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[秋山仙朴] [著]. 新撰碁経大全.中巻 [享保年間] 795-A382s http://id.ndl.go.jp/bib/000003284639 なし 1冊 
秋山仙朴 著. 当流碁経大全 : 3巻 享保5(1720)序. 795-A382t http://id.ndl.go.jp/bib/000003284631 なし 3冊 
安藤豊次 著. 坐隠談叢 大阪 : 関西囲碁会, 1910 2版. 795-A495z http://id.ndl.go.jp/bib/000001056283 http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/3441496 3冊 
安藤如意 原著 ; 広月絶軒 補訂. 坐隠談叢 : 囲碁全史 東京 : 平凡社, 1932-1935. 795-A495z-(s) http://id.ndl.go.jp/bib/000001056284 http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/3441502 4冊 
安藤如意 著. 坐隠談叢 : 囲碁宝典 大阪 : 関西囲碁会, 1910 2版. 795-A495z-(s2) http://id.ndl.go.jp/bib/000001056285 http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1872803 202p 
石原[是山] 輯. 碁経亀鑑後編 : 2巻 [大阪] : [青木恒三郎], [明治年間] 795-I572g http://id.ndl.go.jp/bib/000001047418 http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/3441057 2冊 
石原[是山] 輯. 碁経亀鑑 : 4巻 江都 : 須原屋伊八, 文化7(1810)序. 795-I572t http://id.ndl.go.jp/bib/000003284628 なし 4冊 
井上因碩 著. 囲棊終解録 東都 : 万屋忠蔵 [ほか], 天保15(1844) 795-I429i http://id.ndl.go.jp/bib/000003284618 なし 1冊 
井上因碩 著. 囲碁妙伝 : 4巻 刊. 795-I429i2 http://id.ndl.go.jp/bib/000003284621 なし 1冊 
井上棋遊 編. 囲碁初学全書 東京 : 方円社, 1887. 795-I472i5 http://id.ndl.go.jp/bib/000001056225 http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1872783 36p
井上保申 編. 囲碁幼稚の登茂志備 東京 : 大野万歳館, 1913. 795-I472i http://id.ndl.go.jp/bib/000001056282 http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/3441494 50p 
井上保申 著. 囲碁玄妙落穂集 東京 : 吉川弘文館, 1909 4版. 795-I472i2 http://id.ndl.go.jp/bib/000001056195 http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1872777 62p 
井上保申 編. 囲碁玄妙落穂集 東京 : 大野万歳館, 1914 6版. 795-I472i2-(s) http://id.ndl.go.jp/bib/000001056236 http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/3441271 62p 
井上保申 編. 囲碁の道しるべ・囲碁定石稽古本 東京 : 大野万歳館, 1913. 795-I472i3 http://id.ndl.go.jp/bib/000001055336 http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/3441184 61p 
井上保申 編. 囲碁三世石立集 東京 : 吉川弘文館, 1910-1914. 795-I472i4 http://id.ndl.go.jp/bib/000001053235 http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/3441161 3冊 
岩佐銈 講述 ; 胡桃正見 編輯. 定石通解 東京 : 棊界新報社, 1910-1914. 795-I931z http://id.ndl.go.jp/bib/000001056291 http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/3441526 5冊 
巌埼健造 著. 定石活論. 上巻 東京 : 方円社, 1916. 795-I937z http://id.ndl.go.jp/bib/000001056243 http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/3441460 84p 図版 
岩本薫 著. 囲碁入門 東京 : 川津書店, 1959. 795-I899i5 http://id.ndl.go.jp/bib/000001048360 http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2500905 242p 
岩本薫 著. 攻防要義. 園図書, 1954 4版. 795-I899k http://id.ndl.go.jp/bib/000000922687 http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2469358 151p 
隠士三徳 撰述. 棊立指南大成 大阪 : 野村長兵衛, 正徳2(1712) 795-I477g http://id.ndl.go.jp/bib/000003284637 なし 6冊 
太田雄蔵 著. 西征手談 [大阪] : [青木恒三郎], [明治年間] 795-O861s http://id.ndl.go.jp/bib/000001048367 http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/3441067 26丁 
過百齢 原著 ; 陶式玉 評輯 ; 西片朝三 編. 官子譜 東京 : 令人堂出版部, 1938. 795-Ka115k http://id.ndl.go.jp/bib/000001050938 http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/3441141 3冊 
梶原武雄, 藤沢秀行, 山部俊郎 共著 ;
胡桃正樹 編.

必勝囲碁教室 東京 : 公友社, 1950-1951. 795-Ka994h http://id.ndl.go.jp/bib/000001048601 http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2500989 3冊 

金田徳次郎 著. 昭和の碁経衆妙 : 一名囲碁上達の飛行機 大阪 : 駸々堂出版部, 1930. 795-Ka396s http://id.ndl.go.jp/bib/000001056293 http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/3441533 2冊 
雁金準一 著. 置碁必勝法 : 布石攻合 東京 : 大阪屋号[ほか], 1921. 795-Ka488o-(s) http://id.ndl.go.jp/bib/000001056224 http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/3441209 2冊 
雁金準一 著. 囲碁口伝実戦虎の巻 斯文館, 1929 Y78-425 http://id.ndl.go.jp/bib/000001113404 http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1903723 136p 図版
棋正社同人 共編. 報知囲碁講義録.第1-12号 東京 : 大棋社, 1925-1928. 795-H726 http://id.ndl.go.jp/bib/000001057754 http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1872834 1冊 
木谷実 著. 布石と定石の統合 東京 : 誠文堂, 1934. 795-Ki315h http://id.ndl.go.jp/bib/000001056223 http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/3441207 188p 
木谷実 等編. 機山遺譜 神戸 : 機山会, 1942. 795-Ki315k4 http://id.ndl.go.jp/bib/000001056035 http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/3441187 127p 図版 
木谷実 著. 新布石の針路 東京 : 日本棋院, 1936. 795-Ki315s3 http://id.ndl.go.jp/bib/000001056221 http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/3441187 175p 図版 
久保松勝喜代 著. 碁の常識 京都 : 中外出版, 1929 2版. 795-Ku751g http://id.ndl.go.jp/bib/000001056229 http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/3441236 99p 
玄玄斎主人 著. 碁経玉田鋤 : 4巻 江戸 : 須原屋伊八 [ほか], 文化7(1810) 795-G29g http://id.ndl.go.jp/bib/000003284623 なし 4冊 
玄玄斎主人 撰. 古今名人碁経選粋 : 4巻 [大阪] : [青木恒三郎], [明治年間] 795-G29k http://id.ndl.go.jp/bib/000001049719 http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/3441115 4冊 
玄玄斎主人 撰. 古今碁経抜萃 : 4巻 江戸 : 須原屋伊八 [ほか], 天明6(1786) 795-G29k2 http://id.ndl.go.jp/bib/000003284632 なし 1冊 
玄玄斎主人 編. 古今碁経抜萃 : 4巻 江戸 : 須原屋伊八 [ほか], 天明6(1786) 795-G29k2-Ⅱ http://id.ndl.go.jp/bib/000003284619 なし 4冊 
玄玄斎主人 撰. 古今白徒碁経類聚 [大阪] : [青木恒三郎], [明治年間] 795-G29k3 http://id.ndl.go.jp/bib/000001048371 http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/3441089 3冊 
玄玄斎主人 閲. 素人棋拾遺集 : 3巻 江戸 : 須原屋伊八 [ほか], 寛政8(1796) 795-G29s http://id.ndl.go.jp/bib/000003284624 なし 3冊 
玄玄斎主人 閲. 素人棋拾遺集 : 3巻 [大阪] : [青木恒三郎], [明治年間] 795-G29s-(s) http://id.ndl.go.jp/bib/000001053233 http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/3441149 3冊 
篠原正美 著. 置碁必勝法 : 力の養成 東京 : 東京棋書出版社, 1948. 795-Si484t http://id.ndl.go.jp/bib/000001047369 http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2500596 112p 
秀和 [著] ; 加藤隆和 校. 棋醇 : 2巻 嘉永7(1854)序. 795-Ka655k http://id.ndl.go.jp/bib/000003284622 なし 2冊 
鈴木為次郎 著. 囲碁独習 東京 : 日本棋院, 1931-1932. 795-Su882i6 http://id.ndl.go.jp/bib/000001056248 http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/3441474 8冊 
鈴木知清 著. 対手百談 [大阪] : [青木恒三郎], [明治年間] 795-Su887t http://id.ndl.go.jp/bib/000001048370 http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/3441081 4冊 
瀬越憲作 著. 現代布石 東京 : 棋園図書, 1954 3版. 795-Se114g http://id.ndl.go.jp/bib/000001048359 http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2500904 141p 
瀬越憲作 著. 攻合とナカデ 東京 : 日本棋院, 1939. 795-Se114k2 http://id.ndl.go.jp/bib/000001047368 http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1872747 108p 
瀬越憲作 等編. 御城碁譜. 巻第1-10 御城碁譜整理配布委員会, 1951. 795-Se114o http://id.ndl.go.jp/bib/000000908148 http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2465199 10冊 
清錢長澤撰. 殘局類選2卷 [出版地不明] : [出版者不明], 乾隆35序刊. 795-Se173z http://id.ndl.go.jp/bib/000007584501 なし 2册 
高川格 著. 囲碁中盤の定石 東京 : 東京書房, 1949. 795-Ta174i7 http://id.ndl.go.jp/bib/000001047732 http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2500699 96p 
高川格 著. 基本死活集 東京 : 東京書房, 1947. 795-Ta174k http://id.ndl.go.jp/bib/000001048357 http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2500902 126p 
高崎泰策 著. 囲碁竒手録 : 絶妙秘伝 大垣町 (岐阜県) : 岡安書房, 1898. 795-Ta381i http://id.ndl.go.jp/bib/000001056197 http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/3441189 59丁 
高崎泰策 著 ; 安藤豊次 編. 泰策集 大阪 : 関西囲碁会, 1912. 795-Ta381t http://id.ndl.go.jp/bib/000001056235 http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/3441267 2冊 
高部道平 著. 碁道大観 東京 : 金竜堂, 1934. 795-Ta167g http://id.ndl.go.jp/bib/000001047367 http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1872757 442p 図版 
中古名人 輯撰. 囲碁妙石 : 2巻 江都 : 須原屋伊八, 嘉永6(1853) 795-I1474 http://id.ndl.go.jp/bib/000003284633 なし 2冊 
土屋秀栄 著. 定石囲碁新法 東京 : 大倉書店, 1894. 795-H6336z http://id.ndl.go.jp/bib/000001056289 http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/3441520 2冊 
堤辰二郎 著. 古今無比囲碁速成 東京 : 堤辰二郎, 1894. 795-Tu841k http://id.ndl.go.jp/bib/000001056226 http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/3441213 3冊 
土井恪 編. 格五新譜.布勢巻,対戯巻 [安政5(1858)]序. 795-D65k http://id.ndl.go.jp/bib/000003284643 なし 2冊 
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野沢竹朝 著. 囲碁独習速成法 東京 : 斯文館, 1931 10版. 795-N976i2 http://id.ndl.go.jp/bib/000001056245 http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/3441464 102p 
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長谷川知仙, 選奕亭京子 編 ; 吐屑庵養拙
校合.
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