治文学全集　46　新村襄･植村正久･淸澤滿之･網島
梁川集

－ 筑摩書房 昭和58

VG1-H6447 明治文学全集　47　黒岩涙香集 － 筑摩書房 昭和58
VG1-H6448 明治文学全集　48　小泉八雲集 － 筑摩書房 昭和58

VG1-H6449
明治文学全集　49　ベルツ･モース･モラエス･ケーベ
ル･ウォシュバン集

－ 筑摩書房 昭和58

VG1-H6405 明治文学全集　5　明治政治小説集　(一) － 筑摩書房 昭和58

VG1-H6450
明治文学全集　50　金子筑水･田中王堂･片山孤村･中
澤臨川･魚住折蘆集

－ 筑摩書房 昭和58

VG1-H6451
明治文学全集　51　與謝野鐵幹･與謝野晶子集　附明
星派文学集

－ 筑摩書房 昭和58

VG1-H6452 明治文学全集　52　石川啄木集 － 筑摩書房 昭和58
VG1-H6453 明治文学全集　53　正岡子規集 － 筑摩書房 昭和58
VG1-H6454 明治文学全集　54　伊藤左千夫･長塚節集 － 筑摩書房 昭和58
VG1-H6455 明治文学全集　55　夏目漱石集 － 筑摩書房 昭和58
VG1-H6456 明治文学全集　56　高濱虚子･河東碧梧桐集 － 筑摩書房 昭和58
VG1-H6457 明治文学全集　57　明治俳人集 － 筑摩書房 昭和58
VG1-H6458 明治文学全集　58　土井晩翠･薄田泣菫･蒲原有明集 － 筑摩書房 昭和58

VG1-H6459
明治文学全集　59　河井醉茗･横瀨夜雨･伊良子淸白･
三木露風集

－ 筑摩書房 昭和58

VG1-H6406 明治文学全集　6　明治政治小説集　(二) － 筑摩書房 昭和58
VG1-H6460 明治文学全集　60　明治詩人集　(一) － 筑摩書房 昭和58
VG1-H6461 明治文学全集　61　明治詩人集　(二) － 筑摩書房 昭和58
VG1-H6462 明治文学全集　62　明治漢詩文集 － 筑摩書房 昭和58

VG1-H6463
明治文学全集　63　佐佐木信綱･金子薫園･尾上柴舟･
太田水穂･窪田空穂･若山牧水集

－ 筑摩書房 昭和58

VG1-H6464 明治文学全集　64　明治歌人集 － 筑摩書房 昭和58
VG1-H6465 明治文学全集　65　小杉天外･小栗風葉･後藤宙外集 － 筑摩書房 昭和58
VG1-H6466 明治文学全集　66　國木田独歩集 － 筑摩書房 昭和58
VG1-H6467 明治文学全集　67　田山花袋集 － 筑摩書房 昭和58
VG1-H6468 明治文学全集　68　徳田秋聲集 － 筑摩書房 昭和58
VG1-H6469 明治文学全集　69　島崎藤村集 － 筑摩書房 昭和58
VG1-H6407 明治文学全集　7　明治飜譯文学集 － 筑摩書房 昭和58
VG1-H6470 明治文学全集　70　眞山青果･近松秋江集 － 筑摩書房 昭和58
VG1-H6471 明治文学全集　71　岩野泡鳴集 － 筑摩書房 昭和58

VG1-H6472
明治文学全集　72　水野葉舟･中村星湖･三島霜川･上
司小剣集

－ 筑摩書房 昭和58

VG1-H6473 明治文学全集　73　永井荷風集 － 筑摩書房 昭和58
VG1-H6474 明治文学全集　74　明治反自然派文学集　(一) － 筑摩書房 昭和58
VG1-H6475 明治文学全集　75　明治反自然派文学集　(二) － 筑摩書房 昭和58
VG1-H6476 明治文学全集　76　初期白樺派文学集 － 筑摩書房 昭和58
VG1-H6477 明治文学全集　77　明治史論集　(一) － 筑摩書房 昭和58
VG1-H6478 明治文学全集　78　明治史論集　(二) － 筑摩書房 昭和58
VG1-H6479 明治文学全集　79　明治藝術･文学論集 － 筑摩書房 昭和58
VG1-H6408 明治文学全集　8　福澤諭吉集 － 筑摩書房 昭和58
VG1-H6480 明治文学全集　80　明治哲学思想集 － 筑摩書房 昭和58
VG1-H6481 明治文学全集　81　明治女流文学集　(一) － 筑摩書房 昭和58
VG1-H6482 明治文学全集　82　明治女流文学集　(二) － 筑摩書房 昭和58
VG1-H6483 明治文学全集　83　明治社曾主義文学集　(一) － 筑摩書房 昭和58
VG1-H6484 明治文学全集　84　明治社曾主義文学集　(二) － 筑摩書房 昭和58
VG1-H6485 明治文学全集　85　明治史劇集 － 筑摩書房 昭和58
VG1-H6486 明治文学全集　86　明治近代劇集 － 筑摩書房 昭和58
VG1-H6487 明治文学全集　87　明治宗教文学集　(一) － 筑摩書房 昭和58
VG1-H6488 明治文学全集　88　明治宗教文学集　(二) － 筑摩書房 昭和58
VG1-H6489 明治文学全集　89　明治歴史文学集　(一) － 筑摩書房 昭和58
VG1-H6409 明治文学全集　9　河竹黙阿彌集 － 筑摩書房 昭和58
VG1-H6490 明治文学全集　90　明治歴史文学集　(二) － 筑摩書房 昭和58
VG1-H6491 明治文学全集　91　明治新聞人文学集 － 筑摩書房 昭和58
VG1-H6492 明治文学全集　92　明治人物論集 － 筑摩書房 昭和58
VG1-H6493 明治文学全集　93　明治家庭小説集 － 筑摩書房 昭和58
VG1-H6494 明治文学全集　94　明治紀行文学集 － 筑摩書房 昭和58
VG1-H6495 明治文学全集　95　明治少年文学集 － 筑摩書房 昭和58
VG1-H6496 明治文学全集　96　明治記録文学集 － 筑摩書房 昭和58
VG1-H6497 明治文学全集　97　明治戰爭文学集 － 筑摩書房 昭和58
VG1-H6498 明治文学全集　98　明治文学回顧録集　(一) － 筑摩書房 昭和58
VG1-H6499 明治文学全集　99　明治文学回顧録集　(二) － 筑摩書房 昭和58
VG1-H9243 明治文学全集　別巻 稲垣達郎　[ほか]　編 筑摩書房 1989
VG1-H3017 明治文化研究 － 書物展望社 昭和9
VG1-H6357 明治文化研究　第1輯　季刊 明治文化研究会 書物展望社 昭和9

VG1-H3384 明治文化史　5
開国百年記念文化事業会
編

洋々社 昭和29

VG1-H3301 明治文化史　(7　文藝編) 岡崎義惠　編 洋々社 昭和28

VG1-H3376 明治文化史　第十一巻　社会経済編
開国百年記念文化事業会
編

洋々社 昭和30

VG1-H6355 明治文化史　第7巻　文芸編 開国百年記念文化事業会 洋々社 昭和28
VG1-H685 明治文化史研究 玉城肇 健文社 昭和23
VG1-H6356 明治文化資料叢書　第7巻　書目編 明治文化資料叢書刊行会 風間書店 昭和47
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VG1-H692 明治文化全集　第十八巻　雑誌編 － 日本評論社 昭和3
VG1-H693 明治文化全集　第五巻　雑誌編改版 － 日本評論社 昭和30
VG1-H3236 明治文化全集　別巻　明治事物起源 － 日本評論社 昭和54
VG1-H3347 明治文化の新研究 尾佐竹猛　編著 亞細亞書房 昭和19
VG1-H3538 明治文壇の人々 馬場弧蝶 東西出版社 昭和23
VG1-H8475 明治本廣告文集　上 岡野他家夫　編 日本古書通信社 昭和59
VG1-H8476 明治本廣告文集　下 岡野他家夫　編 日本古書通信社 昭和59
VG1-H8477 明治本廣告文集　上 岡野他家夫　編 日本古書通信社 昭和59
VG1-H8478 明治本廣告文集　下 岡野他家夫　編 日本古書通信社 昭和59
VG1-H8962 明治本徘徊 岡野他家夫 ゆまに書房 昭和63
VG1-H3167 明治名家古人評論 － 博文館 明治32
VG1-H9769 明治メディア考 加藤秀俊　前田愛　対談 中央公論社 1980
VG1-H5409 明治メディア考　対談 加藤秀俊他 中央公論社 昭和55
VG1-H5308 明治両毛の山鳴り 田村紀雄 百人社 1981
VG1-H134 名著新譯 － 本間久四郎 明治40
VG1-H9113 名著の伝記 紀田順一郎 東京堂出版 1988

VG1-H8248 名著の履歴書　上 小宮山量平　[ほか]
日本エディタースクール
出版部

1971

VG1-H11558 名著標本集　第12輯 － 米山堂 昭和9
VG1-H11559 名著標本集　第13輯 － 米山堂 1934
VG1-H11560 名著標本集　第14輯 － 米山堂 1934
VG1-H11561 名著標本集　第15輯 － 米山堂 1934
VG1-H8155 名著複刻全集近代文学館作品解題　大正期 近代日本文学館 日本近代文学館 昭和44

VG1-H8191
名著複刻全集近代文学館　付属物(追加分)奥付､ジャ
ケット他

近代日本文学館 日本近代文学館 昭和44

VG1-H8189 名著複刻全集近代文学館　作品解題　昭和篇 近代日本文学館 日本近代文学館 昭和44
VG1-H8053 名著複刻全集近代文学館　作品解題　明治後期 日本近代文学館 日本近代文学館 1968
VG1-H8119 名著複刻全集近代文学館　作品解題　明治前期 名著複刻全集編集員会　編 日本近代文学館 1968[昭和43]
VG1-H723 名著複刻日本児童文学館解説 福田清人　(代表) ほるぷ出版 昭和47
VG1-H10328 冥途 内田百閒 芝書店 1949[昭和24]
VG1-H2485 名編集者パーキンズ　上 A･スコット･バーグ 草思社 1987
VG1-H2486 名編集者パーキンズ　下 A･スコット･バーグ 草思社 1987
VG1-H8752 名訳と誤訳 中村保男 講談社 1989
VG1-H6966 迷路　上 野上弥生子 岩波書店 昭和59[1984]
VG1-H6967 迷路　下 野上弥生子 岩波書店 昭和59[1984]
VG1-H9604 迷路 フォンターネ 岩波書店 1948[昭和23]
VG1-H9826 迷路　1 野上弥生子 岩波書店 1948
VG1-H11680 迷路　第一部 野上弥生子 岩波書店 昭和23年
VG1-H6605 迷路　第二部 野上彌生子 岩波書店 昭和23
VG1-H6606 迷路　第三部 野上彌生子 岩波書店 昭和27
VG1-H6607 迷路　第四部 野上彌生子 岩波書店 昭和27
VG1-H6608 迷路　第五部 野上彌生子 岩波書店 昭和29
VG1-H6609 迷路　第六部 野上彌生子 岩波書店 昭和31
VG1-H3921 明六社考 大久保利謙 立体社 昭和51
VG1-H9870 明六社の人びと 戸沢行夫 築地書館 1991
VG1-H8480 女狐と田ノ作 柴田昤之助 みちかた工房 昭和46
VG1-H8830 目白三平随筆 中村武志 論創社 1989
VG1-H9618 目白三平随筆･愛しき遺髪よ 中村武志 講談社 1990
VG1-H8831 目白三平随筆　続 中村武志 論創社 1989

VG1-H10704 メディア･レイプ
ウイルソン･ブライアン･キ
イ

リブロポート 1991

VG1-H5932 メディア伝説 大輪盛登 時事通信社 1982
VG1-H6770 メディア伝説　活字を生きた人びと 大輪盛登 時事通信社 1982
VG1-H10950 メディアと子ども － 青少年育成国民会議 平成2
VG1-H10409 メディアとしての電話 吉見俊哉　[ほか] 弘文堂 1992[平成4]
VG1-H8385 メディアとしての博物館 梅棹忠夫 平凡社 1987
VG1-H7298 メディアの狩人 植田康夫 花曜社 昭和60
VG1-H6390 メディアの権力　1 ハルバースタム サイマル出版会 1983
VG1-H6391 メディアの権力　2 ハルバースタム サイマル出版会 1983
VG1-H6392 メディアの権力　3 ハルバースタム サイマル出版会 1983
VG1-H10411 メディアの興亡 杉山隆男 文藝春秋 1986
VG1-H7419 メディアの興亡 秋山隆男 文藝春秋 昭和61[1986]
VG1-H7085 メディアの周辺 加藤秀俊 文藝春秋 昭和51
VG1-H11156 メディアの昭和史　岩波ブックレット　130 新井直之 岩波書店 1989
VG1-H7343 メディアの生態学 青木貞伸 大月書店 1986
VG1-H10467 メディアの戦場 ハリソン･ソールベリー 集英社 1992
VG1-H5982 メディアのつくり方 － JICC出版局 1981
VG1-H949 メディア論　人間の拡張の諸相 マーシャル･マクルーハンン みすず書房 昭和62

VG1-H7319 目で見る出版ジャーナリズム小史
日本ジャーナリスト会議･出
版支部　編

高文研 1985

VG1-H7530 目で見る出版ジャーナリズム小史
日本ジャーナリスト会議･出
版支部　編

高文研 昭和60[1985]

VG1-H8960 目で見る出版ジャーナリズム小史
日本ジャーナリスト会議出
版支部　編

高文研 1989

VG1-H6306 目でみる本の歴史 庄司淺水　ほか 出版ニュース社 昭和59
VG1-H8754 目で見る明治の辞書 惣郷正明　編 辞典協会 1989
VG1-H3550 眼の壁 松本清張 光文社 昭和35
VG1-H7109 メモと日記の方法 外山滋比古 潮出版社 昭和55
VG1-H675 メンズ･マガジン入門 小鷹信光 早川書房 1967
VG1-H6024 面とペルソナ 和辻哲郎 岩波書店 昭和15

VG1-H11110
もういや｢お国のために｣には　岩波ブックレット
65

髙木敏子 岩波書店 1986
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VG1-H11772 蒙古 山本實彦 改造社 昭和10年
VG1-H282 蒙古 山本實彦 改造社 昭和10
VG1-H11702 もうどうけんチャーリー つるみまさお － -
VG1-H10625 もうひとつの横浜事件 小泉文子 田畑書店 1992
VG1-H10334 モーゼスおばあさんを世に出すまで 加藤恭子 毎日新聞社 1991
VG1-H10487 毛利衛　ふわっと宇宙へ 毛利衛 朝日新聞社 1992
VG1-H7693 茂吉秀歌　上巻 佐藤佐太郎 岩波書店 昭和53
VG1-H4696 茂吉随聞　下巻 田中隆尚 筑摩書房 昭和35
VG1-H4697 茂吉随聞　上巻 田中隆尚 筑摩書房 昭和35
VG1-H4695 茂吉随聞　別巻 田中隆尚 筑摩書房 昭和36
VG1-H3781 茂吉の周辺 齋藤茂太 毎日新聞社 1973
VG1-H6857 茂吉の体臭 斎藤茂太 岩波書店 昭和39
VG1-H5800 木材研究資料　3号 － 京都大学木材研究所 昭和26

VG1-H6680 木造モルタルの王国「ガロ」二十年史
「ガロ」二十年史刊行委員
会

青林社 昭和56

VG1-H3929 目録学序説 志村尚夫 学芸図書 昭和53
VG1-H7520 目録作成の技法 石川洋　植田喜久治 日本図書館協会 昭和61[1986]
VG1-H4167 摸索と彷徨: わが若き日の日記 市原豐太 東和社 昭和27
VG1-H903 もし紙がなくなったら 藤原英司 サイマル出版会 1979

VG1-H9358 文字整版の現状と展望 山辺巌　[ほか]
大日本印刷シーティエス
事業部

[  ]

VG1-H2112 文字と印刷 東一夫 世界社 昭和23
VG1-H2200 文字と闘ふ － 大阪毎日新聞社 昭和15
VG1-H1894 文字ノいろいろ 松下禎二 裳華房書店 大正9
VG1-H7513 文字の宇宙 － 写研 昭和60[1985]
VG1-H11639 文字之教附録 福澤諭吉 慶應義塾出版社 明治9年
VG1-H2702 文字の配列と文案集　(現代商業美術全集17) 濱田増治　(他)　編 アルス 昭和5
VG1-H7021 文字の博物館 矢嶋文夫 白水社 昭和59[1984]
VG1-H6528 文字の博物館写植発明60周年記念 シルヴェストル 白水社 昭和59
VG1-H1807 文字の文化史 藤枝晃 岩波書店 昭和46
VG1-H3846 文字の歴史 A.C.ムーアハウス 岩波書店 昭和31
VG1-H2198 文字は躍る 平野岑一 大阪毎日新聞社 昭和6
VG1-H9480 文字は踊る 平野岑一 大坂毎日新聞社 1931
VG1-4 もしほ草 : 横浜新報　1～42号 明治文化研究会 1868-1870
VG1-H4917 モスクワの青春 ユーリイ･トリーフォノフ 三一書房 1951
VG1-H6769 もだえ苦しむ活字中毒者地獄の味噌蔵 椎名誠 本の雑誌社 1982
VG1-H7204 もだえ苦しむ活字中毒者地獄の味噌蔵 椎名誠 本の雑誌社 昭和61
VG1-H8207 モタさんの新･養生訓 斉藤茂太 PHP研究所 1987

VG1-H5435 望月氏の歴史と誇り
金井重道　望月政治　(編
著)

日本出版貿易 昭和44

VG1-H902 木簡 大庭脩 学生社 昭和54
VG1-H9318 木簡　考古学ライブラリー57 鬼頭清明 ニューサイエンス社 1990[平成2]
VG1-H7348 木簡が語る日本の古代 東野治之 岩波書店 昭和61[1986]

VG1-H11704 本木昌造先生銅像復元記念誌
大印工本木先生銅像復元委
員会

大印工本木先生銅像復元
委員会

昭和60年

VG1-H5165 戻橋堂主人自傳 平井金三郎 編 － 昭和30
VG1-H859 ものいわぬ壺の話 臼井吉見 筑摩書房 1976
VG1-H5647 物語世界の書籍出版社 出川沙美雄 日本エディタースクール 昭和57
VG1-H562 ものがたり東京堂史 田中治男 東販商事　株式会社 昭和50

VG1-H9782 物語にみる婚姻と女性 江守五夫
日本エディタースクール
出版部

1990

VG1-H4897 ものの見方について 笠信太郎 河出書房 昭和25
VG1-H8726 模範書体字典 小田切草雲　編 東陽出版 昭和60

VG1-H7570 モヘンジョダロ　インダス文明の廃墟 －
ユネスコ･アジア文化セン
ター

昭和58

VG1-H4230 樅の木と薔薇 竹山道雄 新潮社 昭和40
VG1-H10722 モモ ミヒャエル･エンデ 岩波書店 1976
VG1-H11915 ももたろう 高橋宏幸 岩崎書店 1983年
VG1-H6614 「桃太郎主義教育」の話 巖谷小波 博文館新社 昭和59
VG1-H934 桃太郎の教訓 扇谷正造 PHP研究所 1976
VG1-H8836 森 野上弥生子 新潮社 1985
VG1-H7442 森有正 辻邦生 筑摩書房 昭和55[1980]
VG1-H4621 モリエール 鈴木力衛 世界評論社 昭和25
VG1-H5034 森鷗外　論考 長谷川泉 明治書院 昭和37
VG1-H5256 森鷗外 渋川驍 筑摩書房 昭和39
VG1-H29 モリス記念論集 モリス生誕百年記念協會 川瀬日進堂書店 昭和9
VG1-H11308 森田潔研究論文抄録 森田潔 － 1987
VG1-H10665 森の旅　森の人 稲本正　姉崎一馬 世界文化社 1990
VG1-H10239 花森安治の仕事 酒井寛 朝日新聞社 1992
VG1-H593 守屋荒美雄傳 － 守屋荒美雄記念會 昭和15
VG1-H713 モロッコ革の本 栃折久美子 筑摩書房 1975
VG1-H9548 モロッコ革の本 栃折久美子 筑摩書房 1991
VG1-H11284 諸橋轍次博士遺墨遺品展　出品目録 － 大修館書店 1983
VG1-H3873 文書館 ジャン･ファヴィエ 白水社 1971

VG1-H8611
モンスーンへの序曲　スマトラの連合国人抑留所解
放記

ジェイコブズ･G･F　著　原
もと子　訳

勁草書房 1987

VG1-H9737 門弟への手紙 南方熊楠　中瀬喜陽
日本エディタースクール
出版部

1990

VG1-H4648 モンテーニュ随想録　Ⅱ モンテーニュ 白水社 昭和22
VG1-H4624 モンテーニュ随想録　Ⅲ モンテーニュ 白水社 昭和22
VG1-H4626 モンテーニュ随想録　Ⅳ モンテーニュ 白水社 1947
VG1-H4620 モンテーニュ随想録　Ⅵ モンテーニュ 白水社 1948
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VG1-H5147 モンテーニュ随想録7　佛蘭西古典文庫25 Mantaihe,Michelde 白水社 1949
VG1-H4647 モンテーニュ旅日記　Ⅰ 串田孫一 白日書院 昭和24

VG1-H2384
モンテカルロにおける｢隣接権｣専門家委員会に関す
る資料

－ 文部省 昭和32

VG1-H3106 モンテッソリーの教育 吉田圭 赤城正蔵 大正4
VG1-H2524 問答式入門著作権法 内田晋 新日本法規出版 昭和54

VG1-H11867
文部省仮訳ﾍﾞﾙﾇ条約ｽﾄｯｸﾎﾙﾑ改正案（付）新興国に関
する議定書

－
社団法人　日本書籍出版
協会

1966年

VG1-H483 文部省刊行物制作便覧 － 教育出版 昭和27
VG1-1171 文部省認定図書目録　昭和13年4月～昭和14年2月末 文部省
VG1-H10449 八重桜　句集 野村秀子 総合情報社 1992[平成4]
VG1-H2868 やかなぐさ 伊庭心猿 葛飾俳話會 昭和31
VG1-H10477 焼かれた｢ちびくろサンボ｣ 杉尾敏明　棚橋美代子 青木書店 1992

VG1-H7816 夜間部専科講義ノート －
日本エディタースクール
出版部

[昭和45]

VG1-H8304 山羊の鈴 串田孫一 竹内書店 1962
VG1-H10011 矢ぐるまの花 稲葉有 青娥書房 1977
VG1-H3472 ヤコブセン全集 ヤコブセン 青娥書房 1975
VG1-H1973 やさしい情報整理学 かいきよみち 社会思想社 昭和47
VG1-H646 野史亭獨語 徳富猪一郎 民友社 大正15
VG1-H6860 安井てつ傳 靑山なを 東京女子大学同窓会 昭和24
VG1-H11237 靖国違憲訴訟　岩波ブックレット　211 大江志乃夫 岩波書店 1991
VG1-H11104 靖国神社　岩波ブックレット　57 村上重良 岩波書店 1986
VG1-H4822 野性の誘惑 長與善郎 光文社 昭和22
VG1-H9566 野草雑記･野鳥雑記 柳田国男 角川書店 1977[昭和52]
VG1-H5257 野草の花 瀧井孝作 筑摩書房 昭和28
VG1-H9727 野鳥観察日記 蓮尾純子 筑摩書房 1982
VG1-H11660 八手の木 金岡英夫 胡蝶の会 昭和62年
VG1-H4081 八手の花 志賀直哉 新樹社 昭和33
VG1-H125 柳河春三 尾佐竹猛 高山書院 昭和15
VG1-H7467 柳河春三　新聞雑誌の創始者 尾佐竹猛 湖北社 昭和60
VG1-H721 柳田泉先生年譜竝著作目録 － 柳田先生記念会 昭和40
VG1-H10445 柳田国男　人と思想 後藤総一郎 三一書房 1972

VG1-H9843 柳田国男外伝 船木裕
日本エディタースクール
出版部

-

VG1-H10641 柳田国男先生著作目録 － 大阪民俗談話会 昭和10
VG1-H10274 柳田國男著作　批評集 － 創元社 1940
VG1-H10444 柳田国男論序説 後藤総一郎 伝統と現代社 1972
VG1-H10905 柳にも 偲薫会　編 関原町偲薫会 昭和54
VG1-H10099 柳宗悦全集　著作篇　22巻　上 － 筑摩書房 1992
VG1-H10100 柳宗悦全集　著作篇　22巻　下 － 筑摩書房 1992
VG1-H10098 柳宗悦全集　著作篇　3巻 － 筑摩書房 1981
VG1-H2138 矢野道也傳記竝論文集 － 大蔵省印刷局 昭和31
VG1-H9901 籔柑子集 吉村冬彦 岩波書店 1923[大正13]
VG1-H3676 炭鉱 (本橋成一) 現代書館 1968
VG1-H10867 山口薫　1968年新装版 山口薫 求龍堂 1968
VG1-H7559 山口県調査　第1部　郡部 － 朝日新聞西部本社広告部 1964
VG1-H7560 山口県調査　第2部　市部 － 朝日新聞西部本社広告部 昭和39
VG1-H3998 山崎豊子の｢盗用｣事件 いまいげんじ 三一書房 1979

VG1-H2079 山田一雄の思い出
青木勇　山田吉之助
（編）

精興社 昭和41

VG1-H3749 山田孝雄博士著作年譜
山田孝雄博士功績記念會
編

寳文館 昭和29

VG1-H3625 山田流箏歌八葉集
中能島松仙　越野留松　田
蔵清風

箏曲八葉曾 昭和5

VG1-H10042 山道具が語る日本登山史 布川欣一 山と渓谷社 1991
VG1-H2939 山と渓谷　総索引　1-379号 － 山と渓谷社 -
VG1-H4656 大和古寺 井上政次 日本評論社 昭和17
VG1-H10084 大和書房　三十年のあゆみ － 大和書房 1991
VG1-H6044 山中雑記 安倍能成 岩波書店 大正13
VG1-H526 山中獨善 小林勇 文藝春秋 昭和46

VG1-H11931 やまなし
宮沢賢治・訳：C.W.ﾆｺﾙ・谷
川雁・絵：金昌烈

物語ﾃｰﾌﾟ出版 1984年

VG1-H5043 山の子供 畔柳二美 現代社 昭和31
VG1-H4855 山ノ手暮色 里見弴 生活社 昭和21
VG1-H5846 山本書店古書籍目録 － 山本書店 昭和8
VG1-H1059 山本有三全集･夏目漱石全集　月報第4号 － 岩波書店 昭和11
VG1-H2067 山本留次翁言行録 － 博進社 昭和29
VG1-H565 山本留次翁言行録 － 博進社 昭和29
VG1-H7846 山姥 野上弥生子 中央公論社 昭和17
VG1-H4048 闇に溶けた純情 清水哲男 冬樹社 1979
VG1-H3117 闇の力 トルストイ 岩波書店 昭和4
VG1-H6748 病める昭和文壇史　自殺作家に見る暗黒世界 植田康夫 エルム 昭和51
VG1-H8133 病める薔薇 佐藤春夫 日本近代文学館 1969[昭和44]
VG1-H6557 彌吉光長著作集　4　明治時代の出版と人 彌吉光長 日外アソシエーツ 昭和57
VG1-H10426 矢来町半世紀 野平健一 新潮社 1992[平成4]
VG1-H10681 やる気学　マンガ心理学入門シリーズ　1 小倉康仁 力富書房 1987
VG1-H11229 ヤルタ会談と鉄のカーテン　岩波ブックレット　203 小沢弘明 岩波書店 1991

VG1-H11033 ヤング志向が強まる女性誌 －
全国出版協会出版科学研
究所

1984

VG1-H8663 遺言なき自決　大連最後の日本人市長･別宮秀夫 富永孝子 新評論 1988
VG1-H8419 唯従自然 － 東照子 1985
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VG1-H4559 唯物史觀批判 佐藤學 ダイヤモンド社 昭和23
VG1-H11089 遊MOREデザイン館　岩波ブックレット　42 福田繁雄 岩波書店 1985
VG1-H10773 ｢有害｣コミック問題を考える 創編集部　編 創出版 1991

VG1-H2894
有害指定(映画　図書広告物　図書)一覧表　昭和46
年1月～6月

－ 総理府青少年対策本部 昭和46

VG1-H9397 結城信一｢鎮魂曲｣の前後 矢部登 － 1988
VG1-H11815 結城信一抄 矢部登 紫陽社 1986年
VG1-H5696 結城信一抄 矢部登 紫陽社 1986
VG1-H7241 結城信一抄 矢部登 紫陽社 1986
VG1-H9398 結城信一と岡鹿之助 矢部登 － 1989
VG1-H10516 結城信一の青春 矢部登 帖面舎 1992
VG1-H11231 ユーゴスラヴィアの実験　岩波ブックレット　205 柴宣弘 岩波書店 1991
VG1-H630 雄山閣と共に 長坂金雄 雄山閣出版　株式会社 昭和45
VG1-H11265 雄松堂新春古書在庫目録　№147 － 雄松堂書店 1990
VG1-H11266 雄松堂新春古書在庫目録　№164 － 雄松堂書店 1992
VG1-H7610 雄松堂図書目録　創業45周年 － 雄松堂書店 昭和52
VG1-H4548 遊想苑 岡山巌 金剛出版 昭和40
VG1-H8236 ユートピアの構想 小野二郎 晶文社 1986
VG1-H4078 夕陽 志賀直哉 櫻井書店 昭和35
VG1-H5460 有斐閣百年史 － 有斐閣 昭和55
VG1-H8997 有斐閣百年史　追録1 － 有斐閣 1988
VG1-H494 有斐閣創業八十年小史 － － 昭和32
VG1-H8658 夕陽のペンマン　わがマスコミ交遊録 扇谷正造 騒人社 1989
VG1-H11709 郵便報知新聞付録 － 報知新聞 明治6年
VG1-H5235 ゆうもあ号　東京駅発車 加藤源蔵 東西文明社 昭和34
VG1-H1849 優良圖書一覧　第二期 － 松邑三松堂 昭和8
VG1-H1850 優良圖書一覧　第二期 － 昭和出版社 昭和4

VG1-H9031 有隣堂八十年史
有隣堂八十年史編集委員会
編

有隣堂 平成元年

VG1-H11569 有隣堂の通信販売カタログ　Vol.10 － 有隣堂 1989
VG1-H11568 有隣堂の通信販売カタログ　Vol.9 － 有隣堂 1989
VG1-H1845 憂論 松下幸之助　　盛田昭夫 PHP研究所 昭和50
VG1-H8178 雪國 川端康成 日本近代文学館 昭和44
VG1-H5442 雪の碑 江夏美好 河出書房新社 昭和55
VG1-H4129 雪晴れ 網野菊 皆美社 昭和48
VG1-H6685 雪山の生活者 ルイス･トレンカー 第一書房 昭和16
VG1-H9090 柚の木　随筆 川瀬一馬 中央公論社 1989
VG1-H8553 ゆたかなコミュニティを求めて　続 京都信用金庫 京都信用金庫 昭和53
VG1-H10008 ゆたかに生きる　こころのはしら 矢野一郎 社会教育協会 1984
VG1-H4964 ユダヤの民 － 蒼樹社 昭和23

VG1-H10190 ユネスコ･アジア文化センター －
ユネスコ･アジア文化セン
ター

1987

VG1-H7627 ユネスコ･アジア文化センター概要 －
ユネスコ･アジア文化セン
ター

昭和49

VG1-H7628 ユネスコ･アジア文化センター年報　1977年度 －
ユネスコ･アジア文化セン
ター

昭和53

VG1-H11877
ﾕﾈｽｺ条約批准に伴う各国国内法の改正―米、英、
佛、独、
ｽｲｽ―

－
社団法人　日本著作権協
議会

1955年

VG1-H10947 ユネスコ東アジア文化研究センター要覧 1961-1986 －
ユネスコ東アジア文化研
究センター

1987

VG1-H10948 ユネスコ東アジア文化研究センター要覧 1961-1986 －
ユネスコ東アジア文化研
究センター

1987

VG1-H11866
ﾕﾈｽｺより発せられた「万国著作権条約に関する諸政
府の見解要請」とこれに対する日本政府回答

－ 文部省管理局 1950年

VG1-H8320 夢、深層心理のナゾを解く 三宅俊治　本田れい子 力富書房 1988
VG1-H9915 夢二書簡　1 長田幹雄　編 夢寺書坊 1991[平成3]
VG1-H9916 夢二書簡　2 長田幹雄　編 夢寺書坊 1991
VG1-H7660 夢二日記　1 竹久夢二 筑摩書房 昭和62
VG1-H332 夢二日記　2 竹久夢二 筑摩書房 昭和62
VG1-H8019 夢二日記　3 竹久夢二 筑摩書房 1987[昭和62]
VG1-H8203 夢二日記　4 竹久夢二 筑摩書房 昭和62
VG1-H3149 夢十夜 夏目金之助 春陽堂 大正13
VG1-H9609 夢十夜 夏目漱石(金之助) 春陽堂 1915[大正4]
VG1-H5250 夢の浮橋 谷崎潤一郎 中央公論社 昭和35
VG1-H7116 夢の中の本 紀田順一郎 三一書房 昭和58
VG1-H7246 ゆめの宝石箱 栗田明子 国土社 1986
VG1-H6711 夢ほどの話 佐々木茂索 新潮社 大正14
VG1-H4610 ゆれる葦 網野菊 講談社 昭和39
VG1-H8848 夜明けの新聞の匂い 曽野綾子 新潮社 1990
VG1-H8188 夜明け前　序章の一　自筆原稿 島崎藤村 日本近代文学館 昭和44
VG1-H5123 よい級風　教育実践文庫32 杉山勝栄 明治図書出版 昭和28

VG1-H7601 よい子とママのための図書目録　1966
栗田ブックセンター調査部
編

栗田書店 昭和41

VG1-H10901 よい子とママのための図書目録　1966年 栗田ブックセンター　編 栗田書店 1966
VG1-H7800 幼･少年と読書　高校生の部　1 － 出版科学研究所 昭和38
VG1-H7801 幼･少年と読書　高校生の部　2 － 出版科学研究所 昭和38
VG1-H7798 幼･少年と読書　小･中学生の部　1 － 出版科学研究所 昭和38
VG1-H7799 幼･少年と読書　小･中学生の部　2 － 出版科学研究所 昭和38
VG1-H3688 葉隠の世界 力富阡蔵 東洋思想研究所 昭和43
VG1-H10299 妖怪画談 水木しげる 岩波書店 1992
VG1-H10090 容器に入れる　シリーズ本を残す　3 相沢元子　[ほか] 日本図書館協会 1991
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VG1-H7809 用語委員会第一次案 －
日本図書館協会用語委員
会

昭和43

VG1-H11862 用語委員会第一次案 －
日本図書館協会・用語委
員会

1968年

VG1-H8559 <用語でたどる>広告制作ストーリー 山川浩二　鈴木武人　編 大修館書店 1988

VG1-H2063 様式とデザインの歴史 藤江正通
東京デザイナー学院出版
局

1977

VG1-H10134 幼児教育･保育図書総目録　1987 － 教育図書総目録刊行会 1987
VG1-H2010 洋紙業を築いた人々 成田潔英 製紙記念館 昭和27

VG1-H8603 幼児と家庭
モンテッソーリ･マリア　著
鷹觜達衛　訳

エンデルレ書店 1971

VG1-H10564 洋紙と用紙 金児宰 光陽出版社 1992
VG1-H1874 用字の技術 広田栄太郎 東京堂 昭和34
VG1-H2109 用紙発注マニュアル 澤田和雄 文化社 昭和45
VG1-H7492 洋紙百科　シリーズ(紙の文化)　2 朝日新聞社　編 朝日新聞社 昭和61
VG1-H3655 養生壽老集 林乾良　劉正才　編著 上海科学技術出版社 1983
VG1-H3206 洋書事典 木寺清一 明治書院 昭和50
VG1-H6068 洋書入門 図書新聞 図書新聞社 昭和43[1968]
VG1-H5989 洋書入門　海外の本　81 － 図書新聞 1980
VG1-H7856 洋書の分類　図書館講座整理篇　7 山崎武雄 春陽堂 昭和29
VG1-H5754 洋書の分類と件名 － 国立国会図書館 昭和27
VG1-H5763 洋書の分類と件名 － 国立国会図書館 昭和27
VG1-H5750 洋書目録法解説　1 － 国立国会図書館 昭和25
VG1-H5757 洋書目録法解説　1 － 国立国会図書館 昭和27
VG1-H5766 洋書目録法解説　2 － 国立国会図書館 昭和27
VG1-H3247 幼稚園教育百年史 － ひかりのくに 昭和54
VG1-H2159 用と美 － 未来社 1966
VG1-H9101 幼年絵雑誌の世界 中村悦子 高文堂出版社 1989
VG1-H3076 幼年期 波多野勤子 光文社 昭和26
VG1-H7803 幼年期･少年期の読書　高校の部 － 出版科学研究所 昭和34
VG1-H7804 幼年期･少年期の読書　昨年度調査結果との比較 － 出版科学研究所 昭和34
VG1-H7802 幼年期･少年期の読書　小･中学生の部 － 出版科学研究所 昭和34
VG1-H2999 鬼桃太郎 － 博文館 明治24

VG1-H5301 幼年文学の世界 渡辺茂男
日本エディタースクール
出版部

昭和55

VG1-H10970 要覧　1989-1990
慶應義塾大学文学部図書館･
情報学科　編

慶應義塾大学 1989

VG1-H10968 要覧　昭和57-58年度
慶應義塾大学文学部図書館･
情報学科　編

慶應義塾大学 1982

VG1-H10969 要覧　昭和63年度
慶應義塾大学文学部図書館･
情報学科　編

慶應義塾大学 1988

VG1-H9987 ヨーロッパ昨日･今日･明日 青木利夫 朝日新聞社 1979
VG1-H6619 ヨーロッパ詩とメルヒエンの旅 高橋健二 小学館 1983
VG1-H1584 ヨーロッパ新聞史 － 桜楓社 昭和44
VG1-H4835 ヨーロッパ随筆 森田たま 寶文館 昭和30
VG1-H4099 ヨーロッパの旅 竹山道雄 新潮社 昭和32
VG1-H12 よき人を語る 寿岳文章　しづ 春秋社 昭和45

VG1-H9692 ヨキミセサカエル 柴田信
日本エディタースクール
出版部

1991

VG1-H4640 善き隣人たれ 田中耕太郎 朝日新聞社 昭和25
VG1-H5303 預金者の論理と心理 西谷能男 未来社 1981
VG1-H4083 翌年 志賀直哉 小山書店 昭和23
VG1-H10269 横浜事件 青山憲三 弘文堂 1966
VG1-H8285 横浜事件 小野貞　気賀すみ子 高文研 1987

VG1-H854 横浜事件
美作太郎　藤田親昌　渡辺
潔

日本エディタースクール
出版部

昭和52

VG1-H8570 横浜事件
美作太郎　藤田親昌　渡辺
潔

日本エディタースクール
出版部

1977

VG1-H11118 横浜事件　岩波ぶっくレット78 海老原光義 [ほか] 岩波書店 1987
VG1-H10949 横浜事件を風化させないで 小野貞 小野貞 1988
VG1-H6110 横浜事件の真相 木村亨 筑摩書房 1982
VG1-H6287 横浜事件の真相 木村亨 筑摩書房 1982
VG1-H3989 横浜事件の人びと 中村智子 田畑書房 1979
VG1-H11628 横文字早學問　全 吉田先生 山靜書屋梓 明治5年
VG1-H4781 夜猿 林芙美子 新潮社 昭和25
VG1-H10703 吉岡実 － 思潮社 1991
VG1-H4671 夜鹿集 服部嘉香 春秋社 昭和35
VG1-H6210 吉川幸次郎 桑原武夫　富士正晴　編 筑摩書房 昭和57
VG1-H6699 吉田松陰の精神 陶山務 第一書房 昭和17
VG1-H1831 吉田書店俳書目録 － 吉田書店 昭和14
VG1-H7840 吉野源三郎集 吉野源三郎 ポプラ社 昭和33
VG1-H6698 吉野朝の悲歌　三部作 川田順 第一書房 昭和15
VG1-H8228 四畳半襖の下張裁判･全記録　上 丸谷才一　編 朝日新聞社 1976
VG1-H8229 四畳半襖の下張裁判･全記録　下 丸谷才一　編 朝日新聞社 1976
VG1-H5697 四畳半襖の下張裁判特集号 － 面白半分 昭和48
VG1-H8299 夜空の琴 串田孫一 創文社 1965
VG1-H10252 余白を語る 朝日新聞学芸部　編 朝日新聞社 1991
VG1-H8166 夜ふけと梅の花 井伏鱒二 日本近代文学館 昭和44
VG1-H9724 読まずに死ねるか! 内藤陳 集英社 1983
VG1-H9802 読まずに死ねるか! 内藤陳 集英社 1990
VG1-H9693 読まずに死ねるか!　3 内藤陳 集英社 1987
VG1-H9725 読まずば二度死ね! 内藤陳 集英社 1985
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VG1-H6342 読ませる側の発想　雑誌よりおもしろい編輯長の話 荒俣芳樹　他　篇
C＋Fフォーラムエディト
リアル

1982

VG1-H6521 読ませる話 － 文芸春秋 1981
VG1-H11737 讀賣新聞八十年史 岡野敏成　編 讀賣新聞社 昭和30年
VG1-H1718 讀売新聞八十年史 岡野敏成 讀賣新聞社 昭和30
VG1-H2706 読売新聞社から見た日本文化の80年 読売新聞社 読売新聞社 昭和30
VG1-H10835 読売新聞発展史 読売新聞社社史編集室 読売新聞社 昭和62
VG1-H8919 読売新聞発展史 読売新聞社社史編集室　編 読売新聞社 昭和62
VG1-H1912 読売スタイルブック　1969年版 － 讀賣新聞社 1969

VG1-H8217 甦える中世ヨーロッパ 阿部謹也
日本エディタースクール
出版部

1987

VG1-H7478 読み書きの社会史 カルロ.M.チポラ 御茶の水書房 昭和58

VG1-H9047 読み聞かせ
トレリース･ジム　著　亀井
よし子　訳

高文研 1987

VG1-H1760 読みの実験的研究 国立国語研究所 国立国語研究所 昭和30
VG1-H3439 読みの実験的研究 － 国立国語研究所 昭和30
VG1-H5773 読物とその指導 松本喜一 文部省 昭和11
VG1-H10410 読む　時代の風景　342冊 中村達也 TBSブリタニカ 1992
VG1-H1979 読むことの技法　文章の技法　第2 － 明治書院 昭和45
VG1-H4066 読むということ 御領謙 東京大学出版会 1987
VG1-H10858 夜と霧は今 大石芳野 用美社 1988
VG1-H8828 夜のショパン　歌集 持田鋼一郎 花神社 1987
VG1-H8129 夜の光 志賀直哉 日本近代文学館 1969[昭和44]
VG1-H1644 余録二十五年 丸山幹治 毎日新聞 昭和29
VG1-H9423 よろこび　小竹静江句集 小竹静江 － 1984
VG1-H3896 喜びのおとずれ C.S.ルイス 冨山房 昭和52
VG1-H4672 世論　世界思想大全集 リップマン 河出書房新社 昭和38
VG1-H1446 世論　どこまで信頼できるか 島田一男 講談社 昭和34
VG1-H1460 輿論調査概要 小山榮三 時事通信社 昭和21
VG1-H5515 世論とマス･コミュニケーション 川井良介 ブレーン出版 昭和62
VG1-H1459 世論の構造 イモーリイ･S.･ボガーダス 洋々社 昭和31
VG1-H8096 余は如何にして基督信徒となりし乎 内村鑑三 日本近代文学館 1968
VG1-H6829 予は危険人物なり 吉野孝雄 筑摩書房 昭和60
VG1-H3015 四大奇書　集古随筆 － 魁眞樓 明治32
VG1-H1927 四百字のデッサン 野見山暁治 河出書房新社 1978
VG1-H4161 ラ･フォンテーヌ寓話　上巻 ラ･フォンテーヌ 白水社 1951
VG1-H4162 ラ･フォンテーヌ寓話　下巻 ラ･フォンテーヌ 白水社 1957
VG1-H3926 ラーキンの時間管理の法則 アラン･ラーキン 実務教育出版 昭和53
VG1-H4588 ラアドブルツフの法哲学 尾高朝雄 良書普及會 昭和22
VG1-H8315 ライシャワー自伝 ライシャワー･エドウィン･O 文藝春秋 1987
VG1-H4535 ライプニツツ論文集 － 春秋社 昭和24
VG1-H1920 ライブラリーハンドブック － ダヴィッド社 1964
VG1-H11225 らい予防法の改正を　岩波ブックレット　199 島比呂志 岩波書店 1991
VG1-H7740 楽清堂国語雑記　3 林大 出版者不明 昭和59
VG1-H4264 ラサリーリヨ･デ･トルメスの生涯 － 岩波書店 昭和17

VG1-H11878
ラジオニュース　書き方と編集　第１分冊（未定
稿）

日本放送協会　編 － 1953年

VG1-H5233 らしきもの 金田鬼一 金田鬼一 昭和33
VG1-H8126 羅生門 芥川龍之介 日本近代文学館 1969[昭和44]
VG1-H1764 らすきん氏讀書論 小林一郎 弘道館 明治42
VG1-H7114 ラスキン文庫蔵書目録　御木本隆三旧蔵書 － ラスキン文庫 昭和61
VG1-H4872 羅刹女國 井上靖 文藝春秋新社 昭和40
VG1-H7172 ラテルネ記念綜輯号　(Ⅰ) 近藤久寿治　編 同学社 昭和59
VG1-H4641 ラテン･アメリカ史概説　下巻 田中耕太郎 岩波書店 昭和24
VG1-H4642 ラテン･アメリカ史概説　上巻 田中耕太郎 岩波書店 昭和24

VG1-H8652 ラテン･アメリカの運命
モンタルヴァ･エドゥアルド
著　鹿島平和研究所　訳

鹿島研究所出版会 1969

VG1-H4104 羅馬哀歌 ゲーテ 角川書店 昭和24
VG1-H4616 ラブレー研究覺書 渡邊一夫 白水社 1949
VG1-H3179 ラモーの甥 ディドロ 日本評論社 昭和25
VG1-H3679 ララ記念誌 加藤恭亮 厚生省 昭和27
VG1-H9598 爛 徳田秋聲 岩波書店 1948[昭和23]
VG1-H4214 蘭學事始 杉田玄白 岩波書店 昭和34
VG1-H6187 蘭学事始 杉田玄白 学風書院 昭和25
VG1-H7044 乱読すれば良書に当たる 百目鬼恭三郎 新潮社 昭和60[1985]
VG1-H7190 「リーダイ」の死 塩谷紘 サイマル出版会 昭和61
VG1-H7632 理科教材研究　学習指導書 － 法政大学通信教育部 昭和30
VG1-H1847 力作の跡 － 共益社出版部 大正12
VG1-H4521 陸海軍騒動史 松下芳男 くろしお出版 1959
VG1-H5080 理性､精神､實存 高山岩男 国立書院 昭和23
VG1-H5376 理想社印刷所60年 田中昭三編 理想社印刷所 昭和56
VG1-H5377 理想社印刷所60年 － 理想社印刷所 昭和56
VG1-H912 理想的な著者･出版社･印刷所･書店 長澤規矩也 汲古書院 昭和53
VG1-H8746 理想の声に近づく本 大本恭敬 シンコー･ミュージック 1988
VG1-H10757 理想の書物 ウィリアム･モリス 晶文社 1992
VG1-H87 理想の書物 ウイリアム･モリス 細川書店 昭和26

VG1-H10787 理想の図書館
ベルナール･ピヴォー　ほか
編

パピルス 1990

VG1-H9497 理想の図書館
ベルナール･ピヴォー　等
[編]

パピルス 1990

VG1-H3627 立正佼成会
立正佼成会教典翻訳委員会
編

宗教法人　立正佼成会 昭和40
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VG1-H4442 立太子記念写真帳皇太子殿下 － 大日本雄弁会講談社 昭和28
VG1-H10381 立腹帖 内田百閒 交通日本社 1946[昭和21]
VG1-1674 リテレール : 別冊　文庫本の快楽 メタローグ 1992

VG1-H8771
リトルマガジンを読む　｢主潮｣｢山繭｣｢青空｣｢驢馬｣｢
文科｣

紅野敏郎　編 名著刊行会 昭和57

VG1-H4954 ソファー クレビヨン 世界文學社 昭和24
VG1-H7093 俚譜薔薇来歌 島本久恵 筑摩書房 昭和58[1983]
VG1-H3769 竜安寺石庭 ｵｵﾔﾏﾍｲｼﾛｳ 講談社 昭和45
VG1-H1557 龍渓矢野文雄君傳 小栗又一　(編) 春陽堂 昭和5
VG1-H9176 柳宗悦全集　著作篇　第10巻 柳宗悦 筑摩書房 昭和57
VG1-H9177 柳宗悦全集　著作篇　第11巻 柳宗悦 筑摩書房 昭和56
VG1-H9178 柳宗悦全集　著作篇　第12巻 柳宗悦 筑摩書房 昭和57
VG1-H9179 柳宗悦全集　著作篇　第13巻 柳宗悦 筑摩書房 昭和57
VG1-H9180 柳宗悦全集　著作篇　第14巻 柳宗悦 筑摩書房 昭和57
VG1-H9181 柳宗悦全集　著作篇　第15巻 柳宗悦 筑摩書房 昭和56
VG1-H9182 柳宗悦全集　著作篇　第16巻 柳宗悦 筑摩書房 昭和56
VG1-H9183 柳宗悦全集　著作篇　第17巻 柳宗悦 筑摩書房 昭和57
VG1-H9184 柳宗悦全集　著作篇　第18巻 柳宗悦 筑摩書房 昭和57
VG1-H9185 柳宗悦全集　著作篇　第19巻 柳宗悦 筑摩書房 昭和57
VG1-H9168 柳宗悦全集　著作篇　第1巻 柳宗悦 筑摩書房 昭和56
VG1-H9186 柳宗悦全集　著作篇　第20巻 柳宗悦 筑摩書房 昭和57
VG1-H9187 柳宗悦全集　著作篇　第21巻上 柳宗悦 筑摩書房 1989
VG1-H9188 柳宗悦全集　著作篇　第21巻中 柳宗悦 筑摩書房 1989
VG1-H9189 柳宗悦全集　著作篇　第21巻下 柳宗悦 筑摩書房 1989
VG1-H9169 柳宗悦全集　著作篇　第2巻 柳宗悦 筑摩書房 昭和56
VG1-H9170 柳宗悦全集　著作篇　第4巻 柳宗悦 筑摩書房 昭和56
VG1-H9171 柳宗悦全集　著作篇　第5巻 柳宗悦 筑摩書房 昭和56
VG1-H9172 柳宗悦全集　著作篇　第6巻 柳宗悦 筑摩書房 昭和56
VG1-H9173 柳宗悦全集　著作篇　第7巻 柳宗悦 筑摩書房 昭和56
VG1-H9174 柳宗悦全集　著作篇　第8巻 柳宗悦 筑摩書房 昭和55
VG1-H9175 柳宗悦全集　著作篇　第9巻 柳宗悦 筑摩書房 昭和55
VG1-H5258 柳宗悦と共に 寿岳文章 集英社 昭和55
VG1-H3981 流通革命 林周二 中央公論社 昭和37

VG1-H10957 流通業界からみた出版物 鈴木敏文
全国出版協会出版科学研
究所

昭和56

VG1-H1914 流通業とコンピュータ － 商業界 昭和45
VG1-H2416 流動化す世界の著作権事情 野村義男 著作権資料協会 1968
VG1-H3836 流通革命 林周二 中央公論社 昭和38
VG1-H4659 良寛 東郷豊治 創元社 昭和33
VG1-H6308 良寛と貞心尼 布施一喜雄 孝古堂書店 昭和58
VG1-H6986 良寛の一生 須佐晋長 第一書房 昭和17
VG1-H10365 量書狂読 井家上隆幸 三一書房 1992
VG1-H3851 良書の選びかた 出口一雄 河出書房 昭和31
VG1-H3852 良書の選びかた 出口一雄 河出書房 昭和31
VG1-H1759 良書のえらび方　(現代教養文庫　267) 出口一雄 社会思想研究会出版部 昭和35
VG1-H4299 猟人日記　上 ツルゲーネフ 岩波書店 昭和33
VG1-H4300 猟人日記　下 ツルゲーネフ 岩波書店 昭和33
VG1-H4392 猟人日記　上 ツルゲーネフ 岩波書店 昭和27
VG1-H4393 猟人日記　中 ツルゲーネフ 岩波書店 昭和26
VG1-H4394 猟人日記　下 ツルゲーネフ 岩波書店 昭和23
VG1-H397 猟人夜話 赤尾好夫 白鯨社 昭和24
VG1-H6298 リョービ書体スペシメンブック － リョービ印刷機販売 1983
VG1-H4936 リルケとロダン 星野愼一 河出書房 昭和28
VG1-H4473 理論化學ノート 玉蟲文一 白日書院 昭和24
VG1-H579 リンカーン図書目録 － 東京リンカーンセンター 昭和50
VG1-H684 リンカーン図書目録 － 東京リンカーンセンター 昭和50
VG1-H581 リンカーンと本 － 日本出版貿易　株式会社 [昭和34]
VG1-H11543 リンカーン人とその時代展 － 明星大学 -
VG1-H11258 臨川書店　高額本セット物出版図書在庫目録　1990 － 臨川書店 [1990]
VG1-H10130 臨川書店出版図書在庫目録　1990 － 臨川書店 1989
VG1-H10131 臨川書店出版図書在庫目録　1991 － 臨川書店 1991
VG1-H9616 リンカン 石井満 旺文社 1974[昭和49]
VG1-H9617 リンカン 石井満 旺文社 1966[昭和41]
VG1-H631 林檎 川名敏春 川名敏春 昭和62
VG1-H11320 臨川書店　出版図書特選在庫目録 － 臨川書店 [1991]
VG1-H2953 倫理学名著百選 － 河出書房 昭和30
VG1-H4997 L' art D' UMEHARA 梅原龍三郎 読売新聞社 昭和35
VG1-H7383 類縁機関名簿　1985年版 東京都立中央図書館　編 東京都立中央図書館 昭和60[1985]
VG1-H7565 類縁機関名簿　1985年版 東京都立中央図書館　編 東京都立中央図書館 昭和60
VG1-H9545 類語活用必携 三省堂　編 三省堂 1940[昭和15]
VG1-H1137 類聚官報長野懸布達　合巻 － 長野活版社 明治18
VG1-H3402 累増著しい高定価の本 － 出版科学研究所 昭和39
VG1-H6200 ルカスによる福音 － 日本聖書協会 1975
VG1-H3898 ルネサンス ペイター 冨山房 昭和52
VG1-H1386 ルポライター入門 － 日本ジャーナリスト 昭和51
VG1-H5615 ルリュール 栃折久美子 － -
VG1-H2578 レイアウト 橘弘一郎 印刷学会出版部 昭和30
VG1-H1990 レイアウト以前 － 南江堂 1959
VG1-H1991 レイアウト以前 － 南江堂 1959

VG1-H2247 レイアウト基本編 多川精一　粕谷弘
日本エデイタースクール
出版部

1974

VG1-H2249 レイアウト入門 間中義雄 毎日新聞社 昭和39
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VG1-H2217 レイアウトの技術　Ⅰ 田中薫
現代ジャーナリズム出版
会

1976

VG1-H2218 レイアウトの技術　Ⅱ 田中薫
現代ジャーナリズム出版
会

1977

VG1-H2170 レイアウトの実務 平井賢　横山元昭
日本経営者団体連盟弘報
部

昭和40

VG1-H1936 レイアウトの進め方 谷口芳三 白桃書房 昭和41
VG1-H10943 例解　検定簿記　44年版　2級 井上加寿雄　ほか 国元書房 昭和44
VG1-H1860 例解　横書き文書事務 寺本力 学陽書房 昭和37
VG1-H9378 禮儀作法全集　第9巻　盛花瓶華(投入)篇 大江スミ　編 中央公論社 1938

VG1-H8643 霊魂の民俗学 宮田登
日本エディタースクール
出版部

1988

VG1-H9342 霊性の開発 五井昌久 白光真宏出版局 1976[昭和51]
VG1-H8801 黎明期の人びと　西日本文壇前史 原田種夫 西日本新聞社 昭和49
VG1-H4918 レオナルド･ダ･ヴィンチ 下村寅太郎 勁草書房 1961
VG1-H11850 歴史(一）　国史 松本芳夫 慶應通信　株式曾社 昭和27年
VG1-H11852 歴史(二）　東洋史 竹田龍兒 慶應通信　株式曾社 昭和27年
VG1-H11853 歴史(三）　西洋史（上） 間崎万里 慶應通信　株式曾社 昭和28年
VG1-H11854 歴史(四）　西洋史（中） 間崎万里 慶應通信　株式曾社 昭和28年
VG1-H11855 歴史(五・完）西洋史（下） 間崎万里 慶應通信　株式曾社 昭和28年
VG1-H11126 歴史を学校でどう教えるか　岩波ブックレット　90 永原憲二　山住正巳 岩波書店 1988
VG1-H8544 歴史を忘れた日本人、繁栄の行きつく先 村上兵衛 サイマル出版会 1987
VG1-H2932 歴史學研究会会員名簿 1954年度 － 歴史学研究会 昭和29
VG1-H6743 歴史学の起源　ギリシヤ人と歴史 藤縄謙三 力富書房 1983
VG1-919 歴史カタログ　第1集（’77夏創刊号） 新人物往来社 1977
VG1-H11817 歴史家のみた日本文化 家永三郎 文藝春秋新社 1965年
VG1-H1968 歴史から何を学ぶか 西村貞二 講談社 昭和45
VG1-H3331 歴史観とは何か 西村貞二 第三文明社 1977
VG1-H873 歴史主義の貧困 カール･R･ポパー 中央公論社 昭和36
VG1-H4050 歴史小説とは何か 菊地昌典 筑摩書房 1979
VG1-H417 歴史好き 池島信平 三月書房 昭和46
VG1-H7824 歴史と環境 秋山謙造 創元社 昭和15
VG1-H7825 歴史と環境 秋山謙造 創元社 昭和15
VG1-H9855 歴史としての科学 村上陽一郎 筑摩書房 1983
VG1-H886 歴史としての学問 中山茂 中央公論社 昭和53
VG1-H6780 歴史としての出版 箕輪成男 弓立社 昭和58
VG1-H8945 歴史としての出版 箕輪成男 弓立社 昭和58

VG1-H9842 歴史としての文藝春秋 金子勝昭
日本エディタースクール
出版部

1991

VG1-H8706 歴史と姓名 川村岳園 五線式姓名学研究所 1983
VG1-H1220 歴史とは何か E.H.カー 岩波書店 1974
VG1-H3965 歴史とは何か 岩村忍 中央公論社 昭和53
VG1-H3966 歴史とは何か E.H.カー 岩波書店 1978
VG1-H9941 歴史とは何か 井上幸治 藤原書店 1991
VG1-H3723 歴史の扱ひ方 つださうきち 中央公論社 昭和28
VG1-H7829 歴史の意志 秋山謙造 八雲書店 昭和19
VG1-H1980 歴史の意味とその行方 高坂正顯 福村書店 1950

VG1-H9804 歴史の重さ 近藤和彦　福井憲彦
日本エディタースクール
出版部

1991

VG1-H7827 歴史の確認 秋山謙造 三笠書房 昭和17
VG1-H7828 歴史の確認 秋山謙造 三笠書房 昭和17

VG1-H9320 歴史の感覚　同時代史的考察 斉藤孝
日本エディタースクール
出版部

1990

VG1-H3722 歴史の暮方 林達夫 筑摩書房 昭和21
VG1-H6950 歴史の進歩とはなにか 市井三郎 岩波書店 昭和46[1971]
VG1-H7826 歴史の創造 秋山謙造 三笠書房 昭和17
VG1-H3371 歴史の方法 色川大吉 大和書房 1977
VG1-H9836 歴史の読み方　対談書評 粕谷一希 筑摩書房 1992
VG1-H6537 歴史への招待　9　大江戸ポルノ取締り － 日本放送協会 昭和55
VG1-H3613 歴史への道 大類伸 日高書房 昭和22
VG1-H3584 歴史変革と現代 内田芳明 筑摩書房 1973
VG1-H2383 レコードと著作権 安藤穰 文部省 昭和34
VG1-H807 レコードと著作権　(著作権シリーズ　第5集) 安藤穰 文部省 昭和34
VG1-H2475 レコードの第2次利用をめぐる諸問題 佐野文一郎 著作権使用者団体協議会 昭和39
VG1-H2506 レコードの第2次利用をめぐる諸問題 － － 昭和39
VG1-H2428 レコードの保護に関する政府専門家委員会報告書 － 文化庁 昭和46
VG1-H1438 レコード文化発達史　第壹巻 山口亀之助 録音文献協會 昭和11
VG1-H2432 レコード保護条約採択外交会議報告書　(仮訳) － 文化庁 昭和50
VG1-H2155 レタリング大字典 － 創土出版 昭和44
VG1-H1921 レタリング入門 村田洋治 高橋書店 昭和41

VG1-H7263 列島の営みと風景 高度成長期を考える会編
日本エディタースクール
出版部

1986

VG1-H2535 列島の文化史 －
日本エディタースクール
出版部

昭和62

VG1-H6731 列島の文化史　1　創刊号 網野善彦　他
日本エディタースクール
出版部

昭和59

VG1-H6732 社会史研究3 阿部謹也　他
日本エディタースクール
出版部

昭和58

VG1-H7614 列島の文化史　3 網野善彦　(他)　編
日本エディタースクール
出版部

昭和61

VG1-H6733 社会史研究4 阿部謹也　他
日本エディタースクール
出版部

昭和59
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VG1-H8618 列島文化再考　歴史学と民俗学 網野善彦　[ほか]
日本エディタースクール
出版部

1989

VG1-H10524 レディース･コミックの女性学 衿野未矢 青弓社 1990
VG1-H5758 レファレンス･ワーク講義要綱 － 国立国会図書館 昭和27
VG1-H5767 レファレンス･ワーク講義要綱 － 国立国会図書館 昭和27

VG1-H2731 レファレンス文献要目　第1集 －
国立国会図書館調査立法
考査局

昭和35

VG1-H2730 レファレンス文献要目　第2集 －
国立国会図書館調査立法
考査局

昭和36

VG1-H1883 レポートの書き方
吉田精一　黒川純一　沼野
井春雄

至文堂 昭和29

VG1-H8169 檸檬 梶井基次郎 日本近代文学館 昭和44
VG1-H4734 戀愛の七つの顔 アンドレ･モロワ 新潮社 昭和26
VG1-H6709 戀愛論 土田杏村 第一書房 昭和6
VG1-H1054 れんが書房　新刊案内　1 － れんが書房 昭和46
VG1-H2328 連合国及び連合国民の著作権の特例に関する法律 － 文部省 昭和27
VG1-H2399 連合国及び連合国民の著作権の特例に関する法律 － － 昭和27

VG1-H4502
聯合國軍最高司令部マッカーサー元帥閣下に贈呈の
書面

高久靜子 桃園郷 昭和22

VG1-H9123 連合国軍総司令部指令没収指定図書総目録 文部省社会教育局　編 今日の話題社 1982
VG1-H3994 蓮如 森龍吉 講談社 昭和54
VG1-H9586 蓮如上人御文章 蓮如 岩波書店 1948[昭和23]
VG1-H5212 レンブラント ブルクハルト 弘文堂 昭和24
VG1-H5195 老畫家の一生　下巻 津田青楓 中央公論美術出版 昭和38
VG1-H5196 老畫家の一生　上巻 津田青楓 中央公論美術出版 昭和38
VG1-H8693 老子講義 五井昌久 白光真宏会出版局 1976
VG1-H8694 老子講義 五井昌久 白光真宏会出版局 昭和50
VG1-H4511 老子の研究　(下) 武内義雄 改造社 昭和22
VG1-H8156 老人　自筆原稿 志賀直哉 日本近代文学館 昭和44
VG1-H9717 老人と少女 菅原謙 沖積舎 1990[平2]
VG1-H5163 老手品師 － 養徳社 昭和32
VG1-H7073 老年の本　男ヤモメにウジわかず 中村武志 － 昭和60
VG1-H10618 蘆花の芸術 前田河広一郎 興風館 昭和18
VG1-H11283 録音･録画物の私的コピー ジリアン･ディビス 著作権資料協会 1985
VG1-H7564 録音･録画物の私的コピー　著作権シリーズ　74 ジリアン･デイビス 著作権資料協会 昭和60
VG1-H8452 六合一老読書人 庄司浅水 胡蝶の会 昭和53
VG1-H8484 六合一老讀書人 庄司浅水 びじゅぶっく･ほしの 昭和53
VG1-H3620 ロゴスとイデア 田中美知太郎 岩波書店 昭和22

VG1-H5909 露西亜学事始 －
日本エデタースクール出
版部

昭和57

VG1-H4677 ロシアの謎 アントン･シリガ 酣燈社 昭和28
VG1-H3857 ロシア文學史 マルセル･エーラール 白水社 1952

VG1-H9729 ロシア文化の基層 坂内徳明
日本エディタースクール
出版部

1991

VG1-H3903 ロシヤ文学案内 金子幸彦 岩波書店 昭和36

VG1-H8648 路上の人びと　近代ヨーロッパ民衆生活史 川名隆史　[ほか]
日本エディタースクール
出版部

1987

VG1-H4999 ロダン 富永惣一 雄山閣 昭和24
VG1-H3731 ロックフェラー財団 Ｒ･ﾌｫｽﾃﾞｨｯｸ 法政大学出版局 昭和31
VG1-H8473 露店の古本屋 高橋邦太郎 日本古書通信社 昭和46
VG1-H4178 露伴翁座談 幸田露伴 角川書店 昭和26
VG1-H9560 ロビンソン･クルーソー　1 デフォー 岩波書店 1949[昭和24]
VG1-H9561 ロビンソン･クルーソー　2 デフォー 岩波書店 1949[昭和24]
VG1-H9562 ロビンソン･クルーソー　3 デフォー 岩波書店 1949[昭和24]
VG1-H2975 魯敏遜漂流記 テフオー氏 春陽堂 明治20
VG1-H3114 ロビンソン漂流記 笹山準一 立川文明堂 大正3
VG1-H8184 路傍の石　新篇 山本有三 日本近代文学館 昭和44
VG1-H5014 ロマン･ロラン 片山敏彦 新潮社 昭和25
VG1-H5131 ロマン，ロラン全集　第24巻　理性の勝利 ロラン･ロマン みすず書房 昭和25
VG1-H3879 ロマン派文学論 FY.シュレーゲル 冨山房 昭和53
VG1-H3962 ロングセラーそのすべて 藤田昌司 図書新聞 1979
VG1-H11835 論語 桑原武夫 筑摩書房 1985年
VG1-H4446 論語之研究 武内義雄 岩波書店 昭和23
VG1-H4235 ロンドリー姉妹　從卒 モーパッサン 三笠書房 昭和27
VG1-H9741 ロンドンからの手紙 青木利夫 朝日新聞社 1978
VG1-H1189 倫敦タイムス社寄書 － [大英百科全書東京支社] 明治39
VG1-H1881 論文･レポートの書き方 八杉龍一 明治書院 昭和46

VG1-H8401 論文執筆ルールブック 中村健一
日本エディタースクール
出版部

1988

VG1-H1869 論文の書き方 加田哲二 慶應通信 昭和29
VG1-H1905 論文の書き方 清水幾太郎 岩波書店 昭和34
VG1-H1870 論文の書き方､レポートの作り方 － 新公論社 昭和30
VG1-H6952 論文の書き方10日間 田口寛治 六月社書房 昭和48
VG1-H1867 論文發表の栞 工藤六三郎 丸山舎書店 昭和4
VG1-H1904 論文レポートの書き方 三浦修 実業之日本社 昭和40
VG1-H4603 論理學體系　Ⅰ J.S.ミル 春秋社 昭和24
VG1-H4488 論理学体系　Ⅵ J.S.ミル 春秋社 昭和34
VG1-H5130 論理學體系Ⅱ ミル.J.S 春秋社 昭和25
VG1-H11671 論理指鍼　巻之一 千頭徳馬 井上蘇吉 明治18年
VG1-H9011 ワープロからDTPへ 柚口篤 出版研究センター 昭和63
VG1-H6976 ワープロ書斎生活術 紀田順一郎 双葉社 昭和60
VG1-H7432 ワープロ書斎生活術 紀田順一郎 双葉社 昭和60
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VG1-H5311 猥色文化考 長谷川卓也 新門出版社 1980
VG1-H1274 ｢ワイセツ｣考 山田宗睦 三一書房 1978
VG1-H6108 猥褻出版の歴史 長谷川卓也 三一書房 1978
VG1-H1172 猥褻と科學 宮武外骨　(編) 半狂堂 大正13
VG1-H3433 猥せつと芸術一般との関係 － 日本法律家協会 1966
VG1-H4031 猥褻図書館 野川浩 啓明書房 昭和54
VG1-H1280 猥褻図書館　Part3 野川浩 啓明書房 [昭和55]
VG1-H9267 わいせつの終焉 内田剛弘　編 美神館 1984
VG1-H1098 猥褻廃語辞彙　付　猥褻風俗史 宮武外骨　飯島花月　著 有光書房 昭和51
VG1-H11138 ワイダの世界　岩波ブックレット　107 アンジェイ･ワイダ 岩波書店 1988
VG1-H2015 和英獨製紙辭典 磯田清蔵 磯田清蔵 昭和27
VG1-H95 わが愛書の記 庄司淺水 帖面舍 昭和38
VG1-H352 わが愛する家庭 石川武美 主婦之友社 昭和17
VG1-H351 わが愛する事業 石川武美 主婦之友社 昭和19
VG1-H4704 我が愛する詩人の伝記 室生犀星 中央公論社 昭和33
VG1-H350 わが愛する生活 石川武美 主婦之友社 昭和15
VG1-H7280 我が愛する生活 羽仁吉一 自由学園出版局 昭和60
VG1-H4079 和解　他11篇　現代文学選　2 志賀直哉 鎌倉文庫 昭和20
VG1-H5227 若い葦 工藤張雄 大蔵出版 1955
VG1-H11205 和解への人　岩波ブックレット　178 犬養道子 岩波書店 1990
VG1-H2936 若い記者諸君へ 上田健一 双樹社 1987
VG1-H3702 若いゲーテ評伝 高橋健二 河出書房新社 1973
VG1-H3256 わがいのちわがうた 玉木愛子 新地書房 1986
VG1-H4070 若い人達 廣津和郎 中央公論社 昭和25
VG1-H300 若い人のために 赤尾好夫 洋々社 昭和30
VG1-H7663 我が生ひ立ち 安倍能成 岩波書店 昭和41
VG1-H10899 わが帰郷紀行 彭銀漢 光陸出版社 中華民国73年
VG1-H11062 若き教師たちへ　岩波ブックレット　14 宮田光雄 岩波書店 1983
VG1-H4980 若き女性のために 天野貞祐 要書房 昭和23
VG1-H9557 若き友への手紙 野上弥生子 刀江書院 1936[昭和11]
VG1-H4994 若き西田幾多郎先生 下村寅太郎 人文書林 昭和22
VG1-H6027 若き西田幾多郎先生 下村寅太郎 人文書林 昭和22
VG1-H3018 若き日の狂詩曲 山田耕筰 大日本雄弁会講談社 昭和26
VG1-H5142 若き日の手紙 － 養徳社 昭和23
VG1-H1777 若き日の讀書 瀬沼茂樹　(編) 河出書房 昭和29
VG1-H6987 若き日の良寛 江原小彌太 第一書房 昭和10
VG1-H9394 わか草 － 新聲社 1900

VG1-H821 我が国･現代のロングセラー　1972年版 －
全国出版協会　出版科学
研究所

昭和47

VG1-H822 我が国･現代のロングセラーズ －
全国出版協会　出版科学
研究所

昭和48

VG1-H10690 我が国現代のロングセラー － 出版科学研究所 昭和47
VG1-H6714 我国古籍之最 張文玲 福建人民出版社 1982
VG1-H10096 わが国出版物輸出の歴史 望月政治 日本出版貿易 1971
VG1-H743 わが国出版物輸出の歴史 － 望月正捷 昭和46
VG1-H942 わが告発 林章 新興出版社 1971
VG1-H3391 わが心の愛読書 片山哲 エリート社 昭和39
VG1-H8778 わがこころの作家　ある編集者の青春 三木章 三一書房 1989
VG1-H9711 わが心の出版人 角川源義　[ほか] 河出書房新社 1988
VG1-H8990 わが心の出版人　角川源義、古田晁、臼井吉見 加藤勝代 河出書房新社 1988
VG1-H4824 わが心の遍歴 長與善郎 筑摩書房 昭和34
VG1-H9797 わが出版回顧録 鈴木省三 柏書房 1986
VG1-H9798 わが出版回顧録 鈴木省三 柏書房 1986

VG1-H8654 わが少年時代のニューギニア
マタネ･ポーリアス　著　原
もと子　訳

学生社 1976

VG1-H8647 わが少年時代のモンゴル
ウルグンゲ･オノン　著　原
もと子　訳

学生社 1976

VG1-H587 わが師わが友 澤瀉久敬 経済往来社 昭和61
VG1-H6613 わが師わが友その思想と生き方 澤瀉久敬 経済往来社 昭和59
VG1-H8661 わが人生 天野貞祐 自由学園出版局 1980
VG1-H7398 わが人生観　10 大宅壮一 大和書房 昭和44[1969]
VG1-H6700 わが親鸞 山邊習學 第一書房 昭和16
VG1-H5183 わが生活と思想より － 白水社 昭和24
VG1-H711 若竹集　上下 － 佐々木竹苞樓書店 昭和50
VG1-H4476 わが茶日夕 松永安左衛門 河原書店 昭和25
VG1-H7339 わが文芸談 小泉信三 新潮社 昭和41
VG1-H6688 我が闘爭 ヒットラア 第一書房 昭和16
VG1-H1273 わが闘争　猥褻罪 大坪利夫 三一書房 1978
VG1-H6653 わが友･出版人エルンスト･ローヴォルトとその時代 ヴァルター･キァウレーン ありな書房 1983
VG1-H8099 若菜集 島崎藤村 日本近代文学館 1968[昭和43]
VG1-H4799 わが日常 小泉信三 新潮社 昭和38
VG1-H7233 わが日常 小泉信三 新潮社 昭和38
VG1-H3561 わが庭の花を愛す 二本木実 北書房 昭和44
VG1-H5419 我輩ハ猫デアル　上編 夏目漱石 大倉書店 明治41
VG1-H8025 吾輩ハ猫デアル 夏目漱石 日本近代文学館 1968
VG1-H8026 吾輩ハ猫デアル　中編 夏目漱石 日本近代文学館 1968
VG1-H8027 吾輩ハ猫デアル　下編 夏目漱石 日本近代文学館 1968
VG1-H4840 わがひとり 和辻照 和辻照 昭和41
VG1-H7654 わがひとり 和辻照 和辻照 昭和41
VG1-H10302 わが百鬼園先生 平山三郎 六興出版 1979[昭和54]
VG1-H3990 わが日わが歩み 寿岳文章 荒竹出版 昭和52
VG1-H8870 わが日わが歩み 寿竹文章 荒竹出版 昭和52
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VG1-H8795 わが文学の軌跡　聞き手　篠田一士、辻邦生 井上靖　[談] 中央公論社 昭和52
VG1-H3454 わが文壇散歩 十返肇 現代社 昭和31
VG1-H10406 わが蒔く種 小泉信三 創元社 1957[昭和32]
VG1-H4816 わが蒔く種 小泉信三 創元社 昭和32
VG1-H7240 わが蒔く種 小泉信三 創元社 昭和32
VG1-H1009 若者人格論 － ぎょうせい 昭和53
VG1-H7249 わかりやすい紙の知識 吉野勇　[等] 製紙科学研究所 昭和60
VG1-H1908 わかりやすい文章の書き方 平井昌夫 講談社 昭和36
VG1-H6092 わかりやすく･すぐ役立つ編集の基礎知識 磯部芳三 日本文芸社 昭和39
VG1-H1751 和漢古書目録記述法 長澤規矩也 日本書誌學會 -
VG1-H11298 和漢書誌学用語解説稿 － 私立大学図書館協会 1974
VG1-H2114 和漢書の印刷とその歴史 長澤規矩也 古川弘文館 昭和27
VG1-H7855 和漢書の分類　図書館講座整理篇　6 中村初雄 春陽堂 昭和29
VG1-H5341 和漢書目録法 田中敬 早川図書 昭和55
VG1-H5762 和漢書目録法 － 国立国会図書館 昭和26
VG1-H10456 わくわく絵本箱 宮崎清 学陽書房 1992
VG1-H9527 和国諸職絵つくし　上1　歌合菱河　職絵つくし 菱川師宣 竹尾 1990
VG1-H9529 和国諸職絵つくし　下1　歌合菱河　職絵つくし 菱川師宣 竹尾 1990
VG1-H9528 和国諸職絵つくし　上2　歌合菱河　職絵つくし 菱川師宣 竹尾 1990
VG1-H9530 和国諸職絵つくし　下2　歌合菱河　職絵つくし 菱川師宣 竹尾 1990
VG1-H9531 和国諸職絵つくし　[解説版] 菱川師宣 竹尾 1990
VG1-H6974 和紙 東野辺薫 五月書房 昭和46
VG1-H2025 和紙　歴史編　2 加藤晴治 東京電機大学出版局 昭和42
VG1-H5796 和紙研究　第16号 － 和紙研究会 昭和54
VG1-H7011 和紙研究　第17号 和紙研究会 和紙研究会 昭和59
VG1-H8878 和紙事典 朝日新聞社　編 朝日新聞社 1986
VG1-H7491 和紙事典　シリーズ(紙の文化)　1 朝日新聞社　編 朝日新聞社 昭和61
VG1-H6522 和紙と日本人の二千年 町田誠之 PHP研究所 1983
VG1-H7136 和紙と文献展目録 － 製紙記念館 昭和28
VG1-H2028 和紙年表 池田秀男 三茶書房 昭和49
VG1-H5516 和紙の里 林正巳 東京書籍 昭和61
VG1-H5797 和紙之栞 － 誠交会 昭和16
VG1-H6787 和紙の創成と発達 濱田徳太郎 [　　　　　] [昭和15]
VG1-H7016 和紙の旅　時と場所の道 寿岳文章 芸艸堂 昭和48[1973]
VG1-H8550 和紙の旅、時と場所の道 寿岳文章 芸艸堂 1973
VG1-H8551 和紙の旅、時と場所の道 寿岳文章 芸艸堂 1973
VG1-H9352 和紙の手帖 － 全国手すき和紙連合会 1988
VG1-H9353 和紙の手帖 － 全国手すき和紙連合会 1988
VG1-H11800 鷲の羽風 村井　寛 春陽堂 明治29年
VG1-H2019 和紙の文化史 久米康生 木耳社 昭和51
VG1-H36 和紙風土記 壽岳文章 河原書店 昭和17
VG1-H9537 和紙風土記　日本の美と教養　3 壽岳文章 河原書店 昭和16
VG1-H2046 和紙.洋紙.パルプに關スル調査 － 鐵道省運輸局 大正15
VG1-H2047 和紙.洋紙.パルプに關スル調査 － 鐵道省運輸局 大正15
VG1-H10 和紙落葉抄 壽岳文章 湯川書房 昭和51
VG1-H1469 忘れえぬ広告人 森崎実 誠文堂新光社 昭和41
VG1-H462 忘れ得ぬ人々 鷲尾洋三 青蛙房 昭和47
VG1-H8177 萱草に寄す 立原道造 日本近代文学館 昭和44
VG1-H3168 忘れられた作家･忘れられた本 山下武 松籟社 昭和62
VG1-H1094 忘れられた殉教者　(100万人の創造選書) 奈良本辰也　高野澄 小学館 昭和47
VG1-H11220 忘れられた日本の文化　岩波ブックレット　193 姫田忠義 岩波書店 1991
VG1-H2386 忘れられている著作権 － 日本放送芸能家協会 昭和40
VG1-H6347 忘れられない本 － 朝日新聞社 昭和54
VG1-H10163 早稲田大学出版部　図書目録　1989-Ⅰ － 早稲田大学出版部 1989
VG1-H3783 早稲田大學所藏　荻野研究室収集文書　上巻 － 吉川弘文館 昭和53
VG1-H7638 早稲田大学蔵貴重書選図録 早稲田大学図書館　編 早稲田大学図書館 昭和59

VG1-H2699 早稲田大学大学院文学研究科紀要　第5輯
早稲田大学大学院文学研究
科　編

理想社 昭和34

VG1-H10170 早稲田大学図書館館蔵資料図録
早稲田大学図書館館蔵資料
図録編集委員会

早稲田大学図書館 1990

VG1-H2881 早稲田大学図書館和文雑誌目録 － 早稲田大学図書館 昭和43
VG1-H2904 ｢早稲田文学｣細目 － － -
VG1-H3193 早稲田法學　第4巻 － 早稲田大學法學會 昭和9
VG1-H458 早稲田物語 高濱三郎 敬文堂書房 昭和4
VG1-H10271 話題と知識の泉 庄司浅水 芸術科学社 1952
VG1-H10327 私の｢漱石｣と｢龍之介｣ 内田百閒 筑摩書房 1965[昭和40]
VG1-H5353 ｢私｣のいる文章　発想､取材､表現 森本哲郎 ダイヤモンド社 昭和54

VG1-H10526 私が愛用する辞書･事典･図鑑 中沢新一
波乗社（発行）、一季出
版（発売）

1992

VG1-H9551 私たちの選んだ子どもの本 東京子ども図書館　編 東京子ども図書館 1991

VG1-734 わたくしたちの広告調査　1964 No.4
東京学生広告研究団体連
盟広告調査研究会

1964

VG1-H11078 私たちののぞむ教育改革　岩波ブックレット　31 大田堯 岩波書店 1984
VG1-H11143 私たちはいまどこにいるか　岩波ブックレット　113 大江健三郎　隅谷三喜男 岩波書店 1988
VG1-H10883 私という衣装 ワダエミ 求龍堂 1989
VG1-H6823 私と芸艸堂 本田芳太郎 芸艸堂 昭和58
VG1-H4807 私とマクルシズム 小泉信三 文藝春秋新社 昭和25
VG1-H7378 私とマルクシズム 小泉信三 文芸春秋新社 昭和25
VG1-H3554 私の愛讀した作家 小泉信三 啓明社 昭和26
VG1-H5194 私の歩み 石橋正二郎 石橋正二郎 1962
VG1-H661 私の歩いた道 蛭川鉄之助 文弘社 昭和42
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VG1-H5124 私の一生 藤沼庄平
藤沼庄平著｢私の一生｣刊
行会

昭和32

VG1-H8018 私の江戸　東京学 加太こうじ 筑摩書房 1987
VG1-H7000 私の生ひ立ち 與謝野晶子 刊行社 昭和60
VG1-H4088 私の貝殻 武者小路実篤 池田書店 昭和37
VG1-H7473 私の稀覯本　豆本とその周辺 今井田勲 丸ノ内出版 昭和51
VG1-H3920 私の教科書批判 － 朝日新聞社 昭和50
VG1-H4689 私の共産主義 森田草平 新星社 昭和23
VG1-H7363 私の小売商道 相馬愛蔵 高風館 昭和27
VG1-H299 私の個展 野田照夫 法学書院 昭和39
VG1-H542 私の雑誌経営 石山賢吉 ダイヤモンド社 昭和30
VG1-H547 私の雑誌経営 石山賢吉 ダイヤモンド社 昭和28
VG1-H3567 私の自己啓発 本明寛　二宮徳馬　編 実務教育出版 1967
VG1-H781 私の辞書 － 丸善 昭和49
VG1-H782 私の辞書論 福本和夫 河出書房新社 1977
VG1-H9903 私の出版年鑑 清田昌弘 リーベル出版　(発売) 1991
VG1-H948 私の書斎 向坂逸郎　(他) 地産出版 昭和53
VG1-H11784 私の人生 栗田確也 栗田書店 昭和43年
VG1-H7666 私の人生 栗田確也 栗田書店 昭和43
VG1-H10402 私の人生観 天野貞裕 岩波書店 昭和17
VG1-H4928 私の人生探求 田中菊雄 三笠書房 1953
VG1-H6038 私の人生探求 田中菊雄 三笠書房 1952
VG1-H10587 私の西欧文学　中村真一郎評論集成 2 中村真一郎 岩波書店 1984
VG1-H6527 私の聖書コレクション 庄司浅水 浅水文庫 昭和56
VG1-H4157 私の先生 内田百間 養徳社 昭和21
VG1-H9471 私の創刊号物語　折々の随想 大久保栄吉 浜田印刷所 1989
VG1-H6899 私の蔵書 － 池田書店 昭和55
VG1-H1428 私の大学 扇谷正造 春陽堂書店 昭和33
VG1-H9082 私の体験的書誌学 細谷新治　[著] 細谷新治 1987
VG1-H333 私の大衆文壇史 萱原宏一 青蛙房 昭和47
VG1-H11240 私の中国捕虜体験　岩波ブックレット　214 駒田信二 岩波書店 1991
VG1-H218 私の中国旅行 野上弥生子 岩波書店 昭和34
VG1-H4777 私の中国旅行 野上弥生子 岩波書店 昭和34
VG1-H7200 私のつれづれ草 広論社出版局　編 広論社 昭和59
VG1-H4875 私の哲學と人生観 高橋里美 角川書店 昭和26
VG1-H6922 私の読書 「図書」編集部 岩波書店 1983
VG1-H8204 私の読書 ｢図書｣編集部　編 岩波書店 1986
VG1-H982 私の読書･私の書評 久野収 三一書房 1976
VG1-H1781 わたくしの讀書會経營 東田平治 有朋堂 昭和19
VG1-H10593 私の読書日記 うつみ宮土理 毎日新聞社 1990
VG1-H1798 私の読書遍歴 － 黎明書房 昭和27
VG1-H1820 私の読書遍歴 － 黎明書房 昭和27
VG1-H3844 私の読書法 大内兵衛　茅誠司 岩波書店 1960
VG1-H8402 私の読書法 大内兵衛　[ほか] 岩波書店 1984
VG1-H6519 私の読書論 亀井勝一郎 大和出版 1981
VG1-H7164 私の二十世紀書店 長田弘 中央公論社 昭和57
VG1-H376 私の半生 野間清治 千倉書房 昭和11
VG1-H377 私の半生 野間清治 千倉書房 昭和11
VG1-H379 私の半生 野間清治 講談社 昭和34
VG1-H10485 私の古本大学 松本克平 青英舎 昭和57
VG1-H10577 私の古本大学 松本克平 青英舎 1981
VG1-H5998 私の古本大学 松本克平 青英舎 昭和56
VG1-H3451 私の文壇生活を語る 新潮社編輯部　編 新潮社 昭和11
VG1-H5961 私の編集術 本多清 交鈴社 昭和54
VG1-H6568 私の編集術　上手な出版物づくり　95のポイント 本多清 交鈴社 昭和54
VG1-H10478 私の本の読み方･探し方 丸山健二　[ほか] ダイヤモンド社 1980[昭和55]
VG1-H3924 私の本の読み方･探し方 丸山健二　他 ダイヤモンド社 昭和55
VG1-H6520 私の本の読み方･探し方 丸山建二　(他) ダイヤモンド社 昭和55
VG1-H8782 私の見た昭和の思想と文学の五十年　上 小田切秀雄 集英社 1988
VG1-H8783 私の見た昭和の思想と文学の五十年　下 小田切秀雄 集英社 1988
VG1-H10542 私の見た野間清治 笛木悌治 富士見書房 1979
VG1-H394 私の見た野間清治 笛木悌治 富士見書房 昭和54
VG1-H3545 私の見た人 吉屋信子 朝日新聞社 昭和38
VG1-H1111 私の履歴書 大内兵衛 黄土社書店 昭和27
VG1-H8889 私の霊界通信　第1巻 村田正雄 白光真宏会出版局 昭和51
VG1-H4110 私は思ふ 谷川徹三 齋藤書店 昭和23
VG1-H5219 私は斯く能を楽しむ 齋藤太郎 檜書店 昭和25
VG1-H6107 私はベストセラーと結婚した シーラ･ヘイリー サンケイ出版 昭和56
VG1-H8307 私は街を歩いた 串田孫一 実業之日本社 1959

VG1-H7372 わたしいややねん
吉村敬子　文　松下香住
絵

偕成社 昭和55[1981]

VG1-H5300 わたしの絵本論 松居直 国土社 1981
VG1-H6594 わたくしの古代史学 井上光貞 文藝春秋 昭和58
VG1-H7342 私のシネマライフ 高野悦子 主婦と生活社 昭和58
VG1-H4988 わたしの生涯から 天野貞祐 青林書院 昭和28
VG1-H1851 わたしの知的生産の技術 － 講談社 1978
VG1-H5929 わたしのなかの子どもの本 渋谷清視　(編) 鳩の森書房 昭和50
VG1-H11908 わたしの村わたしの家 編訳：渡辺茂男 福音館書店 1981年
VG1-H10925 和田万吉博士の今沢慈海氏宛書翰集(抄) 弥吉光長　栗原均 日本図書館協会 1985
VG1-H4744 和辻哲郎とともに 和辻照 新潮社 昭和41
VG1-H4745 和辻哲郎の思ひ出 － 和辻照 昭和37
VG1-H6894 和辻哲郎の思い出 和辻照 和辻照 昭和37
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VG1-H1297 鰐の命日 美土路昌一 大阪屋號書店 大正15
VG1-H4035 和の構造 向坂寛 北樹出版 昭和54
VG1-H10081 和服裁縫全書 － 講談社 1934[昭和9]
VG1-H11552 和文活字 － 大日本印刷　株式会社 -
VG1-H3809 和文活字 大日本印刷 大日本印刷 昭和46
VG1-H3810 和文活字 大日本印刷 大日本印刷 昭和46
VG1-H5818 和文活字 － 精興社 昭和41
VG1-H6364 和文活字 － 精興社 昭和57
VG1-H9361 和文活字　組版･印刷への手引 藤森善貢　編 精興社 1966[昭和41]
VG1-H5075 笑の研究 麻生磯次 東京堂 昭和22

VG1-H11182
わらび座ヨーロッパと出会う　岩波ブックレット
155

菅井幸雄 岩波書店 1990

VG1-H8753 悪いのは翻訳だ 別宮貞徳 文芸春秋 1988
VG1-H10462 我･人･本 大内兵衛 岩波書店 1958[昭和33]
VG1-H1824 我･人･本 大内兵衛 岩波書店 昭和33
VG1-H4709 我･人･本 大内兵衛 岩波書店 昭和33
VG1-H10428 われ発見せり 長谷川郁夫 書肆山田 1992
VG1-H9411 われ炎となりて アリス･ハーズ 弘文堂 1966
VG1-H7255 吾亦紅 東照子 東照子 昭和61
VG1-H2970 我れ世に勝てり 嶋田淸次郎 新潮社 大正12
VG1-H3060 我れ世に敗れたり 島田清次郎 春秋社 大正13
VG1-H6689 我れら何を為すべきか ヒルテイ 第一書房 昭和17
VG1-H9057 われらの図書館 前川恒雄 筑摩書房 1987
VG1-H1546 われらヒラ記者 新延修三 波書房 昭和48
VG1-H1542 われらみなジャーナリスト 鈴木均 第三文明社 昭和47

172/172


