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◆OH 理想社 １９５８．３
愛国心について (１７６ｐ １９ｃｍ)
読売新聞社／編 道徳
読売新聞社 １９７０．８ OH/15/88 1108949312
(２９２ｐ １９ｃｍ)
ナショナリズムの新たな展開(大平正芳) 愛国心について(石橋
政嗣) 体験的愛国心(佐々木良作) 二十一世紀インターナショ ◆OH
ナリズム(渡部一郎) 戦後の愛国心論争(大熊信行) ナショナリ アメリカ精神の歴史
ズムについて(辻武寿) 愛国心は教育につながる(藤井丙午) 国 Ｃ．Ａ．ビアード／著 Ｍ．Ｒ．ビアード／著 高木八尺，松本
際主義こそ愛国心の根源(太田薫) 愛国心はカメレオンか(高橋 重治／訳
正雄) 経済ナショナリズムの思想(加藤寛) 日本人と愛国心(高 岩波書店 １９５４．７
坂正尭) 愛国心ということ(いいだ・もも) 未開の愛国心を排 (１２，３３３，９ｐ １９ｃｍ)
す(松原新一) 愛国心と教育(斎藤喜博) 愛国心と国家的忠誠に 岩波現代叢書
ついて(大井魁) アメリカ合衆国－文化－歴史
愛国心 OH/13/17 1108943695

OH/15/95 1108949387

◆OH
◆OH アメリカ哲学史

愛する者は失われたるか Ｈ．Ｇ．タウンセンド／著 市井三郎／訳
柳原貞次郎／著 岩波書店 １９５１．２
ミツコハウス １９５６．７ (３，９，２，３８９，２６，１３ｐ １９ｃｍ)
(７１ｐ １５ｃｍ) 岩波現代叢書
ミツコブック アメリカ 哲学－歴史

OH/19/72 1108958297 OH/13/16 1108943687

◆OH ◆OH
愛と憎しみ -その心理と病理- アラン
宮城音弥／著 アンドレ・モーロワ／著 佐貫健／訳
岩波書店 １９６３．４ みすず書房 １９６４．１１
(１９２ｐ １８ｃｍ) (１８１ｐ ２０ｃｍ)
岩波新書 OH/13/42 1108944446

OH/14/4 1108944610

◆OH
◆OH アリストテレス全集 １５

アウグスチヌス小伝 アリストテレス／著 山本光雄／訳 村川堅太郎／訳 山本光雄
三谷隆正／著 ／編集
三省堂 １９４１．１２ 岩波書店 １９８８．１２
(２３２ｐ １９ｃｍ) (５００，３０ｐ ２２ｃｍ)

OH/13/19 1108943711 内容：政治学（山本光雄訳）　経済学（村川堅太郎訳）　解説
　山本光雄，村川堅太郎著
4-00-091295-X

◆OH OH/13/57 1109339315
悪の研究
齋藤晌／著
東京元々社 １９５９．５ ◆OH
(４０４ｐ ２２ｃｍ) アリストテレス哲学入門

OH/15/9 1108945096 出隆／著
岩波書店 １９７２．１１
(３７２，１４ｐ １９ｃｍ)

◆OH OH/13/56 1108944560
悪魔の辞典
Ａ．ビアス／［著］ 西川正身／選訳
岩波書店 １９６４．６ ◆OH
(１６５，７ｐ １９ｃｍ) イエス
警句 Ｒ．ブルトマン／著 川端純四郎・八木誠一／共訳

OH/15/12 1108945120 未来社 １９６３．６
(２３９ｐ １９ｃｍ)
Ｃｈｒｉｓｔｏｓ

◆OH OH/19/89 1108958461
朝の論語
安岡正篤／著
明徳出版社 １９６２．１１ ◆OH
(２３４ｐ １９ｃｍ) イエス伝詩集 - 荒野に呼ばわる者の声-
人生訓 尾崎安／編訳

OH/12/35 1108942374 ３版
新教出版社 １９６２．２
(１１０ｐ １８ｃｍ)

◆OH OH/19/24 1108955012
新しい道徳の問題点
山内得立／著
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◆OH
イエスとの実存的出会い ◆OH
ラディスラウス・ボロシュ／著 赤波江春海／訳 ゲオルグ・エ 一時間半ですぐ幸福になる
ヴァス／訳 佐藤舜一郎／著
中央出版社 １９７１．１ 幸福道本部 １９６４．４
(３１７ｐ １９ｃｍ) (１４４ｐ １８ｃｍ)

OH/19/103 1108958594 OH/15/27 1108945278

◆OH ◆OH
生きがいの創造 一日一善
出口日出麿／著 延原大川／著
講談社 １９７４ 池田書店 １９５６．２
(２２２ｐ １９ｃｍ) (２６６ｐ １８ｃｍ)
大本教 教養新書

OH/16/48 1108950393 人生訓
OH/15/101 1108949437

◆OH
生きゆく道 ◆OH
天野貞祐／著 一日２４時間をどう活かすか
細川書店 １９４８．５ 生き方研究会／編
(１８９ｐ １８ｃｍ) 青春出版社 １９５９．２

OH/10/50 1108934397 (２０１ｐ １８ｃｍ)
ライフ・ブックス
人生訓

◆OH OH/15/80 1108948934
イザヤ書
矢内原忠雄／著
自家蔵版 ◆OH
向山堂書房 １９３６．１２ 一流の人・妻・子を作る
(２９８ｐ １９ｃｍ) 谷口雅春／著

OH/19/50 1108954973 日本新体制版
光明思想普及会 １９４０．１２
(３３４ｐ １９ｃｍ)

◆OH OH/16/41 1108950328
石田英一郎対談集 -文化とヒューマニズム-
石田英一郎／著者代表
筑摩書房 １９７０．５ ◆OH
(２７５ｐ １９ｃｍ) 一千万人の心をつかんだ秘密 -創価学会の心理戦略-
筑摩叢書 山口彰／著

OH/12/14 1108937366 高木書房 １９６７．６
(２３２ｐ １９ｃｍ)
創価学会

◆OH OH/16/30 1108950245
イスラエル宗教文化史
関根正雄／著
岩波書店 １９５２．２ ◆OH
(７，２０５，１５ｐ　図版１枚 １８ｃｍ) 逸話による現代日本の人間像
岩波全書 木村庄三郎／著
キリスト教－歴史 東京創元社 １９６１．８

OH/16/6 1108949882 (２４５ｐ １９ｃｍ)
OH/15/16 1108945161

◆OH
イスラムの文化圏 -回教の文化- ◆OH
前嶋信次／著 イマーヌエル・カント
至文堂 １９６２．７ ヤハマン／著 木場深定／訳
(２２２ｐ １９ｃｍ) 弘文堂 １９４７．８
世界史新書 (１８２ｐ １９ｃｍ)
イスラム文化 図版あり

OH/16/5 1108949874 OH/13/20 1108943729

◆OH ◆OH
為政三部書 岩波小辞典心理学
安岡正篤／訳註 張養浩／原著 宮城音弥／編
明徳出版社 １９５７．４ 岩波書店 １９５６．９
(１４７ｐ ２２ｃｍ) (２２８ｐ １８ｃｍ)
内容：解題，廟堂忠告，風憲忠告，牧民忠告，為政三部書原文 OH/14/2 1108944594
政治思想－中国

OH/12/75 1108942788
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◆OH
印度学仏教学研究 第２２巻第１号（通巻第４３号） 岩波全書
日本印度学仏教学会／編 インド思想－歴史
日本印度学仏教学会 １９７３．１２ OH/12/38 1108942408
(５３２ｐ ２１ｃｍ)

OH/16/46 1108950377
◆OH

ウェーバー紀行
◆OH 安藤英治／著

印度学仏教学研究 第１４巻　第２号　（通巻第２８号） 岩波書店 １９７２．７
日本印度学仏教学会／編 (２３７ｐ １９ｃｍ)
日本印度学仏教学会 １９６６．３ OH/13/50 1108944529
(３６４，１７１ｐ ２１ｃｍ)
空海（宗教総論）

OH/18/22 1108950658 ◆OH
内村鑑三以後四十年
鈴木俊郎／編

◆OH 岩波書店 １９７１．３
印度学仏教学研究 第２３巻　第２号　（通巻第４６号） (１２８ｐ １９ｃｍ)
日本印度学仏教学会／編 無教会主義
日本印度学仏教学会 １９７５．３ OH/19/90 1108958479
(４６２，１４９ｐ ２１ｃｍ)
空海（宗教総論）

OH/18/46 1108953470 ◆OH
内村鑑三の末裔たち
稲垣眞美／著

◆OH 朝日新聞社 １９７６．６
印度学仏教学研究 第１５巻　第２号　（通巻第３０号） (２３２ｐ １９ｃｍ)
日本印度学仏教学会／編 朝日選書
日本印度学仏教学会 １９６７．３ OH/12/78 1108942812
(ｐ．４７５－９９４ ２１ｃｍ)
空海（宗教総論）

OH/18/88 1108953850 ◆OH
美しい愛児の名前 -新しい時代のよい名前の選び方つけ方-
佐野透／著

◆OH 池田書店 １９６６．７
印度学仏教学研究 第１６巻　第１号　（通巻第３１号） (２０７，１４ｐ １８ｃｍ)
日本印度学仏教学会／編 イケダ３Ｌブックス
日本印度学仏教学会 １９６７．１２ 姓名判断
(４７４ｐ ２１ｃｍ) OH/14/16 1108944933

OH/18/89 1108953868

◆OH
◆OH 美しき日本の再建

印度学仏教学研究 第１７巻　第１号　（通巻第３３号） 谷口雅春／著
日本印度学仏教学会／編 日本教文社 １９７２．７
日本印度学仏教学会 １９６８．１２ (２３８ｐ １９ｃｍ)
(４４５ｐ ２１ｃｍ) OH/18/80 1108953793
空海（宗教総論）

OH/18/90 1108953876
◆OH

美しき人間像 -放送「心の花束」- 第２集
◆OH 小林有方／著

印度学仏教学研究 第１９巻　第２号　（通巻第３８号） 聖パウロ女子修道会 １９６０．９
日本印度学仏教学会／編 (１９９ｐ １８ｃｍ)
日本印度学仏教学会 １９７１．３ ユニヴァーサル文庫
(ｐ．４９０－１０２４ ２１ｃｍ) OH/15/119 1108949619

OH/18/91 1108953884

◆OH
◆OH 宇都宮黙霖

印度古代精神史 知切光歳／著
金倉円照／著 日本電報通信社出版部 １９４２．６
岩波書店 １９３９．１ (４，３９３ｐ １９ｃｍ)
(４，６，４４５，２１ｐ ２２ｃｍ) 郷土偉人傳選書
インド哲学－歴史 哲学 黙霖年譜：ｐ３５３～３８６

OH/12/47 1108942499 OH/18/76 1108953751

◆OH ◆OH
インド思想史 永遠への序曲 -北村一也遺稿集-
中村元／著 北村徳太郎 １９５１．５
岩波書店 １９５６．２ (２２３ｐ １９ｃｍ)
(２７３，４２ｐ １８ｃｍ) OH/10/23 1108934124
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近畿日本鉄道 １９７９．５
(２４９ｐ １９ｃｍ)

◆OH 易・占い
易学入門 OH/14/8 1108944651
安岡正篤／著
明徳出版社 １９６０．１１
(２２６ｐ ２２ｃｍ) ◆OH
易・占い 易と中庸の研究

OH/14/1 1108944586 武内義雄／著
岩波書店 １９４３．６
(３２８ｐ ２２ｃｍ)

◆OH 中庸 易経
易経 天の巻 OH/12/40 1108942424
水野勝太郎／編
ジャーナル社 １９６５．５
(１０２２ｐ １６ｃｍ) ◆OH

OH/12/1 1108937234 易入門
黄小娥／著
光文社 １９６１．１２

◆OH (２１５ｐ １８ｃｍ)
易経 天の巻 易・占い
水野勝太郎／編 OH/14/6 1108944636
改訂版
ジャーナル社 １９７３．２
(１０２２ｐ １６ｃｍ) ◆OH

OH/12/1-2 1109229243 縁生の舟 不滅の世界・神理篇
高橋信次／著
フェイス出版 １９７１．１

◆OH (２３７ｐ １８ｃｍ)
易経 地の巻 OH/16/39 1108950302
水野勝太郎／編
ジャーナル社 １９６５．６
(１１３９ｐ １６ｃｍ) ◆OH

OH/12/2 1108937242 延命十句観音経
竹井博友／著
地産出版 １９７４．３

◆OH (１７８ｐ １８ｃｍ)
易経 人の巻 地産ブックス
水野勝太郎／編 OH/18/83 1108953892
ジャーナル社 １９６５．７
(１２９６ｐ １６ｃｍ)

OH/12/3 1108937259 ◆OH
王陽明研究
安岡正篤／著

◆OH 新版再版
易経 地の巻 明徳出版社 １９６７．６
水野勝太郎／編 (２５９ｐ １９ｃｍ)
改訂版 巻末：参考書目　旧版：大正１１年，新版初版：昭和３５年
ジャーナル社 １９７３．２ 陽明学
(１１３９ｐ １６ｃｍ) OH/12/72 1108942754

OH/12/2-2 1109229250

◆OH
◆OH 王陽明研究

易経 人の巻 安岡正篤／著
水野勝太郎／編 再版
改訂版 玄黄社 １９２５．７
ジャーナル社 １９７３．２ (２８６ｐ １９ｃｍ)
(１２９６ｐ １６ｃｍ) 陽明学

OH/12/3-2 1109309375 OH/12/17 1108937390

◆OH ◆OH
益軒養生訓新説 大本教事件
荻原井泉水／著 出口栄二／著
大法輪閣 １９７５．１ 三一書房 １９７０．１
(２３８ｐ ２２ｃｍ) (２８２ｐ １８ｃｍ)

OH/12/103 1109327930 三一新書
大本教

OH/16/10 1108949924
◆OH

易と人生哲学 -安岡正篤先生講録-
安岡正篤／著
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◆OH
男が不平を言うとき -人生論ショートショート- (３８７ｐ ２０ｃｍ)
清水英夫／著 OH/15/55 1108948686
社友会 １９６３．１０
(２１９ｐ １９ｃｍ)

OH/15/81 1108948942 ◆OH
「型破り」の思想
別宮貞徳／著

◆OH 産業能率短期大学出版部 １９７６．９
己れを作る法 (２３９ｐ １９ｃｍ)
上野陽一／著 OH/15/140 1108949825
増補新訂版
千倉書房 １９３９．１２
(３３３ｐ １９ｃｍ) ◆OH

OH/15/90 1108949338 合本三太郎の日記
阿部次郎／著
角川書店 １９５７．１２

◆OH (４４１ｐ １９ｃｍ)
恩寵と自由 OH/10/32 1108934215
アウグスチヌス／著 竹村清／訳
新生堂 １９３９．４
(１１，３１３ｐ １９ｃｍ) ◆OH

OH/19/40 1108954775 神を識る瞑想の法
ジョエル・ゴールドスミス／［著］ 服部比左治／訳
教文館（発売） １９６０．９

◆OH (２，１８８ｐ　図版１枚 １９ｃｍ)
外国人になった日本人 -ブラジル移民の生き方と変り方- OH/19/48 1108954957
斉藤広志／著
サイマル出版会 １９７８．６
(２２９ｐ １９ｃｍ) ◆OH
移民・植民（日本）－ブラジル 神が道を開く

OH/15/17 1108945179 金子政司／著
金光教徒社 １９７１．１０
(１５１ｐ １９ｃｍ)

◆OH 金光教
囘想の内村鑑三 OH/16/44 1108950351
鈴木俊郎／編
岩波書店 １９５６．３
(３６４ｐ １９ｃｍ) ◆OH
内容：思い出（徳富蘇峰）　ほか５８篇　肖像あり 神と人間 -安心立命への道しるべ-

OH/12/74 1108942770 五井昌久／著
１７版
白光真宏会出版局 １９６９．４

◆OH (１５８ｐ １９ｃｍ)
街頭の禅 白光真宏会
辻双明／著 OH/16/43 1108950344
春秋社 １９５９．５
(２３７ｐ １８ｃｍ)
禅 ◆OH

OH/18/1 1108950872 神との平和
ビリー・グラハム／著 いのちのことば社編集部／訳
６版

◆OH いのちのことば社 １９６３．１
科学方法論 (６，２９４ｐ １８ｃｍ)
戸坂潤／著 キリスト教－感想・説教
岩波書店 １９３９．６ OH/19/86 1108958438
(２７３ｐ ２０ｃｍ)
続哲学叢書
科学方法論 ◆OH

OH/10/49 1108934389 神よりの逃走
ピカート／著 坂田徳男 佐野利勝 森口美都男／訳
みすず書房 １９６３．５

◆OH (２１２ｐ １９ｃｍ)
確信にみちた生活への手引 OH/11/7 1108937150
ノーマン・Ｖ・ピール／著 相沢勉／訳
ダイヤモンド社 １９５６．２
(２９７ｐ １９ｃｍ) ◆OH

OH/15/32 1108945328 河井蒼竜窟の学源 -互尊独尊衍義補-
安岡正篤／著
日本互尊社 １９３６．７

◆OH (１５７ｐ １９ｃｍ)
学問と読書 -現代科学入門- OH/10/34 1108934231
大河内一男／編
東京大学出版会 １９６７．３
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◆OH
カント -存在論および科学論- ◆OH
Ｇ．マルチン／著 門脇卓爾／訳 気学読本
岩波書店 １９６２．９ 波里光徳／編
(８，３０１，１５ｐ １９ｃｍ) 碧楼社 １９７９．１０

OH/13/52 1108944545 (２３４ｐ ２６ｃｍ)
OH/14/18 1108944966

◆OH
カントと社会哲学 ◆OH
杉村廣藏／著 希望を叶へる３６５章
思索社 １９４８．３ 谷口雅春／著
(２５２ｐ　図版 １９ｃｍ) 日本教文社 １９６５．１

OH/13/46 1108944487 (３０９ｐ ２０ｃｍ)
OH/13/18 1108943703 生長の家

OH/16/15 1108949999

◆OH
間弁証法 -真存と理合の道- ◆OH
宮腰利夫／著 希望の革命 -技術の人間化をめざして-
北書房 １９７４．３ エーリッヒ・フロム／著 作田啓一，佐野哲郎／訳
(１４６ｐ １９ｃｍ) 改訂版

OH/11/13 1108937218 紀伊国屋書店 １９７０．９
(２３８ｐ ２０ｃｍ)

OH/13/43 1108944453
◆OH

キェルケゴオルからサルトルへ -実存哲学研究-
高坂正顕／著 ◆OH
９版 君ならばどう生きる
弘文堂 １９５７．２ ロラン・ドルジュレス／著 土居寛之／著 加納晃／訳
(３０６ｐ １９ｃｍ) 二見書房 １９６９．８
実存主義 (２５７ｐ １９ｃｍ)

OH/13/25 1108943778 OH/15/107 1108949494

◆OH ◆OH
気学集成 上巻 旧約聖書 -その歴史・文学・思想-
波里光徳／編 関根正雄／著
碧楼社 １９７４．９ ９版
(５３９ｐ ２７ｃｍ) 創元社 １９５９．３
干支九星学基礎知識篇 (３７１ｐ １９ｃｍ)

OH/14/20 1109340347 創元選書
聖書－旧約

OH/19/19 1108954072
◆OH

気学集成 上巻　
波里光徳／編 ◆OH
碧楼社 １９７４．９ 舊約聖書の倫理
(５３９ｐ ２７ｃｍ) 浅野順一／著
干支九星学基礎知識篇 弘文堂書房 １９４７．８
易・占い (２２７ｐ １９ｃｍ)

OH/14/20 1108944982 聖書－旧約
OH/19/20 1108954080

◆OH
気学集成 下巻 ◆OH
波里光徳／編 教行信証の研究
碧楼社 １９７４．９ 金子大栄／著
(５６０ｐ ２７ｃｍ) 岩波書店 １９５６．１
方位学篇，家相学篇，地相学篇 (５，３１２ｐ １９ｃｍ)
易・占い 真宗

OH/14/21 1108944990 OH/18/31 1108953348

◆OH ◆OH
気学集成 別冊 強者の論理 -天下を争う者は必ず人を争う-
波里光徳／編 岡本隆三／著
碧楼社 １９７５ 青也書店 １９７８．５
(１２５ｐ ２７ｃｍ) (２００ｐ １９ｃｍ)
早出し法，早判り法，暗記法，二十か條 OH/12/69 1108942721
易・占い

OH/14/22 1108945005
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◆OH
教養としての警句と名言 日本聖公会出版部 １９６４．１２
大内一郎／編 (２５７ｐ １９ｃｍ)
日本弁論学会 １９５６．２ OH/19/76 1108958339
(２８６ｐ １８ｃｍ)

OH/15/28 1108945286
◆OH

キリスト教と政治
◆OH Ｊ．Ａ．ハチスン／著 飯坂良明／訳

巨人出口王仁三郎 日本基督教団出版部 １９６１．７
出口京太郎／著 (１９ｃｍ３０２ｐ １９ｃｍ)
講談社 １９７５．６ OH/19/15 1108954031
(５０９ｐ １５ｃｍ)
講談社文庫

OH/16/9 1108949916 ◆OH
キリスト教入門
矢内原忠雄／著

◆OH 角川書店 １９５２．１１
ギリシア神話 下巻 (１８５ｐ １８ｃｍ)
呉茂一／著 角川新書
新潮社 １９５６．８ キリスト教
(３１２ｐ ２０ｃｍ) OH/19/53 1108955004
神話－ギリシア

OH/16/8 1108949908
◆OH

基督教年鑑 １９７０
◆OH 基督教年鑑編集部

ギリシア神話 上巻 キリスト新聞社 １９６９．１２
呉茂一／著 (７２０ｐ ２６ｃｍ)
新潮社 １９５６．６ OH/19/116 1109311231
(２９５，１４ｐ ２０ｃｍ)
神話－ギリシア

OH/16/7 1108949890 ◆OH
キリスト教の弁證
田辺元／著

◆OH 筑摩書房 １９４８．６
ギリシア・ローマ神話辞典 (５１０ｐ ２２ｃｍ)
高津春繁／著 OH/19/1 1108953900
岩波書店 １９６０．２
(６，３８０ｐ １８ｃｍ)
神話－ギリシア－辞典 神話－ローマ－辞典 ◆OH

OH/16/33 1108950260 キリスト教問答 -日本聖公会-
Ｂ．Ｄ．タッカー／著 野坂保三／校訂
日本聖公会北海道教区文書部 １９６４．１１

◆OH (１００ｐ １５ｃｍ)
ギリシャの哲学と政治 OH/19/69 1108958263
出隆／著
岩波書店 １９４８．６
(４０４，１０ｐ ２２ｃｍ) ◆OH
哲学 ギリシャ哲学 キリスト伝

OH/13/3 1108943554 ゼームズ・ストーカー／著 村岡崇光／訳
いのちのことば社 １９５９．７
(２０２ｐ １９ｃｍ)

◆OH OH/19/108 1108958644
基督（キリスト） -イエスの神秘的生涯とその解説-
谷口清超／著
３版 ◆OH
日本教文社 １９６１．９ キリストの形成るまで -随想-
(３９２ｐ １９ｃｍ) 寺井俊健／著

OH/19/78 1108958354 寺井俊健 １９７７．４
(１０６ｐ １９ｃｍ)

OH/19/109 1108958651
◆OH

基督教史
石原謙／著 ◆OH
岩波書店 １９３４．９ 近代日本の精神構造
(２８２，１１ｐ １８ｃｍ) 神島二郎／著
岩波全書 岩波書店 １９６１．２

OH/19/16 1108954049 (７，３６７，１８ｐ ２２ｃｍ)
日本－社会 日本思想

OH/10/19 1108934082
◆OH

キリスト教読本 -新刊-
柳原貞次郎／著
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◆OH
勤労教育の理論と方法 -宗教的行としての集団勤行- ◆OH
大倉邦彦／著 形成的自覚
三省堂 １９３８．１１ 木村素衛／著
(４，２１８ｐ ２０ｃｍ) 再版

OH/15/96 1108949395 弘文堂書房 １９４２．２
(２５７ｐ ２２ｃｍ)

OH/10/52 1108935212
◆OH

偶然性の問題
九鬼周造／著 ◆OH
岩波書店 １９３５．１２ 系統史 -我家の史蹟年忌早見-
(３３１ｐ ２３ｃｍ) 渡辺礒吉／著

OH/10/20 1108934090 渡辺礒吉 １９６６．１２
(１冊 ２６ｃｍ)

OH/16/27 1108950211
◆OH

クオリティ・ライフの発想 -ダチョウ型入間からワシ型人間へ
- ◆OH
渡辺昇一／著 結婚してもしなくても -女だけの幸福論-
講談社 １９７７．６ 川上源太郎／著
(２０７ｐ ２０ｃｍ) 読売新聞社 １９７７．９
人生訓 159.6

OH/15/124 1108949668 (２０６ｐ ２０ｃｍ)
人生訓（女性）

OH/15/141 1109339174
◆OH

久遠乃道標 -二宮翁夜話精説-
福住正兄／原著 八木繁樹／訳注 ◆OH
静岡新聞社 １９７５．６ 結婚と信仰
(４５４ｐ ２２ｃｍ) 塚本虎二／著

OH/15/139 1108949817 伊藤節書房 １９５５．９
(３，１８４ｐ １９ｃｍ)

OH/15/29 1108945294
◆OH

求道者の生涯
古田紹欽／著 ◆OH
読売新聞社 １９７４．４ 限界
(２３４ｐ ２０ｃｍ) 向吉サヲ／著

OH/17/13 1108950856 世界神道大宇宙真理学会 １９７０．１０
(１９３ｐ １９ｃｍ)

OH/17/5 1108950492
◆OH

国のいのち人のいのち -天皇・国家および自己存在の原点-
谷口雅春／著 ◆OH
日本教文社 １９７７．２ 限界を超えて 後篇
(２３６ｐ １９ｃｍ) 岡弓子／著

OH/16/54 1108950450 大宇宙真理学会 １９７２．５
(３８４ｐ ２２ｃｍ)

OH/16/42 1108950336
◆OH

芸術に現われたヨハネ
三浦アンナ／著 ◆OH
岩波書店 １９５４．１２ 研究第二之十年
(３９２ｐ １９ｃｍ) 内村鑑三／著

OH/19/29 1108955061 再版
聖書研究社 １９２６．２
(５５０ｐ ２０ｃｍ)

◆OH OH/19/4 1108953926
経書の伝統
平岡武夫／著
岩波書店 １９５１．１ ◆OH
(２０，５，４３１，１６ｐ ２２ｃｍ) 建国新書

OH/12/44 1108942465 胡蘭成／著
中日新聞社東京本社東京新聞出版局 １９６８．２
(２６９ｐ ２２ｃｍ)

◆OH OH/12/105 1108943372
経世瑣言
安岡正篤／著
刀江書院 １９４０．３ ◆OH
(２９８ｐ １８ｃｍ) 原始キリスト教

OH/12/57 1108942606 波多野精一／著
岩波書店 １９５０．９
(２３３，１３ｐ １８ｃｍ)
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岩波全書
キリスト教－歴史

OH/19/54 1108954817 ◆OH
現代キリスト教講座 第５巻
気賀重躬，熊野義孝，村松克己／［共］編

◆OH 修道社 １９５６．８
原始キリスト教とグノーシス主義 (２８６ｐ １９ｃｍ)
荒井献／著 内容：永遠と時間（熊野義孝），西洋倫理思想とキリスト教（
岩波書店 １９７１．９ 大内三郎），実存主義と信仰（中川秀恭），ヒューマニズム（
(４０２ｐ ２２ｃｍ) 武藤一雄），ニヒリズム（北森嘉蔵），キリスト教社会主義（

OH/19/112 1108958685 阿部行蔵），唯物史観及び科学主義に対するキリスト者の立場
（嶋田啓一郎），自然科学とキリスト教（西川哲治），共産主
義と宗教の問題点（赤岩柔），キリスト教会と平和問題（井上

◆OH 良雄），宗教心理学の展望（今田恵），青年運動の思想（木本
原始基督教の文化史的意識 茂三郎），キリスト教の意義（金子竹蔵），現代人と聖書（小
和辻哲郎／著 塩力）
岩波書店 １９４８．１２ キリスト教－叢書
(２６７ｐ ２２ｃｍ) OH/19/13 1108954015
キリスト教－歴史－古代

OH/19/2 1108953918
◆OH

現代キリスト教講座 第４巻
◆OH 気賀重躬，熊野義孝，村松克己／編

原始仏教の実践哲学 修道社 １９５６．５
和辻哲郎／著 (２８１，７ｐ １９ｃｍ)
改訂版 キリスト教の思想
岩波書店 １９４４．５ 内容：西欧精神史とキリスト教（有賀鉄太郎），宗教哲学と神
(４６１ｐ ２１ｃｍ) 学（清水義樹），宗教的体験と啓示（武藤一雄），キリスト教
仏教 仏教哲学 倫理の根本問題（鈴木正久），旧約聖書の倫理（浅野順一），

OH/18/9 1108950757 福音書および初代教会の倫理思想（村松克己），キリスト教社
会倫理・政治（今中次麿），経済（工藤英一），キリスト教の
結婚観（嶋田啓一郎），現代日本におけるキリスト者のモラル

◆OH （松村克己），神秘主義（西谷啓治），教●主義（気賀重躬）
現象学研究 ，正統主義・自由主義・福音主義（北森嘉蔵），キリスト教教
務台理作／著 育の理論（太田俊雄），近代思想史におけるキリスト教の位置
弘文堂 １９４０．１１ （渡辺信夫），教会の聖奠と礼拝運動（鈴木光武），キリスト
(４２３ｐ ２３ｃｍ) 教の祝祭（気賀重躬）

OH/10/17 1108934066 キリスト教－叢書
OH/19/12 1108954007

◆OH
研心抄 ◆OH
中村天風／著 現代キリスト教講座 第３巻
改訂９版 気賀重躬，熊野義孝，村松克己／編
国民教育普及会 １９６２．４ 修道社 １９５６．４
(２６２ｐ １９ｃｍ) (２９４，７ｐ １９ｃｍ)

OH/10/35 1108934249 キリスト教の歴史
内容：キリスト教の歴史観（熊野義孝），キリスト教前史（民
秋重太郎），古代キリスト教の発展（小川圭治），中世の教会

◆OH （石原謙），宗教改革の発展（福田正俊），各国の宗教改革と
現世界とその未来像 -現代の驚異「世界救世教」から- カトリック教会（気賀重躬）教派の形成とその活動（気賀重躬
横沢朝丸／著 ），近世のキリスト教の世界的発展（山永武雄），キリシタン
［横沢朝丸］ １９６８．２ とは本近世文化（海老沢有道），日本の近代化とキリスト教（
(２０３ｐ ２２ｃｍ) 工藤英一），日本キリスト教百年史（片子沢千代松），宗教・

OH/16/12 1108949940 歴史・人間（高山岩男），キリスト教の社会活動（気賀重躬）
，協会の教育活動（幸田三郎）），青年運動（木本茂三郎），
世界教会運動（小林信雄），海外伝道者の面影（気賀重躬），

◆OH 日本プロテスタント協会の性格（村田四郎）
現代キリスト教講座 第６巻 キリスト教－叢書
気賀重躬，熊野義孝，村松克己／［共］編 OH/19/11 1108953991
修道社 １９５６．６
(３０５，１３ｐ １９ｃｍ)
内容：文学に現れたキリスト教思想（豊田実），イギリス文学 ◆OH
とキリスト教（倉長真），アメリカ文学と宗教性（東山正芳） 現代キリスト教講座 第２巻
，きりすときょうとどいつ文学（高橋健二），キリスト教と北 気賀重躬，熊野義孝，村松克己／編
欧文学（山室静），ロシアのキリスト教文学（吉村善夫），フ 修道社 １９５６．３
ランスのカトリック作家たちは（木村太郎），日本文学とキリ (３５０ｐ １９ｃｍ)
スト教（笹渕友一），現代日本の作家とキリスト教（荒正人） キリスト教と聖書
，ニーチェの反キリスト論（徳沢得二），キリスト教作家とし 内容：聖書正典の成立（手塚儀一郎），聖書と教会の伝統（竹
ての立場から（遠藤周作），文学の倫理と信仰（佐古純一郎） 森満佐一），旧約聖書・律法（船水衛司），歴史書（左近義慈
，キリスト教音楽（由木康），キリスト教美術（吉川逸治） ），文字書（浅野順一），予言書（松田明三郎），福音書の目
キリスト教－叢書 的（高柳伊三郎），使徒の活動（高柳伊三郎），パウロの書簡

OH/19/14 1108954023 （松本卓夫），ヘブル人への手紙と教会書簡１（山谷省吾），
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教会書簡２（熊野清子），黙示録の意味（高橋虔●），聖書解 社会心理学
釈の諸問題奇蹟について（桑田秀延），聖書の解釈について（ OH/10/40 1108934298
小島潤），聖書の非神話化の問題（山岡喜久男），聖書神学の
研究（熊野義孝），聖書と文化史（気賀重躬）
キリスト教－叢書 聖書 ◆OH

OH/19/10 1108953983 現代日本の哲学
西谷啓治／編
雄渾社 １９６７．１０

◆OH (１７３ｐ １９ｃｍ)
現代キリスト教講座 第１巻 研究報告 「日本の哲学」の三つの原理(梅原猛) 日本における
気賀重躬，熊野義孝，村松克己／編 哲学的思索の課題(上山春平) 日本の近代哲学の発展形式(船山
修道社 １９５６．２ 信一) 質疑・応答,総括.
(３０４，５ｐ １９ｃｍ) OH/12/20 1108937424
キリスト教の教義
内容：教議の概要（熊野義孝），神（桑田秀延），イエスの生
涯と教訓（竹森満佐一），キリストの行為（竹森満佐一），パ ◆OH
ウロの生涯と中心思想（田島信之），救済の問題（熊野義孝） 現代の苦悩と宗教
，聖霊（松村克己），三位一体（北森嘉蔵），教会（気賀重躬 門脇佳吉／編
），キリスト教の世界観（村松克己），キリスト教の人間観（ 創元社 １９７６．１１
松木治三郎），キリスト教的希望（岡田五作），贖罪爰につい (１９５ｐ １９ｃｍ)
て（賀川豊彦），キリスト教の信仰，第一巻のための解説 宗教
キリスト教－教義 OH/16/22 1108950161

OH/19/9 1108953975

◆OH
◆OH 現代の実践倫理

現代思想入門 Ｈ．エルリンハ－ゲン／著 小林珍雄／訳
清水幾太郎／著 改訂増補
岩波書店 １９５９．１ 春秋社 １９５８．４
(３３２ｐ １９ｃｍ) (１９２，７ｐ １９ｃｍ)
世界観 倫理学

OH/10/30 1108934199 OH/15/38 1108945385

◆OH ◆OH
現代宗教と政治 現代の神話 -正しいものの考え方- 下
村上重良／著 Ｂ．ダンハム／著 泉誠一／訳
東京大学出版会 １９７８．６ 岩波書店 １９５４．９
(２１１ｐ １９ｃｍ) (３，２５８，７ｐ １８ｃｍ)
ＵＰ選書 岩波新書
宗教－日本 現代哲学

OH/16/50 1108950419 OH/10/75 1108935444

◆OH ◆OH
現代人の指標 -禅の立場から- 現代の世界観的状況
１９５６．１０ 原佑／著
(２７３ｐ １９ｃｍ) 理想社 １９６４．９

OH/18/49 1108953504 (２７７ｐ １９ｃｍ)
哲学全書 
世界観

◆OH OH/10/29 1108934181
現代生活の論理
田中耕太郎／著
春秋社 １９５７．６ ◆OH
(２９８ｐ １９ｃｍ) 現代の帝王学

OH/10/57 1108935261 伊藤肇／著
プレジデント社 １９７９．４
(３０７ｐ ２０ｃｍ)

◆OH 経営者
現代日本思想大系 ２８ OH/15/134 1108949767
筑摩書房 １９６３．７
(４３９ｐ ２０ｃｍ)
日本思想 ◆OH

OH/12/91 1108943240 現代の道標
安岡正篤／著
明徳出版会 １９５６．７

◆OH (１２２ｐ １９ｃｍ)
現代日本の精神構造 OH/15/23 1108945237
見田宗介／著
弘文堂 １９６５．４
(２４０ｐ １９ｃｍ) ◆OH
フロンティア・ライブラリー 現代のヒューマニズム

- 10 -－46－



務台理作／著 岩波書店 １９５１．５
岩波書店 １９６１．６ (３，２０４ｐ　図版１枚 １８ｃｍ)
(８，１９０ｐ　図版１枚 １８ｃｍ) 岩波新書
岩波新書 OH/12/61 1108942648
ヒューマニズム

OH/11/6 1108937143
◆OH

孔子 -その人とその伝説-
◆OH Ｈ．Ｇ．クリール／著 田島道治／訳

現代の不安と宗教 岩波書店 １９６１．１
高山岩男／著 (１０，４６２，１１ｐ ２２ｃｍ)
創文社 １９５５．１ OH/12/49 1108942515
(５，３，２６７ｐ １９ｃｍ)
宗教学

OH/16/26 1108950203 ◆OH
恒続林思想
アルフレート・メーラー／著 平田慶吉／訳

◆OH 岩波書店 １９３８．１
現代のヨーロッパ哲学 (２６，１８７ｐ ２０ｃｍ)
Ｊ．Ｍ．ボヘンスキー／著 桝田啓三郎／訳 OH/12/43 1108942457
岩波書店 １９５６．４
(３１４，６６ｐ １９ｃｍ)
岩波現代叢書 ◆OH
哲学 孝道序論

OH/13/11 1108943638 佐藤通次／著
OH/13/51 1108944537 白水社 １９３７

(２９，４５８ｐ １９ｃｍ)
OH/15/93 1108949361

◆OH
現代ヨーロッパの精神
加藤周一／〔著〕 ◆OH
岩波書店 １９５９．２ 皇道哲学
(２４１ｐ １９ｃｍ) 佐藤通次／著
社会思想－ヨーロッパ 朝倉書店 １９４１．１０

OH/13/12 1108943646 (４５０，１５ｐ ２２ｃｍ)
現代哲学叢書

OH/15/110 1108949528
◆OH

顕如上人伝
宇野本空／編 ◆OH
宇野本空 １９４１．４ 業道と解脱
(２１６ｐ ２２ｃｍ) 岩本月洲／著

OH/18/55 1108953553 ８版
真人会 １９６７．６
(２４２ｐ １９ｃｍ)

◆OH OH/18/69 1108953694
孝経
水野勝太郎／編
改訂版 ◆OH
ジャーナル社 １９７３．１ 幸福になる愛児の名づけ方 -命名のための便利字典-
(２６８ｐ １６ｃｍ) 佐藤六竜／著

OH/12/10-2 1109229326 金園社 １９７０．１０
(４３４ｐ １９ｃｍ)
姓名判断

◆OH OH/14/14 1108944917
孝経簡抄
水野勝太郎／編
ジャーナル社 １９６３．９ ◆OH
(２６８ｐ １６ｃｍ) 幸福になる条件 -ひとつの考え方-

OH/12/10 1108937325 高橋義孝／著
新潮社 １９５７．７
(２１１ｐ ２０ｃｍ)

◆OH OH/15/61 1108948736
口語新約聖書 ２
日本聖書協会 １９５４
(ｐ２３３－４０９ ２２ｃｍ) ◆OH
聖書－新約 幸福の探求

OH/19/46 1108954932 中石庭／著
勁草出版サービスセンター １９７９．１１
(２０３ｐ ２０ｃｍ)

◆OH 幸福
孔子 OH/15/121 1108949635
貝塚茂樹／著
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◆OH
◆OH 故国の妻へ

幸福の秘訣 和辻哲郎／著
ビリー・グラハム／著 相沢勉／訳 角川書店 １９６５．１
いのちのことば社 １９６６．９ (４９５ｐ １９ｃｍ)
(５，２１５ｐ １８ｃｍ) OH/10/67 1108935360
信仰録（プロテスタント）

OH/15/59 1108948710
◆OH

心 -いかに生きたらいいか-
◆OH 高田好胤／著

幸福論 徳間書店 １９６９
アラン／著 石川湧／訳 (２３４ｐ １９ｃｍ)
東京創元社 １９５８．１２ 法相宗－感想・説教
(３０８ｐ １９ｃｍ) OH/15/68 1108948801
フランス哲学

OH/15/24 1108945245
◆OH

こころの光
◆OH 村山熊太／著

幸福論 真人会本部 １９７２．１０
三谷隆正／著 (１６７ｐ １８ｃｍ)
近藤書店 １９４４．３ OH/18/78 1108953777
(２８６ｐ １９ｃｍ)

OH/15/26 1108945260
◆OH

乞食桃水伝
◆OH 田中茂／著

弘法大師空海 -記念碑建立記念- 建設社出版部 １９３９．９
弘法大師空海刊行会／編 蓮生善隆／監修 (３０５ｐ １９ｃｍ)
弘法大師空海刊行会 １９８２．８ OH/18/75 1108953744
(２５８ｐ ２９ｃｍ)
空海（空海総論）

OH/16/34 1109027795 ◆OH
御聖言
世界真光文明教団／編

◆OH 世界真光文明教団 １９７０．８
弘法大師の宗教と生涯 (４８６ｐ １７ｃｍ)
久野芳隆／著 OH/16/57 1109058212
３版
三省堂 １９３８．１１
(２９３，２ｐ １８ｃｍ) ◆OH

OH/18/77 1108953769 国家と宗教 -ヨーロッパ精神史の研究-
南原繁／著
改版

◆OH 岩波書店 １９５８．１２
荒野の泉 (２６４ｐ ２２ｃｍ)
Ｃ．Ｅ．カウマン夫人／著 山崎亭治／訳 OH/13/8 1108943604
改訂１１版
福音文書刊行会 １９７７．２
(４０８ｐ １９ｃｍ) ◆OH

OH/19/31 1108955087 古典の知恵袋 -東と西の処世術入門-
小堀桂一郎／著
講談社 １９７９．２

◆OH (２４７ｐ ２０ｃｍ)
古今格言名句集成　翰墨自在 処世法
藤原楚水／編 OH/15/135 1108949775
清雅堂 １９７７．９
(５４８ｐ ２３ｃｍ)
書道 ◆OH

OH/15/128 1108949700 こと比ら ｎｏ．３４　昭和５４年新春号
琴平山文化会／［編］
琴平山文化会 １９７９

◆OH (１６２ｐ ２１ｃｍ)
古今聖歌集 -譜付- OH/17/15 1109319416
古今聖歌集改訂委員／〔編〕
戦後第４版
古今聖歌集改訂委員会 １９５２．７ ◆OH
(１冊 １６ｃｍ) ことわざ・名言辞典
聖歌 永岡書店／編

OH/19/21 1108954098 永岡書店 １９７６．１０
(３３４ｐ １７ｃｍ)
諺 格言
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OH/15/125 1108949676
◆OH

菜根譚簡抄
◆OH 水野勝太郎／著

この永遠なるもの ３版
西谷啓治／著 吉川幸次郎／著 ジャーナル社 １９６２．７
雄渾社 １９６７．１０ (２４１，５７ｐ １６ｃｍ)
(２１６ｐ １９ｃｍ) 付：菜根譚原文
宗教 OH/15/77-3 1109229359

OH/10/64 1108935337

◆OH
◆OH 最初の哲学者たち

この人を見よ ジョージ・トムソン／著 出隆 池田薫／訳
マーサ・Ｎ・タッカー／著 高塚正規／訳 岩波書店 １９５８．３
基督教学従兄弟団  １９７０．１１ (４５３，２４ｐ ２２ｃｍ)
(４５９ｐ ２０ｃｍ) OH/10/77 1108935469

OH/19/68 1108958255

◆OH
◆OH 最澄と空海

これだけは知らねばならない -これは役立つ- １０ 長与善郎／著
新生活研究会／編 創文社 １９５３．３
青春出版社 １９６１．２ (１８４ｐ １９ｃｍ)
(１８８ｐ １８ｃｍ) OH/18/18 1108950641
ライフ・ブックス

OH/15/33 1108945336
◆OH

催眠術入門 -あなたも心理操縦ができる-
◆OH 藤本正雄／著

根本仏教とは何か -現代文明への提言- 光文社 １９５９．９
井上真六／著 (２３７ｐ １８ｃｍ)
山手書房 １９７７．８ カッパ・ブックス
(２１９ｐ ２０ｃｍ) 催眠術

OH/16/47 1108950385 OH/14/12 1108944693

◆OH ◆OH
混迷と頽廃のなかから -われわれキリスト者はこう考える- 作家と人間
大塚久雄／著 藤田若雄／著 Ｌ．フォイエルバッハ／著 桝田啓三郎／訳
みすず書房 １９６７．５ 勁草書房 １９７１．１０
(１３９ｐ １９ｃｍ) (２１２ｐ ２０ｃｍ)
矢内原忠雄五周年記念講演 OH/15/73 1108948850
無教会主義

OH/19/70 1108958271
◆OH

雑華厳浄
◆OH 佐薙知／編

在家禅入門 毎日新聞社 １９７２．６
苧坂光竜／著 (１６１ｐ ２１ｃｍ)
大蔵出版 １９６９．５ OH/18/79 1108953785
(２５８ｐ ２０ｃｍ)
大蔵選書
禅 ◆OH

OH/18/37 1108953405 サルトルとの対話
日高六郎／［ほか］著
人文書院 １９６７．６

◆OH (１６０Ｐ　図版２枚 １８ｃｍ)
菜根譚簡抄 人文選書
水野勝太郎／編 OH/13/35 1108943877
再版
ジャーナル社 １９５７．８
(２４１，５７ｐ １６ｃｍ) ◆OH

OH/15/77-2 1108948900 三階教之研究
矢吹慶輝／著
岩波書店 １９７３．９

◆OH (７９２，４１５，３１ｐ ２７ｃｍ)
菜根譚簡抄 三階教
水野勝太郎／編 OH/18/84 1109027860
ジャーナル社 １９５７．７
(２４１ｐ １６ｃｍ)

OH/15/77 1109229342 ◆OH
三経和讃講話
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金子大栄／著 ◆OH
弥生書房 １９６９．５ 四十歳の出発 -二度めの人生論-
(２９７ｐ １９ｃｍ) ニ－ナ・オニ－ル，ジョ－ジ・オニ－ル／［著］ 広中和歌子
和讃 真宗－感想・説教 ／訳

OH/18/34 1108953371 河出書房新社 １９７５
(３２０ｐ １９ｃｍ)
人生訓

◆OH OH/15/79 1108948926
懺悔道としての哲学
田辺元／著
岩波書店 １９４６．４ ◆OH
(３４８ｐ ２１ｃｍ) 自修 昭和４７年新年臨時号

OH/10/4 1108933936 亀井鉄之助／編
関西気学会同門会 １９７２
(１６３ｐ ２６ｃｍ)

◆OH OH/14/17 1108944941
懺悔の生活
西田天香／著 一灯園／編
春秋社 １９２２．３ ◆OH
(４０８，３ｐ ２０ｃｍ) 思想史を歩く 上
一灯園叢書 朝日新聞社／編
一灯園－感想・説教 朝日新聞社 １９７４

OH/16/35 1108950278 (２５８ｐ １９ｃｍ)
朝日選書
各章末：参考文献

◆OH 日本思想－歴史－明治以後
山頂をめざして OH/12/93 1108943265
Ｌ・Ｂ・カウマン／著 松代幸太郎／訳
いのちのことば社 １９６３．４
(５９５ｐ １９ｃｍ) ◆OH
キリスト教－感想・説教 思想戦の唯中をゆく

OH/19/57 1108954841 高瀬恒徳／著
斉藤書店 １９５０．１
(３，２，１４９ｐ １８ｃｍ)

◆OH OH/19/37 1108954742
時間論
三宅剛一／著
岩波書店 １９７６．５ ◆OH
(１４０ｐ １９ｃｍ) 思想とはなにか
時間・空間 古在由重／著

OH/11/14 1108937226 岩波書店 １９６０．１０
(２０６ｐ １８ｃｍ)
岩波新書

◆OH OH/10/78 1108935477
自己開発法 -あなたのかくれた才能を発掘する本-
武田豊／著
大和書房 １９６７．６ ◆OH
(２０１ｐ １８ｃｍ) 思想の歴史 １
ペンギン・ブックス 平凡社 １９６５．４

OH/15/65 1108948777 (４２０ｐ １９ｃｍ)
OH/10/31 1108934207

◆OH
四国八十八ヵ所 上 ◆OH
平幡良雄／著 七面大明神のお話
改版 森宮義雄／著
札所研究会 １９７２．１２ 七面大明神奉賛会 １９７２．５
(２５８ｐ １８ｃｍ) (１４３ｐ １８ｃｍ)
古寺巡礼シリーズ OH/17/8 1108950823
空海（四国霊場・巡礼）

OH/18/52 1108953538
◆OH

実存と愛と実践
◆OH 田辺元／著

四国八十八ヵ所 下 筑摩書房 １９４６．１２
平幡良雄／著 (３４０ｐ ２２ｃｍ)
改版 OH/10/2 1108933910
札所研究会 １９７２．１２
(３０４ｐ １８ｃｍ)
古寺巡礼シリーズ ◆OH

OH/18/53 1108953546 嫉妬の時代
岸田秀／著
飛鳥新社 １９８７．７
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(２６７ｐ ２０ｃｍ)
4-87031-037-6 ◆OH

OH/15/67 1108948793 死に勝つ
塚本虎二／著
伊藤節書房 １９３６．５

◆OH (１９９ｐ １９ｃｍ)
史的一元論 OH/15/20 1108945203
プレハーノフ／著 川内唯彦／訳
鐵塔書院 １９３１．５
(３４８，８ｐ ２２ｃｍ) ◆OH

OH/13/10 1108943620 自分の力を引出す法
エルマー・ホイラー／著 平松晃一／訳
ダイヤモンド社 １９５８．８

◆OH (２６９ｐ １９ｃｍ)
志道花心録 第２巻 OH/15/69 1108948819
松本明重／著
日本民主同志会本部東京　恒友出版（発売） １９７５
(５７９ｐ（図・肖像共） ２３ｃｍ) ◆OH
世界救世教 詩篇 -旧約聖書-

OH/18/42 1108953454 新改訳聖書刊行会／翻訳
新改訳
日本聖書刊行会 １９６８．９

◆OH (１３８ｐ １９ｃｍ)
児童心理学研究 OH/19/43 1108954809
守屋光雄／著
京都印書館 １９４５．７
(３２３ｐ ２１ｃｍ) ◆OH
児童心理学 社会科学と信仰の間

OH/14/13 1108944701 大塚久雄／著 住谷一彦／編
図書新聞社 １９６７．１０
(３４８，９ｐ １９ｃｍ)

◆OH 社会科学 キリスト教
支那思想研究 OH/19/80 1108958370
橘樸／著
日本評論社 １９３６．８
(５１９ｐ ２３ｃｍ) ◆OH

OH/12/46 1108942481 社会史的思想史
三木清，林達夫，羽仁五郎，本多謙三／著
岩波書店 １９４９．２

◆OH (４，３５４ｐ ２１ｃｍ)
支那思想史 内容：古代（三木清），中世（林達也），近世（羽仁五郎），
武内義雄／著 現代（本多謙三）
岩波書店 １９３６．５ 哲学－歴史 社会思想－歴史
(３４６，８ｐ １７ｃｍ) OH/10/54 1108935238
岩波全書

OH/12/37 1108942390
◆OH

社会主義と実存哲学 -現代社会と自由の反抗-
◆OH 武藤光朗／著

支那人の古典とその生活 創文社 １９５８．１
吉川幸次郎／著 (１８２ｐ ２２ｃｍ)
改版 実存主義 社会主義
岩波書店 １９６４．９ OH/10/39 1108934280
(１７１ｐ １９ｃｍ)

OH/12/101 1108943349
◆OH

釈宗活禅師全集 第１巻
◆OH 釈宗活／著

支那の土地と人 森江書店 １９６５．３
クレツシイ／著 三好武二／訳 (５５３，５９ｐ ２２ｃｍ)
偕成社 １９３９．６ OH/18/86 1108953835
(６２５ｐ １９ｃｍ)

OH/12/36 1108942382
◆OH

宗教社会学論選
◆OH マックス・ヴェーバー／著 大塚久雄，生松敬三／訳

支那仏教史 みすず書房 １９７２．１０
宇井伯寿／著 (２１９ｐ １９ｃｍ)
岩波書店 １９３６．９ OH/17/14 1108950864
(２５７ｐ １７ｃｍ)
岩波全書

OH/18/4 1108950906 ◆OH
宗教・政治・大学論
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ホワイト／著 村井実／訳 ３版
牧書店 １９６０．７ 伊藤節書房 １９５５．４
(１８９ｐ １９ｃｍ) (７，２６５ｐ １９ｃｍ)

OH/13/38 1108943901 キリスト教
OH/16/3 1108949858

◆OH
宗教・性・政治 -ラッセル珠玉集- ◆OH
ラッセル／著 宗教と哲学の根本にあるもの -波多野精一博士の学業について
社会思想研究会出版部 １９６０．４ -
(１８１ｐ １９ｃｍ) 石原謙／〔ほか〕著
社会思想選書 岩波書店 １９５４．９

OH/15/22 1108945229 (２５８ｐ ２２ｃｍ)
宗教哲学 キリスト教

OH/10/18 1108934074
◆OH

宗教的信念 -かたくななる人のために-
フランクリン・Ｂ．アリス，Ａ．Ｆ．ブライアント／著 入江 ◆OH
勇起男／訳 宗教と反抗人
岩波書店 １９５３．１ コリン・ウィルソン／著 中村保男／訳
(９，１４０ｐ　図版１枚 １８ｃｍ) 紀伊国屋書店 １９６５．１２
キリスト教－教義 (２９６ｐ １９ｃｍ)

OH/16/36 1108950286 OH/16/25 1108950195

◆OH ◆OH
宗教的信念 -かたくななる人のために- 宗教の真理
フランクリン・Ｂ．アリス，Ａ．Ｆ．ブライアント／著 入江 片山正直／著
勇起男／訳 岩波書店 １９４１．９
岩波書店 １９７０．７ (３３２ｐ ２２ｃｍ)
(１１，１４０ｐ　図版１枚 １９ｃｍ) 宗教哲学
キリスト教－教義 OH/16/1 1108949833

OH/19/94 1108958503

◆OH
◆OH 宗教は必要か

宗教哲学 バートランド・ラッセル／著 大竹勝／訳
波多野精一／著 増補改訂版
岩波書店 １９３５．４ 荒地出版社 １９６８．４
(３１７ｐ １８ｃｍ) (２４５ｐ ２０ｃｍ)
岩波全書 OH/16/19 1108950138

OH/12/53 1108942556

◆OH
◆OH 宗教は必要か

宗教哲學序論 バートランド・ラッセル／著 大竹勝／訳
波多野精一／著 荒地出版社 １９５９．２
岩波書店 １９４０．５ (２０１ｐ ２０ｃｍ)
(２０８ｐ ２２ｃｍ) OH/16/20 1108950146
宗教哲学

OH/16/2 1108949841
◆OH

十字架の道
◆OH 石川ヨシ子／編・［画］

宗教と国家 -エレミヤ記の研究- 鹿島出版会 １９７６．１２
江原万里／著 (７１ｐ（はり込図１４枚共） １８×２０ｃｍ)
岩波書店 １９３２．１２ OH/19/102 1108958586
(４６０ｐ １９ｃｍ)

OH/19/39 1108954767
◆OH

宗祖としての道元禅師
◆OH 衛藤即応／著

宗教と社会倫理 -古代宗教の社会思想- 岩波書店 １９４４．７
中村元／著 (１６，２，３８２ｐ ２１ｃｍ)
岩波書店 １９５９．６ 道元
(１４、４６０ｐ ２２ｃｍ) OH/18/15 1108950617
インド－宗教－歴史

OH/16/23 1108950179
◆OH

羞恥・同情・運命 -『ツァラトーストラ』-
◆OH 土井虎賀壽／箸

宗教と人生 岩波書店 １９３６．１１
塚本虎二／著 (３６７ｐ ２４ｃｍ)
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OH/13/9 1108943612

◆OH
◆OH 尚書正義 第３冊周の書（上）

自由論 -全訳- 吉川幸次郎／訳
Ｊ．Ｓ．ミル／著 柳田泉／訳 岩波書店 １９４１．１１
春秋社 １９６１．１２ (５２０，７ｐ ２２ｃｍ)
(１６６ｐ １９ｃｍ) OH/12/25 1108937473
ＳＨＵＮＪＵ　ＢＯＯＫＳ

OH/13/23 1108943752
◆OH

尚書正義 第４冊周の書（下）
◆OH 吉川幸次郎／訳

出世をしない秘訣 -すばらしきエゴイズム- 岩波書店 １９４３．２
ジャン＝ポール・ラクロワ／著 椎名其二／訳 (４７７，５ｐ ２２ｃｍ)
理論社 １９６０．１ OH/12/26 1108937481
159
(２０３ｐ １８ｃｍ)
人生訓 ◆OH

OH/15/34 1108945344 聖徳太子 １
梅原猛／著
小学館 １９８０．３

◆OH (３５８ｐ ２０ｃｍ)
主の祈りの研究 巻末：引用文献
塚本虎二／著 日本－歴史－大和時代
７版 OH/18/87 1108953843
伊藤節書房 １９５９．１０
(１３７ｐ １９ｃｍ)

OH/19/27 1108955046 ◆OH
聖徳太子 -憲法思想とその背景-
白石重／著

◆OH 松風社書房 １９６６．９
種の論理の弁証法 (１９３ｐ １９ｃｍ)
田辺元／著 OH/18/33 1108953363
秋田屋 １９４７．１１
(１８７ｐ ２２ｃｍ)

OH/10/3 1108933928 ◆OH
正法眼蔵序説
衛藤即応／著

◆OH 岩波書店 １９５９．５
純粋寛容批判 (３４６ｐ ２２ｃｍ)
Ｒ・Ｐ・ウォルフ／［ほか］著 大沢真一郎／訳 正法眼藏
せりか書房 １９６８．１０ OH/18/71 1108953710
(１６６ｐ ２０ｃｍ)
寛容を超えて（ロバート・ポール・ウォルフ），寛容と科学的
見地（バリントン・ムーア・ジュニア），抑圧的寛容（ハーバ ◆OH
ード・マルクーゼ） 正法眼蔵の哲学私観

OH/15/71 1108948835 田辺元／著
岩波書店 １９３９．５
(１０４ｐ １９ｃｍ)

◆OH OH/10/6 1108933951
情意生活の方法 -成功する人間関係-
加藤諦三／著
大和書房 １９７８ ◆OH
(２４４ｐ １９ｃｍ) 初期ギリシア哲学者断片集
人生訓 山本光雄／訳編

OH/11/12 1108937200 岩波書店 １９５８．５
(１５３ｐ ２２ｃｍ)
参考にした主な文献：ｐ１５１～１５３

◆OH ギリシア哲学
尚書正義 第１冊虞の書 OH/13/40 1108944420
吉川幸次郎／訳
岩波書店 １９４０．２
(４９５ｐ ２２ｃｍ) ◆OH

OH/12/23 1108937457 燭の火
伊藤肇／著 梶原一明マスコミ事務所／編
限定版

◆OH 構造社出版 １９７５．１２
尚書正義 第２冊夏の書商の書 (２５３ｐ ２２ｃｍ)
吉川幸次郎／訳 OH/15/123 1108949650
岩波書店 １９４０．１０
(４５７，６ｐ ２２ｃｍ)

OH/12/24 1108937465
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◆OH
心経随喜 本人. 附録 西園寺公望の伊藤輶斎に寄せた書簡および伊藤蘭嵎
胡蘭成／著 がこと,Ito Jinsai(仁斎学案英訳) 
筑波山梅田開拓筵 １９６７．４ OH/12/80 1108942838
(１６４ｐ ２２ｃｍ)
般若心経

OH/18/41 1108953447 ◆OH
真実 -予言者エレミヤ-
浅野順一／著

◆OH 創文社 １９５８．１１
新・教養主義のすすめ (１９２ｐ １９ｃｍ)
坂本二郎／著 聖書－旧約
ＰＨＰ研究所 １９７９．５ OH/19/55 1108954825
(２１８ｐ １９ｃｍ)

OH/15/131 1108949734
◆OH

真実に生きる道
◆OH 柳田謙十郎／著

神宮と憲法 文理書院 １９５４．４
神社新報社政教研究室／編 (２３６ｐ １９ｃｍ)
神社新報社 １９６３．７ OH/11/8 1108937168
(１５８ｐ １９ｃｍ)

OH/17/3 1108950484
◆OH

神社名鑑
◆OH 神社本庁調査部／編

箴言註釈 -天風哲人- 神社本庁神社名鑑刊行会 １９６４．１
中村天風／著 (９５６ｐ ２７ｃｍ)
天風会 １９６３．１ OH/17/4 1109027811
(２９１ｐ ２２ｃｍ)

OH/15/11 1108945112
◆OH

新宗教の時代 -大衆と宗教の出会い-
◆OH 梅原正紀／著

人口・移住の問題とカトリック -時事小論と短評集- 日新報道 １９７９．９
佐々木鉄治／著 (２１５ｐ １９ｃｍ)
日本カトリック移住協議会 １９６６．４ 宗教－日本
(２１４ｐ １８ｃｍ) OH/16/49 1108950401
人口問題と移住の研究

OH/19/30 1108955079
◆OH

人生語録
◆OH アラン／著 井沢義雄 杉本秀太郎／訳

信仰・公害・歴史 -信徒のための神学- 弥生書房 １９６０．１０
八代斌助／著 (２４７ｐ １９ｃｍ)
日本聖公会出版事業部 １９７１．４ OH/15/108 1108949502
(２５３ｐ １９ｃｍ)

OH/19/92 1108958495
◆OH

人生読本
◆OH 荻原井泉水／著

信仰生活の実力 実業之日本社 １９６２．２
ムーデー／著 岩辺頼春／訳 (２４５ｐ １９ｃｍ)
三一書店 １９５７．８ OH/15/53 1108948652
(２９２ｐ １９ｃｍ)

OH/19/67 1108958248
◆OH

人生と信仰の問答
◆OH 野依秀市／著

信仰・理性・文明 -ある歴史的分析の試みとして- 大日本真宗宣伝協会 １９４２．１０
Ｈ．Ｊ．ラスキ／〔著〕 中野好夫／訳 (５，６，３０１ｐ １９ｃｍ)
岩波書店 １９５８．９ OH/16/38 1108950294
(２６１ｐ １９ｃｍ)
岩波現代叢書

OH/15/41 1108945542 ◆OH
人生の秋に -随想集-
ヘルマン・ホイヴェルス／著 林幹雄／編

◆OH 春秋社 １９６９．１１
仁斎・徂徠・宣長 (４３７ｐ ２０ｃｍ)
吉川幸次郎／著 巻末：発表年譜，略年譜
岩波書店 １９７５．６ OH/19/42 1108954791
(３２１，４６ｐ ２２ｃｍ)
仁斎東涯学案,伊藤東涯,徂徠学案,民族主義者としての徂徠,日
本的思想家としての徂徠,本居宣長の思想,本居宣長-世界的日
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◆OH
人生のゆくへ (５１４ｐ ２２ｃｍ)
金子大栄／著 OH/15/10 1108945104
全人社 １９４６．１０
(２７２ｐ １９ｃｍ)

OH/15/18 1108945187 ◆OH
真の道神示
萩原真／監修

◆OH 真の道出版部 １９７２．５
人生問答 上 (３６０ｐ ２２ｃｍ)
松下幸之助、池田大作／共著 OH/19/88 1108958453
潮出版社 １９７５．１０
(３４９ｐ ２０ｃｍ)

OH/15/132 1108949742 ◆OH
神秘と人生
山本喜一／著

◆OH ［出版社不明］ １９７１．８
人生問答 下 (２４７ｐ ２０ｃｍ)
松下幸之助、池田大作／共著 OH/10/72 1108935410
潮出版社 １９７５．１０
(３８８ｐ ２０ｃｍ)

OH/15/133 1108949759 ◆OH
新編百朝集
安岡正篤／著

◆OH 福村出版 １９５２．１２
人生は何のために (１６０ｐ １６ｃｍ)
ヘッセン／［著］ 大西昇／訳 OH/15/64 1108948769
改訂版
理想社 １９６５．２
(２１７ｐ １９ｃｍ) ◆OH
宗教思想選書 新編百朝集

OH/15/89 1108949320 安岡正篤／著
福村出版 １９６３．１１
(１６２ｐ １５ｃｍ)

◆OH OH/15/97 1108949403
新説言志録
荻原井泉水／著
春秋社 １９５８．１０ ◆OH
(２４２ｐ １９ｃｍ) 進歩の幻想

OH/15/45 1108948884 ジョルジュ・ソレル／著 川上源太郎／訳
ダイヤモンド社 １９７４．１１
(３２０ｐ ２２ｃｍ)

◆OH 現代思想
新説二宮尊徳 進歩の幻想,マルクス主義の解体. 解説:ソレルの人と思想(川
邱永漢／著 上源太郎) ソレル著作目録:p313-320
春秋社 １９６３．１０ OH/10/76 1108935451
(２４６ｐ ２０ｃｍ)

OH/15/75 1108948876
◆OH

シンボルの哲学
◆OH Ｓ．Ｋ．ランガー／著 矢野万里〔ほか〕／訳

新哲学読本 岩波書店 １９６０．９
柳田謙十郎／著 (３７９，２３ｐ １９ｃｍ)
創文社 １９５３．１２ OH/13/54 1108944578
(４，５，３５５ｐ １９ｃｍ)
哲学

OH/10/26 1108934157 ◆OH
新約聖書
日本聖書協会／［編］

◆OH 改訳
神道思想史 日本聖書協会 １９５２．１２
山田孝雄／著 (４９８，１６６ｐ １３ｃｍ)
神祇院蔵版 聖書－新約
明世堂書店 １９４３．２ OH/19/34 1108954718
(１６９ｐ ２２ｃｍ) OH/19/8 1108953967
神祇叢書
神道－歴史

OH/17/1 1108950476 ◆OH
新約聖書　 -詩篇つき-
日本聖書協会 １９５９

◆OH (４０９， １３０ｐ  １６ｃｍ)
仁の研究 OH/19/82 1108958396
山口察常／著
岩波書店 １９４１．１１

- 19 -－55－



◆OH ◆OH
新約聖書 親鸞・道元・日蓮
日本聖書協会／［編］ 増谷文雄／著
１９５４年改訳 至文堂 １９５６．１
日本聖書協会 １９６７ (１８２ｐ　図版１枚 １９ｃｍ)
(４０９ｐ １５ｃｍ) 日本歴史新書
聖書－新約 OH/18/17 1108950633

OH/19/79 1108958362
OH/19/32 1108955095

◆OH
真理 第９巻（生活篇）

◆OH 谷口雅春／著
新約聖書 改装初版
日本聖書協会／［編］ 日本教文社 １９６４．７
１９５４年改訳 (４００ｐ ２０ｃｍ)
日本聖書協会 １９６１ 生長の家
(１３０ｐ １４ｃｍ) OH/16/14 1108949965
聖書－新約

OH/19/33 1108955103
◆OH

真理への畏敬 -矢内原忠雄先生信仰五十年記念講演-
◆OH 藤田若雄・富田和久・大塚久雄／著

新約聖書 みすず書房 １９６２．４
１９５４年改訳 (８８ｐ １９ｃｍ)
日本聖書協会 １９６２ OH/10/41 1108934306
(１３０ｐ １９ｃｍ)

OH/19/77 1108958347
◆OH

心理学入門
◆OH 宮城音弥／著

新約聖書　英和対照 岩波書店 １９５２．３
７版 (５，２１０，１７ｐ　図版１枚 １８ｃｍ)
日本聖書協会 １９５３．２ 岩波新書
(８０１ｐ １９ｃｍ) 心理学

OH/19/36 1108954734 OH/14/3 1108944602

◆OH ◆OH
新約聖書入門 -心の糧を求める人へ- 人類の帝王学 -メシアへの道 日本人の使命開眼-
三浦綾子／著 無名道名古屋事務所 １９６８．１０
光文社 １９７７．１２ (３６０ｐ １８ｃｍ)
(３０７ｐ １８ｃｍ) 無銘の書
カッパ・ブックス OH/10/68 1108935378
聖書（新約）

OH/19/111 1108958677
◆OH

水平思考５日間コ－ス -誰にでもできる自己開発法-
◆OH エドワ－ド・デボノ／著 高村正憲／訳

新訳孟子 講談社 １９６９．１０
穂積重遠／〔著〕 (２０２ｐ，図版 ２０ｃｍ)
社会教育協会 １９４８．３ 思考
(４６６ｐ ２２ｃｍ) OH/11/3 1108937119
孟子－評釈

OH/12/30 1108942325
◆OH

水平思考の世界 -電算機時代の創造的思考法-
◆OH エドワ－ド・デボノ／著 白井実／訳

新訳論語 講談社 １９６９
穂積重遠／〔著〕 (２３０ｐ ２０ｃｍ)
社会教育協会 １９４７．１ 思考
(６１８ｐ ２２ｃｍ) OH/11/2 1108935501
論語－評釈

OH/12/29 1108942317
◆OH

数理哲学研究
◆OH 田辺元／著

親鸞教の研究 岩波書店 １９２５．５
金子大栄／著 (５０７，１０ｐ ２２ｃｍ)
全人社 １９３８．９ OH/10/1 1108933902
(２６３ｐ ２２ｃｍ)

OH/18/7 1108950732
◆OH

杉本五郎中佐の尊皇と禅
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大山澄太／著 教材社編輯部／編
春陽堂書店 １９４０．５ 教材社 １９４１．１２
(２１１ｐ １９ｃｍ) (２６４ｐ １９ｃｍ)

OH/18/60 1108953603 日本人の死生観(堀場正夫) 生の意識(浅野晃) 生の真理(本荘
可宗) 神道と生死(藤田徳太郎) 生死を超ゆるもの(高神覚昇) 
禅の死生観(東野金瑛) 葉隠の生死観(大木陽堂) 基督教の死生

◆OH 観(加藤一夫) 悟と人生(東福義雄) 愛と死(中谷孝雄) 病死と
図説聖書の世界 １ 自殺(金子準二) 生理学より見た死について(林髞) 生死につい
学習研究社 １９７７．４ てのモノログ(堀秀彦) 死の事実と観念(清水幾太郎) 
(２３９ｐ ３１ｃｍ) OH/10/70 1108935394
イスラエル

OH/19/83 1108958404
◆OH

青春との対話
◆OH 石原慎太郎／著

殉国の論理 番町書房 １９６７．１１
平田内蔵吉／著 (２３７ｐ １８ｃｍ)
山雅房 １９３９．８ 人生のことば
(３００ｐ １９ｃｍ) OH/15/86 1108948991

OH/15/99 1108949411

◆OH
◆OH 聖書

生活の智惠 -人間をつくり生活を更新しよう- 日本聖書協会 １９７６
Ｌ．マンフォード／著 福鎌達夫／訳 (１３２６，４０９，１２ｐ　図版あり ２３ｃｍ)
理想社 １９５６．４ OH/19/58 1108954858
(３０７，１１ｐ ２２ｃｍ)
人生論

OH/15/8 1108945088 ◆OH
聖書
日本聖書協会 １９５９

◆OH (１冊 １６ｃｍ)
生活の智慧３６５章 OH/19/22 1108954106
谷口雅春／著
日本教文社 １９６３．１０
(５，３２９ｐ ２０ｃｍ) ◆OH

OH/15/50 1108948629 聖書語句大辞典
１９６７．９
(１４８３，３４，７０，５４ｐ ２７ｃｍ)

◆OH OH/19/93 1109027878
生活の発見
林語堂／著 阪本勝／訳
創元社 １９３８．７ ◆OH
(１０，５，６，３８０ｐ ２０ｃｍ) 聖書人物伝

OH/10/24 1108934132 沢村五郎／著
いのちのことば社 １９６８．２
(４３９ｐ １８ｃｍ)

◆OH OH/19/105 1108958610
生活の貧しさと心の貧しさ
大塚久雄／〔著〕
みすず書房 １９７８．４ ◆OH
(３４８ｐ ２０ｃｍ) 聖書地図 -換算表つき- １９６１年

OH/19/106 1108958628 改訂
日本聖書協会 １９６１
(１６ｐ １９ｃｍ)

◆OH OH/19/35 1108954726
政治家と実践哲学
安岡正篤／著
全国師友協会 １９８３．１１ ◆OH
(３５６ｐ １９ｃｍ) 聖書とは何か

OH/10/79 1108935485 ダニエル・ロップス／著 Ａ・デル・コール／訳
再版
ドン・ボスコ社 １９６０．２

◆OH (２４５，８ｐ １８ｃｍ)
生死考 カトリック全書
山本米治／著 OH/19/18 1108954064
中央公論事業出版（制作） １９６９．９
(２５９ｐ ２０ｃｍ)

OH/11/5 1108937135 ◆OH
聖書入門
小塩力／著

◆OH 岩波書店 １９５５．１２
生死の思索 (９，２０５，９ｐ，地図 １８ｃｍ)
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岩波新書 (２６４ｐ １９ｃｍ)
OH/19/87 1108958446 OH/19/101 1108958578

◆OH ◆OH
聖書の常識 -日本人は知らなすぎる- 青年と修養
山本七平／著 増田義一／著
講談社 １９８０．１０ 実業之日本社 １９５３．８
(３２７ｐ １８ｃｍ) (３２２ｐ １９ｃｍ)
オレンジバックス 人生訓
聖書 OH/15/30 1108945302

OH/19/100 1108958560

◆OH
◆OH 生命この驚くべきもの -人間の運命-

聖書の人びと ジャン・ロスタン／著 寺田和夫／訳
婦人之友社／編 白水社 １９５５．７
婦人之友社 １９６８．１０ (２２３ｐ １９ｃｍ)
193 人類
(２６５ｐ １９ｃｍ) OH/15/19 1108945195
内容：　旧約聖書の人びと　信仰の父アブラハム　／　植村環
著

OH/19/75 1108958321 ◆OH
生命の実相 -頭注版- 第７巻
谷口雅春／著

◆OH ５４版
精神衛生 全巻 日本教文社 １９７３．１２
田岡種茂／著 (２２１ｐ １９ｃｍ)
〔田岡種茂〕 ［出版年不明］ OH/17/12 1108950849
(１冊 １９ｃｍ)
精神衛生は躾から躾の理想は桃太郎，中巻，下巻，続巻，終巻
，最終巻 ◆OH

OH/16/28 1108950229 西洋近世哲学史稿 下
九鬼周造／著
岩波書店 １９４８．５

◆OH (３６９，３３，２ｐ ２１ｃｍ)
精神と情熱とに関する八十一章 哲学－歴史－近世
アラン／著 小林秀雄／訳 OH/13/5 1108943570
東京創元社 １９６０．５
(２９２ｐ １９ｃｍ)

OH/10/51 1108934405 ◆OH
西洋近世哲学史稿 上
九鬼周造／著

◆OH 岩波書店 １９４４．１１
精神ドックの診断 (３３７，３ｐ ２１ｃｍ)
橋本徹馬／著 哲学－歴史－近世
第４版 OH/13/4 1108943562
紫雲荘出版部 １９５８．１２
(１９０ｐ １８ｃｍ)
人生訓 ◆OH

OH/14/7 1108944644 西洋哲学史
岩崎武雄／著
改訂版

◆OH 有斐閣 １９６１．４
精神療法の理論と実際 -祈祷の科学的解明- (３１９ｐ １９ｃｍ)
平井巽／著 教養全書
再版 西洋哲学－歴史
鹿野苑 １９５７．６ OH/13/15 1108943679
(２７０ｐ １９ｃｍ)

OH/14/11 1108944685
◆OH

西洋の知恵 -図説哲学思想史- 上
◆OH バートランド・ラッセル／著 東宮隆／訳

精神力 -その偉大な力- 社会思想社 １９６８．６
ダン・カスター／著 大原武夫／訳 (３０４ｐ ２２ｃｍ)
ダイヤモンド社 １９６２．１ OH/10/65 1108935345
(３６２ｐ １９ｃｍ)

OH/15/31 1108945310
◆OH

ゼエレン・キェルケゴオル
◆OH 和辻哲郎／著

聖地に咲いた花 筑摩書房 １９４７．８
１９７９．７ (３９８ｐ ２２ｃｍ)
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◆OH
OH/13/7 1108943596 禅苑拾翠

中嶋久万吉／著
明徳出版社 １９５６．２

◆OH (５０２ｐ １９ｃｍ)
世界観と国家観 金剛般若経 般若心経
西谷啓治／著 OH/18/45 1108953462
再版
弘文堂書房 １９４１．１１
(２１０ｐ １９ｃｍ) ◆OH
世界観 禅画の円相

OH/10/47 1108934363 柴山全慶／著
春秋社 １９６９．７
(１５８ｐ ２７×３７ｃｍ)

◆OH 禅宗－伝記
世界観の哲学 OH/18/54 1109027852
理想社／編
理想社 １９４３．１０
(３２８ｐ ２２ｃｍ) ◆OH

OH/10/21 1108934108 戦後の思想問題
長谷川巳之吉／編纂
戦時体制版

◆OH 第一書房 １９３９．９
世界の名著 ４６ (３６０ｐ １９ｃｍ)
中央公論社 １９６６．２ 戰後の思想 / 室伏高信 著. 次の時代思想 / 安部磯雄 著. 強
(６３０ｐ １８ｃｍ) 力日本の再建 / 高木友三郎 著. 戰後の思潮 / 齋藤[ショウ] 
内容：ツァラトゥストラ（手塚富生訳），悲劇の誕生（西尾幹 著. 戰後の文化問題 / 阿部知二 著. 戰後の婦人 / 中川善之
二訳） 助 著. 時代と宗教 / 高神覺昇 著. 

OH/13/27 1108943794 OH/12/99 1108943323

◆OH ◆OH
世界は燃えている 禅・宗教についての十五章
ビリー・グラハム／著 松代幸太郎／訳 辻双明／著
いのちのことば社 １９６６．１１ 春秋社 １９６０．１１
(３５８ｐ １９ｃｍ) (２３８ｐ １８ｃｍ)

OH/19/71 1108958289 Ｓｈｕｎｊû　ｂｏｏｋｓ
OH/18/48 1108953496

◆OH
責任を負う自己 ◆OH
Ｈ．Ｒ．ニーバー／著 小原信／訳 浅草寺仏教文化講座 第２３集（昭和５３年度）
新教出版社 １９６７．４ 塩入亮達／編
(１２，２７８，５ｐ １９ｃｍ) 浅草寺 １９７９．７
キリスト教道徳 (２０２ｐ １９ｃｍ)

OH/10/55 1108935246 仏教－感想・説教
OH/18/40 1108953439

◆OH
積極的生活の技術 ◆OH
ノーマン．Ｖ．ピール／著 相沢勉／訳 禅談
ダイヤモンド社 １９５７．８ 沢木興道／著
(２９４ｐ １９ｃｍ) 普及版　第１５版

OH/15/66 1108948785 大法輪閣 １９４０．８
(３８６ｐ １９ｃｍ)

OH/18/58 1108953587
◆OH

絶對主體道
久松真一／著 ◆OH
弘文堂書房 １９４８．４ 先哲を仰ぐ
(２０７ｐ ２２ｃｍ) 平泉澄／著

OH/10/36 1108934256 再版
日本学協会 １９７２．５
(４３４，５ｐ ２１ｃｍ)

◆OH OH/12/121 1109336238
禅 -悟りへの道-
愛宮真備／著 池本喬・志山博訪／訳
理想社 １９６７．４ ◆OH
(１６８ｐ １９ｃｍ) 先哲に承けて
禅 西内雅／著

OH/18/62 1108953629 小宮山書店 １９４１．６
(２３１ｐ ２２ｃｍ)

OH/15/105 1108949478
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(１５６ｐ ２６ｃｍ)
◆OH 創価学会

先哲の学問 OH/16/29 1108950237
内藤虎次郎／著
弘文堂書房 １９４６．５
(３３４ｐ １９ｃｍ) ◆OH

OH/10/58 1108935279 荘子 -古代中国の実存主義-
福永光司／著
中央公論社 １９６４．３

◆OH (２１０ｐ １８ｃｍ)
禅道俗話 中公新書
間宮英宗／述 中外日報編集局／編纂 OH/12/76 1108942796
貝葉書院 １９１４．３
(４４８，１０６ｐ ２０ｃｍ)
禅宗－法話 ◆OH

OH/18/61 1108953611 荘子
水野勝太郎／編
改訂版

◆OH ジャーナル社 １９７３．１
禅と音楽 (３０７ｐ １６ｃｍ)
中島雅楽之都／著 OH/12/6-2 1109229284
新思社 １９６１．３
(２９３ｐ １９ｃｍ)

OH/18/47 1108953488 ◆OH
荘子　簡抄
水野勝太郎／編

◆OH ジャーナル社 １９６０．１０
禅と美の心をたずねて (３０７ｐ １６ｃｍ)
加藤貴久／著 OH/12/6 1108937283
［加藤貴久］ １９７４．７
(２１２ｐ １８ｃｍ)

OH/18/81 1108953801 ◆OH
荘子物語
諸橋轍次／〔著〕

◆OH 大法輪閣 １９６４．５
禅の伝燈 (４３８ｐ １９ｃｍ)
井上秀天／著 OH/12/66 1108942697
無字書室 １９３５．８
(１８０ｐ ２０ｃｍ)
禅宗 ◆OH

OH/18/66 1108953660 疎外からの自由 -現代に生きる知恵-
谷口隆之助／著
誠信書房 １９６２．１

◆OH (２１６ｐ １９ｃｍ)
禅の道をたどり来て ヒューマン・ブックス
辻双明／著 OH/15/43 1108945567
春秋社 １９５８．１１
(３１２，１２ｐ １９ｃｍ)
禅宗－感想・説教 ◆OH

OH/18/36 1108953389 疎外とヒューマニズム
アルフレート・クレラ／著 藤野渉／訳
青木書店 １９６７．６

◆OH (２１６ｐ １９ｃｍ)
全訳天路歴程 正編 OH/11/9 1108937176
ジョン・バンヤン／著 池谷敏雄／訳
新教出版社 １９５１．２
(２５１ｐ １９ｃｍ) ◆OH
キリスト教－感想・説教 続経世瑣言

OH/19/74 1108958313 安岡正篤／著
刀江書院 １９４２．９
(４２８ｐ １８ｃｍ)

◆OH OH/12/58 1108942614
占領憲法下の日本
谷口雅春／著
日本教文社 １９６９．５ ◆OH
(１３７ｐ １９ｃｍ) 禅に生きる 続

OH/16/40 1108950310 宮島蓬州／著
巧人社 １９３６．７
(６，２７２ｐ １９ｃｍ)

◆OH OH/18/63 1108953637
創価学会の実体解剖論
田村重行／編
邪教撲滅救国連盟創立仮事務所 １９６４．１２
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◆OH
ソクラテス ◆OH
三木清／著 大拙つれづれ草
岩波書店 １９５０．１ 鈴木大拙／著
(２，２，１５５ｐ １９ｃｍ) 読売新聞社 １９６６．１２

OH/13/24 1108943760 (２２９ｐ １９ｃｍ)
仏教

OH/18/38 1108953413
◆OH

その人は慰められん -愛する者の死-
日本基督教団出版部／編 ◆OH
日本基督教団出版部 １９６０．４ 大悲谷観音由来記
(１２０ｐ １８ｃｍ) 横内日史／著
女性と生活シリーズ 〔横内日史〕 １９６５．１
小さき童子にみちびかれて(大塚甫) そは天使なりしか(島村亀 (１０５ｐ １７ｃｍ)
鶴) 文ちゃんのお母さんへ(小野村林蔵) 朝が明け夜が来る如 OH/18/19 1108950583
くに(関屋綾子) ただ神によってのみ慰められる悲しみ(茂義太 OH/18/65 1108953652
郎) 

OH/19/6 1108953942
◆OH

対話　人間いかに生くべきか
◆OH 鈴木大拙／著 古田紹欽／編

その故は神知りたもう -シュザンヌの手紙- 社会思想社 １９６７．１
シュザンヌ／著 (２１４ｐ １９ｃｍ)
７版 仏教
新教出版社 １９６４．３ OH/18/32 1108953355
(１０３ｐ １８ｃｍ)
新教新書
プロテスタント教会 ◆OH

OH/19/63 1108954908 高橋穣小論集
高橋秀俊／［ほか］編
青河書房 １９６８．７

◆OH (２２０ｐ １９ｃｍ)
孫子 OH/10/69 1108935386
桜井忠温／著
フタバ書院成光館 １９３９．４
(４０７ｐ １９ｃｍ) ◆OH

OH/12/15 1108937374 ただ一人のひとに -女性の持っている問題のすべて-
大宅昌／著
青春出版社 １９７３．１

◆OH (２３３ｐ １９ｃｍ)
大学 OH/15/129 1108949718
水野勝太郎／編
改訂版
ジャーナル社 １９７３．１ ◆OH
(２１７ｐ １６ｃｍ) たといそうでなくても

OH/12/8-2 1109229300 安利淑／著
待晨社 １９７２．４
(６０９ｐ ２２ｃｍ)

◆OH OH/19/91 1108958487
大学簡抄
水野勝太郎／編
ジャーナル社 １９６２．４ ◆OH
(３４５ｐ １６ｃｍ) 魂に至る対話

OH/12/8 1108937309 米田友義／編
コルベ出版社 １９７４．５
(２７６ｐ ２１ｃｍ)

◆OH コルベ文庫
太極のひびき 永遠の今（大平正芳，田中英吉）
出居清太郎／著 OH/19/104 1108958602
修養団捧誠会本部 １９６９．１１
(１８３ｐ １９ｃｍ)

OH/16/58 1109306009 ◆OH
為に生きる -文鮮明講演集-
文鮮明／講演

◆OH 光言社 １９７６．１２
大信海 (２２２ｐ ２０ｃｍ)
金子大栄／著 世界基督教統一神霊協会
弥生書房 １９６６．１０ OH/19/97 1108958537
(２５７ｐ １９ｃｍ)
真宗－感想・説教

OH/18/70 1108953702 ◆OH
達磨の研究
関口真大／著
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岩波書店 １９６７．８ 長尾雅人／著
(３７０，２１ｐ ２２ｃｍ) 岩波書店 １９５４．９
禅宗 (４４６ｐ ２２ｃｍ)

OH/18/56 1108953561 OH/18/8 1108950740

◆OH ◆OH
歎異鈔新講話 忠孝論
落合寅平／著 江部鴨村／著 楠正康／著 西晋一郎／著
内外出版社 １９４１．４ 岩波書店 １９３１．１０
(２３８ｐ １９ｃｍ) (３３０ｐ ２３ｃｍ)

OH/18/73 1108953736 OH/15/6 1108945062

◆OH ◆OH
歎異抄夜話 中国五千年の歴史に見る愚者への人間学 -英知・頓知・才知-
岩本月洲／著 寺尾善雄／著
新樹社 １９６５．５ 産業新潮社 １９７９．１０
(２９４ｐ １９ｃｍ) (３３５ｐ １９ｃｍ)
歎異抄 OH/12/77 1108942804

OH/18/26 1108950690 OH/15/127 1108949692

◆OH ◆OH
地位を求める人々 中国古代の思想家たち 上
Ｖ．パッカード／著 郭沫若／著 野原四郎，佐藤武敏，上原淳道／訳
ダイヤモンド社 １９６０．２ 岩波書店 １９５３．８
(３３７ｐ １９ｃｍ) (９，３５６ｐ　図版２枚 １９ｃｍ)
階級 中国－歴史－古代 中国思想

OH/10/56 1108935253 OH/12/27 1108937499

◆OH ◆OH
知識・信仰・懐疑 中国古代の思想家たち 下
Ｋ．レーヴィット／著 川原栄峰／訳 郭沫若／著 野原四郎，佐野武敏，上原淳道／訳
岩波書店 １９５９．８ 岩波書店 １９５７．７
(５，１５４ｐ １９ｃｍ) (６．３９０ｐ １９ｃｍ)

OH/13/41 1108944438 中国－思想 中国－歴史－古代
OH/10/25 1108934140 OH/12/28 1108937507

◆OH ◆OH
知識・信仰・道徳 中国思想史
三谷隆正／著 武内義雄／著
近藤書店 １９４１．１１ 岩波書店 １９３６．５
(３１９ｐ １９ｃｍ) (３６２，８ｐ １８ｃｍ)

OH/19/26 1108955038 岩波全書
中国思想－歴史

OH/12/39 1108942416
◆OH

知識人の良心 -何をなすべきか-
小野協一／［ほか］訳 ◆OH
社会思想社 １９６８．３ 中国哲学史
(１９８ｐ １９ｃｍ) 狩野直喜／著

OH/10/73 1108935428 岩波書店 １９５３．１２
OH/15/94 1108949379 (１５，６６３，１４ｐ　図版１枚 ２２ｃｍ)

中国思想－歴史
OH/12/102 1108943356

◆OH
知的生活
Ｐ．Ｇ．ハマトン／〔著〕 渡部昇一／訳 下谷和幸／訳 ◆OH
講談社 １９７９．５ 中国の故事名言
(４１８ｐ ２２ｃｍ) 和田武司 市川宏／訳
内容：知的生活における肉体的基礎，知的生活における精神的 徳間書店 １９６７．３
基盤，教育について，時間について，金銭の影響力について， (２８５ｐ １８ｃｍ)
習慣と伝統について，女性と結婚，貴族階級と庶民階級につい 中国の思想
て，交際と孤独について，知性の衛生学，商売と知的職業，環 OH/12/97 1108943307
境について

OH/19/98 1108958545
◆OH

中国の思想 １
◆OH 経営思潮研究会 １９６４．５

西蔵仏教研究 (２８６ｐ ２０ｃｍ)
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OH/12/51 1108942531 アラン／〔著〕 桑原武夫，野田又夫／訳
みすず書房 １９７１．５
(２１１ｐ ２０ｃｍ)

◆OH OH/13/53 1108944552
中国の思想 ２
経営思潮研究会 １９６４．６
(２８５ｐ ２０ｃｍ) ◆OH

OH/12/52 1108942549 哲学
宇野正三／著
たくみ工房 １９６９．６

◆OH (３２７ｐ １９ｃｍ)
中国の名著 -その鑑賞と批評- OH/10/60 1108935295
東京大学中国文学研究室／編
勁草書房 １９６１．１０
(４２１ｐ ２０ｃｍ) ◆OH
シナ学 哲学概論

OH/12/59 1108942622 西田幾多郎／著
岩波書店 １９５３．１１
(２２４ｐ ２２ｃｍ)

◆OH 西田哲学
中庸 OH/10/63 1108935329
水野勝太郎／編
改訂版
ジャーナル社 １９７３．１ ◆OH
(２５３ｐ １６ｃｍ) 哲学概論

OH/12/11-2 1109229334 岩元禎／著
近藤書店 １９４４．４
(５４６，１０ｐ ２２ｃｍ)

◆OH OH/10/22 1108934116
中庸　簡抄
水野勝太郎／編
ジャーナル社 １９６１．１２ ◆OH
(２５３ｐ １６ｃｍ) 哲学概論

OH/12/11 1108937333 務台理作／著
岩波書店 １９５８．９
(３０４，１２ｐ ２２ｃｍ)

◆OH OH/10/74 1108935436
沈黙の世界
マックス・ピカート／［著］ 佐野利勝／訳
みすず書房 １９６４．２ ◆OH
(２７８ｐ １９ｃｍ) 哲学散歩 -ヨーロッパ回想記-
哲学 金子武蔵／著

OH/15/42 1108945559 読売新聞社 １９７０．３
(２８６ｐ ２０ｃｍ)
読売選書

◆OH OH/10/38 1108934272
筑紫の神話 -カメラ紀行-
門脇禎二／文 片山摂三／写真
淡交新社 １９６６．５ ◆OH
(２１９ｐ ２２ｃｍ) 哲学通論
神話－日本 田辺元／著

OH/17/7 1108950815 岩波書店 １９３３．１２
(２４３ｐ １８ｃｍ)
岩波全書

◆OH OH/10/5 1108933944
罪と其救ひ
江原万里／著
岩波書店 １９３４．８ ◆OH
(７０４ｐ １９ｃｍ) 哲学とは何か

OH/19/41 1108954783 高山岩男／著
創文社 １９６７．５
(５２０ｐ ２２ｃｍ)

◆OH OH/10/66 1108935352
テアイテトス
プラトン／著
岩波書店 １９４７．９ ◆OH
(５７７ｐ ２２ｃｍ) 哲学入門 -哲学の根本問題-
哲学 田辺元／著

OH/13/36 1108943885 筑摩書房 １９６６．４
(２２５，１６ｐ １９ｃｍ)
筑摩叢書

◆OH OH/10/61 1108935303
デカルト
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(４４２ｐ ２２ｃｍ)
◆OH OH/10/12 1108934017

哲学入門 補説第三
田辺元／著
筑摩書房 １９５２．４ ◆OH
(３１３ｐ １９ｃｍ) 哲学論文集 第７
宗教哲学 倫理学 西田幾多郎／著

OH/10/10 1108933993 岩波書店 １９４６．２
(１８０ｐ ２２ｃｍ)

OH/10/13 1108934025
◆OH

哲学入門 補説第二
田辺元／著 ◆OH
筑摩書房 １９５０．４ デール・カーネギーへの道 -話術と成功をむすぶ秘訣-
(７，２０８ｐ １９ｃｍ) Ｗ．ロングッド／著 望月幸長／訳
哲学 認識論 ダイヤモンド社 １９６７．３

OH/10/9 1108933985 (２２７ｐ １９ｃｍ)
OH/15/54 1108948660

◆OH
哲学入門 -哲学の根本問題- ◆OH
田辺元／著 伝記二宮尊徳
筑摩書房 １９４９．３ 武者小路実篤／著
(２４２ｐ １９ｃｍ) 福村書店 １９５９．１２

OH/10/7 1108933969 (１１，２５１ｐ ２０ｃｍ)
OH/15/60 1108948728

◆OH
哲学入門 補説第一 ◆OH
田辺元／著 天国の礎
筑摩書房 １９５０．４ 世界救世教／編
(２４０ｐ １９ｃｍ) 改訂新版

OH/10/8 1108933977 メシアニカゼネラル １９７９．６
(４４８ｐ ２２ｃｍ)

OH/19/110 1108958669
◆OH

哲学の根本問題 -行為の世界-
西田幾多郎／著 ◆OH
岩波書店 １９３３．１２ 伝習録 -王陽明語録-
(２３５ｐ １９ｃｍ) 山本正一／訳註

OH/10/14 1108934033 法政大学出版局 １９６６．１２
(２７０ｐ ２０ｃｍ)

OH/12/19 1108937416
◆OH

哲学の根本問題 続編
西田幾多郎／著 ◆OH
岩波書店 １９３４．１０ 天上の神々 -人は死後どこへ行く-
(２８５ｐ １８ｃｍ) 内山敬三／著

OH/10/15 1108934041 内山敬三 １９６９．１０
(５６８ｐ ２２ｃｍ)

OH/19/45 1108954924
◆OH

哲学の名著
久野収／著 ◆OH
毎日新聞社 １９５９．５ 天の声と政治家 -ご健康とご成功ご発展のために-
(６，３２９，２３ｐ １９ｃｍ) 河野義／述
毎日ライブラリー 真理生活研究所 １９７４．１０
哲学－書誌 (４７ｐ ２２ｃｍ)

OH/10/27 1108934165 OH/19/115 1108958719

◆OH ◆OH
哲学論文集 第２ 天理教事典
西田幾多郎／著 天理大学おやさと研究所／編
岩波書店 １９３７．１１ 天理教道友社 １９７７．１１
(４２１ｐ ２２ｃｍ) (９６２ｐ ２７ｃｍ)

OH/10/11 1108934009 年表：ｐ８７８～９３５
天理教

OH/17/11 1109027837
◆OH

哲学論文集 第４
西田幾多郎／著 ◆OH
岩波書店 １９４１．１１ 天理教要覧
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天理教教会本部／編 明徳出版社 １９５９．８
改訂版 (３４６ｐ １９ｃｍ)
天理教道友社 １９６６．１ 中国思想
(３５０ｐ図版８０ｐ ２７ｃｍ) OH/12/33 1108942358
天理教

OH/17/2 1109027803
◆OH

東洋的学風
◆OH 安岡正篤／著

道家の思想と其の展開 全国師友協会 １９７０．１２
津田左右吉／著 (３４０ｐ ２３ｃｍ)
岩波書店 １９３９．１１ OH/12/82 1108942853
(９，７３２，９ｐ ２２ｃｍ)

OH/12/45 1108942473
◆OH

東洋的志学
◆OH 安岡正篤／著

道元禅師伝の研究 黎明書房 １９６１．１２
大久保道舟／著 (３５１ｐ ２０ｃｍ)
岩波書店 １９５３．３ OH/12/32 1108942341
(５４７，１７ｐ　図版１枚 ２２ｃｍ)
禅宗

OH/18/14 1108950807 ◆OH
東洋道徳研究
西晋一郎／著

◆OH 岩波書店 １９４０．１
道元禅師の話 (２７２ｐ ２２ｃｍ)
里見●／著 OH/15/7 1108945070
岩波書店 １９５３．１２
(２７６ｐ １９ｃｍ)
禅宗 ◆OH

OH/18/16 1108950625 東洋とは何か
仁井田陞／著
東京大学出版会 １９６８．９

◆OH (３３１ｐ １９ｃｍ)
道徳科学（モラロジー）および最高道徳の概要 ＵＰ選書
広池千英／講述 中国－歴史
改訂版 OH/12/104 1108943364
道徳科学研究所 １９６３．１０
(２０２ｐ ２１ｃｍ)
倫理学 ◆OH

OH/15/13 1108945138 東洋の叡智
原谷一郎／著
経済往来社 １９７５．１０

◆OH (１８９ｐ ２０ｃｍ)
道徳とは何か -倫理学入門- OH/12/88 1108943216
高山岩男／著
創文社 １９５８．４
(２１５ｐ １９ｃｍ) ◆OH
倫理学 東洋の心 -対談-

OH/15/56 1108948678 諸橋轍次／著 中村元／著
大修館書店 １９７６．５
(１８１ｐ １９ｃｍ)

◆OH 東洋思想
道徳の危機と新倫理 OH/12/71 1108942747
高山岩男／著
創文社 １９５２．２
(８，２７７ｐ １９ｃｍ) ◆OH
社会道徳 公民道徳 東洋の心

OH/15/39 1108945393 鈴木大拙／著
春秋社 １９６５．８
(２０８ｐ ２０ｃｍ)

◆OH 東洋思想
頭山満翁語録 OH/18/39 1108953421
田中稔／編
皇国青年教育協会 １９４３．５
(２９１ｐ ２１ｃｍ) ◆OH

OH/15/104 1108949460 東洋の思想家たち
邱永漢／著
富士書店 １９６２．４

◆OH (２２５ｐ １８ｃｍ)
東洋思想と人物 中国思想
安岡正篤／著 OH/12/62 1108942655
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(３６５ｐ ２０ｃｍ)
世界救世教

◆OH OH/19/114 1108958701
東洋の思想家たち
邱永漢／著
大日本雄弁会講談社 １９５８．７ ◆OH
(２２５ｐ ２０ｃｍ) 名も無き民のこころ -河村幹雄博士遺稿-
中国思想 河村幹雄／著

OH/12/50 1108942523 岩波書店 １９３４．５
(３６４ｐ ２３ｃｍ)

OH/10/16 1108934058
◆OH

東洋倫理概論
安岡正篤／著 ◆OH
玄黄社 １９２９．４ 楠公のこころ
(３０３ｐ ２３ｃｍ) 志村陸城／著

OH/15/5 1108945054 平凡社 １９４１．１２
(１６３ｐ １８ｃｍ)

OH/15/100 1108949429
◆OH

道理への意志
天野貞祐／著 ◆OH
岩波書店 １９４０．１０ 西田幾多郎先生の生涯と思想
(２４３ｐ ２０ｃｍ) 高坂正顕／著

OH/15/37 1108945377 弘文堂書房 １９４７．１２
(３２８ｐ ２２ｃｍ)

OH/12/31 1108942333
◆OH

道理の感覚
天野貞祐／著 ◆OH
岩波書店 １９３７．７ 二十世紀の神話
(２，２，２９０ｐ ２０ｃｍ) アルフレット・ローゼンベルグ／著 吹田順助 上村清延／共訳

OH/12/12 1108937341 中央公論社 １９３８．８
(５６３ｐ ２３ｃｍ)

OH/19/5 1108953934
◆OH

討論現代日本人の思想
国民講座・日本人の再建編集委員会／編 ◆OH
原書房 １９６８．７ ２０年後の世界 ２
(３０４ｐ １９ｃｍ) Ｎ．コールダー／編 赤木昭夫，須之部淑男／訳
国民講座・日本人の再建 紀伊国屋書店 １９６６．７

OH/12/83 1108942861 (４６２ｐ ２０ｃｍ)
OH/10/62 1108935311

◆OH
徳川合理思想の系譜 ◆OH
源了円／著 ニーチェの哲学
１９７２．６ Ｋ．レーヴィット／〔著〕 柴田治三郎／訳
(３８２ｐ ２０ｃｍ) 岩波書店 １９６０．４
中公叢書 (３６０ｐ １９ｃｍ)

OH/12/84 1108942879 岩波現代叢書
OH/13/48 1108944503

◆OH
とこしえの命に導く真理 ◆OH
ものみの塔聖書冊子協会 １９６９ 日光東照宮
(１９０ｐ １７ｃｍ) 日光東照宮社務所／編

OH/19/95 1108958511 日光東照宮社務所 ［出版年不明］
(１冊 ３６ｃｍ)

OH/17/9 1109027829
◆OH

奴隷から宰相へ -ヨセフの生涯から-
Ｆ・Ｂ・マイアー／著 湖浜馨／訳 ◆OH
いのちのことば社 １９７９．８ 二宮尊徳翁全集 -解説-
(２３５ｐ １９ｃｍ) 二宮尊徳翁全集刊行會／編
聖書－旧約 二宮尊徳翁全集刊行會 １９３７．４

OH/19/99 1108958552 (５９０ｐ ２２ｃｍ)
図版あり

OH/15/111 1108949536
◆OH

何をしている世界救世教 -教祖の御教えの原点に還れ！-
松本明重／著 ◆OH
恒友出版 １９８７．６ 二宮尊徳翁全集 -解説-
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二宮尊徳翁全集刊行會／編 竜夫）　尾藤二洲について（頼惟勤）　藪孤山と亀井昭陽父子
二宮尊徳翁全集刊行會 １９３７．５ （頼惟勤）　徂徠門弟以後の経学説の性格（頼惟勤）　文学史
(５１５ｐ ２２ｃｍ) 上の徂徠学・反徂徠学（日野竜夫）
内容：總説　ほか１３篇 日本思想

OH/15/112 1108949544 OH/12/87 1108942903

◆OH ◆OH
二宮尊徳翁全集 -解説- 日本思想の系譜 -文献資料集- 中・その２
二宮尊徳翁全集刊行會／編 小田村寅二郎／編
二宮尊徳翁全集刊行會 １９３７．７ 国民文化研究会 １９６８
(５６４ｐ ２２ｃｍ) (４０９ｐ １７ｃｍ)
図版あり 国文研叢書

OH/15/113 1108949551 日本思想－歴史－史料
OH/12/70 1108942739

◆OH
二宮尊徳翁全集 -解説- ◆OH
二宮尊徳翁全集刊行會／編 日本人 -新しい反論の角度から-
二宮尊徳翁全集刊行會 １９３７．１２ 仁戸田六三郎
(６０４ｐ ２２ｃｍ) 新潮社 １９５７．１１
図版あり (２８３ｐ ２０ｃｍ)

OH/15/114 1108949569 日本人 日本思想
OH/10/45 1108934348

◆OH
二宮尊徳翁全集 -解説- ◆OH
二宮尊徳翁全集刊行會／編 日本真言の哲学
二宮尊徳翁全集刊行會 １９３７．１１ 金山穆韶，柳内謙十郎／著
(５４０ｐ ２２ｃｍ) 弘文堂書房 １９４３．７
内容：自序及總説　ほか１５篇 (３３５ｐ １９ｃｍ)

OH/15/115 1108949577 真言宗
OH/10/46 1108934355

◆OH
二宮尊徳翁全集 -解説- ◆OH
二宮尊徳翁全集刊行會／編 日本人の表現構造 -公的自己と私的自己・アメリカ人との比較
二宮尊徳翁全集刊行會 １９３７．９ -
(５２０ｐ ２２ｃｍ) Ｄ．Ｃ．バーンランド／著 西山千／訳 佐野雅子／訳
内容：農村更生と二宮精神　ほか１５篇　年表あり 新版

OH/15/116 1108949585 サイマル出版会 １９７９．５
(２４１ｐ １９ｃｍ)
巻末：引用文献

◆OH 日本人 コミュニケーション
日本を築くもの OH/15/138 1108949809
谷口雅春／著
日本教文社 １９６０．５
(２６８ｐ １９ｃｍ) ◆OH
生長の家 日本神話の世界

OH/16/17 1108950112 上田正昭／著
創元社 １９６７．５
(１８６ｐ １８ｃｍ)

◆OH 創元新書
日本思想大系 ３６ 神話－日本
岩波書店 １９７３ OH/17/6 1108950500
(８２９ｐ ２２ｃｍ)
内容：弁道（西田太一郎校注）　弁名（西田太一郎校注）　学
則（西田太一郎校注）　政談（辻達也校注）　太平策（丸山真 ◆OH
男校注）　徂徠集（西田太一郎校注）　解説　徂徠学案（吉川 日本聖公会祈祷書 - 救主降世一千九百十三十八年版-
幸次郎）　「政談」の社会的背景（辻達也）　「太平策」考（ 日本聖公会教務院／著
丸山真男）　荻生徂徠年譜：ｐ．６０７－６１５ 改訂増補　戦後第４版
日本思想 日本聖公会教務院 １９５３．８

OH/12/85 1108942887 (６００，３７９ｐ １６ｃｍ)
詩篇
祈祷書（キリスト教）

◆OH OH/19/25 1108955020
日本思想大系 ３７
岩波書店 １９７２
(５９４ｐ　図 ２２ｃｍ) ◆OH
内容：太宰春台　経済録（抄）　経済録拾遺，聖学問答，斥非 日本精神史研究
　斥非附録．　服部南郭　南郭先生文集（抄）　尾藤二洲　素 和辻哲郎／著
餐録，正学指掌．藪孤山　崇孟．亀井昭陽　読弁道．解説　太 改訂版
宰春台の人と思想（尾藤正英）　服部南郭の生涯と思想（日野 岩波書店 １９７０．１２

- 31 -－67－



(２７１ｐ ２２ｃｍ) (２６１ｐ（おもに図版） ３１ｃｍ)
OH/12/96 1108943299 内容：関東編，東北編，北海道編，神々のふるさと

神道 神社
OH/18/43 1109027845

◆OH
日本精神と日本産業
金子鷹之助／著 ◆OH
科學主義工業社 １９３１．８ 日本の仏教
(４１９ｐ １９ｃｍ) 大野達之助／著

OH/10/44 1108934330 至文堂 １９６１．１０
(２６２ｐ １９ｃｍ)
仏教－日本

◆OH OH/18/11 1108950773
日本精神の研究
安岡正篤／著
増補改版 ◆OH
玄黄社 １９３７．５ 日本の父母に
(３１５ｐ ２２ｃｍ) 安岡正篤／著

OH/10/43 1108934322 新篇
OH/12/95 1108943281 全国師友協会 １９７５．２

(１４０p １９ｃｍ)
OH/12/92 1108943257

◆OH
日本道徳思想史
家永三郎／著 ◆OH
岩波書店 １９５４．４ 日本の名著 -近代の思想-
(９，２９４，１８ｐ １８ｃｍ) 桑原武夫／著
岩波全書 中央公論社 １９６２．１１
道徳－歴史 (３１０ｐ １８ｃｍ)

OH/15/46 1108945583 中公新書
OH/12/13 1108937358

◆OH
日本と東洋文化 -シンポジウム- ◆OH
上山春平／編 梅原猛／編 日本仏教史観
新潮社 １９６９．７ 金子大栄／著
(３１８ｐ ２０ｃｍ) 岩波書店 １９４０．４

OH/12/90 1108943232 (４８１ｐ ２２ｃｍ)
仏教－日本－歴史

OH/18/6 1108950724
◆OH

日本の運命 -日本を救ふ道-
安岡正篤／著 ◆OH
明徳出版社 １９５５．２ 日本倫理思想史 上巻
(１２３ｐ １９ｃｍ) 和辻哲郎／著
師友選書 岩波書店 １９５２．１

OH/10/42 1108934314 (４２０，１２ｐ ２２ｃｍ)
倫理学－歴史

OH/15/84 1108948975
◆OH

日本の思想家
奈良本辰也／編 ◆OH
毎日新聞社 １９５４．７ 庭野日敬法話選集 ５
(３７３ｐ １９ｃｍ) 立正佼成会／編
毎日ライブラリー 佼成出版社 １９８１．８
日本思想 思想家 (４７３，９ｐ ２２ｃｍ)

OH/12/56 1108942580 OH/12/98 1108943315

◆OH ◆OH
日本の新興宗教 -大衆思想運動の歴史と論理- 人間への復帰
高木宏夫／著 庭野日敬／著
岩波書店 １９５９．１１ 佼成出版社 １９６６．７
(８，２０９ｐ １８ｃｍ) (３１８ｐ ２０ｃｍ)
岩波新書 立正佼成会
日本－宗教 OH/15/14 1108945146

OH/16/21 1108950153

◆OH
◆OH 人間科学 -第３の社会は存在する-

日本の神道 第１巻 石田俊孝／著
近代日本思想研究会／編 第７版
東京国文社 １９６９．１ 人間科学研究所 １９６１．１１
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(２５０ｐ ２６ｃｍ)
人間科学叢書
民主主義 ◆OH

OH/10/37 1108934264 ニ－チェの顔
氷上英広／著
岩波書店 １９７６．１

◆OH (２２５ｐ １８ｃｍ)
人間関係の秘密 -その成功と失敗- 岩波新書
Ｓ．Ｍ．デュバル／著 大原敬二／訳 OH/13/49 1108944511
創元社 １９６９
(２３９ｐ １９ｃｍ)
成功法 人間関係 ◆OH

OH/15/78 1108948918 野の百合　空の鳥
キェルケゴール／著 久山康／訳
基督教学徒兄弟団 １９６３．２

◆OH (１８１Ｐ １８ｃｍ)
人間最後の言葉 兄弟選書
クロ－ド・アヴリ－ヌ／著 河盛好蔵／訳 OH/13/37 1108943893
筑摩書房 １９６３．８
(２５５ｐ １９ｃｍ)
筑摩叢書 ◆OH

OH/15/106 1108949486 葉隠
山本常朝／講述 田代陣基／筆録 神子侃／編訳
経営思潮研究会 １９６４．３

◆OH (２５８ｐ ２０ｃｍ)
人間と思想の歴史 武士道
林健太郎／著 OH/15/76 1108948892
国立書院 １９４８．９
(３１０ｐ １９ｃｍ)

OH/10/48 1108934371 ◆OH
葉隠武士道
松波治郎／著

◆OH 一路書苑 １９４２．３
人間と実存 (２３８ｐ １９ｃｍ)
九鬼周造／著 OH/15/109 1108949510
岩波書店 １９４７．１１
(３００ｐ ２３ｃｍ)

OH/12/41 1108942432 ◆OH
白陰夜船閑話氷釈
白隠慧鶴／著 虚白道人／釈

◆OH 文友堂書店 １９２８．４
人間とは何か (１４８ｐ １８ｃｍ)
Ｍ．ブーバー／著 児島洋／訳 禅宗
理想社 １９６１．８ OH/18/67 1108953678
(１８６ｐ １９ｃｍ)
実存主義叢書

OH/11/10 1108937184 ◆OH
パスカルにおける人間の研究
三木清／著

◆OH 改版
人間の改造 -われらいかに生くべきか- 岩波書店 １９６８．５
ポール・キャンベル／著 ピーター・ハワード／著 相馬雪香／ (１８０ｐ １９ｃｍ)
訳 OH/11/4 1108937127
毎日新聞社 １９６２．１０
(１４８ｐ １９ｃｍ)
ＭＲＡ運動（倫理） ◆OH

OH/15/15 1108945153 バートランドラッセル著作集 ６
バートランド・ラッセル／著
みすず書房 １９５９．６

◆OH (２０８，３ｐ ２０ｃｍ)
人間の哲学 -マルクス主義と実存主義- OH/13/34 1108943869
Ａ．シャフ／著 藤野渉／訳
岩波書店 １９６４．２
(２０３ｐ １９ｃｍ) ◆OH

OH/13/13 1108943653 般若心経講義 -佛教聖典-
高神覚昇／著
増補改訂版

◆OH 第一書房 １９３９．１１
人間復興 -創価学会に生きる- (３６３ｐ １９ｃｍ)
高瀬広居／著 般若心経
有紀書房 １９６４．８ OH/18/72 1108953728
(２６９ｐ １９ｃｍ)

OH/18/23 1108950666
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◆OH 日本経済新聞社 １９６４．５
万有主義文明序論 (３７７ｐ １９ｃｍ)
吉田八郎／著 OH/10/28 1108934173
国政記者会 １９６９．８
(２３２ｐ １９ｃｍ)

OH/10/71 1108935402 ◆OH
日々の勝利 １
Ｅ．スタンレー・ジョンズ／著 安村三郎／訳

◆OH ５版
汎ヨーロッパ十字軍 下 ヨルダン社 １９５９．２
クーデンホーフ・カレルギー／著 深津栄一／著 (１６，９，２７４ｐ １８ｃｍ)
鹿島研究所出版会 １９６６．２ 信仰録（キリスト教）
(２４８ｐ １８ｃｍ) OH/15/47 1108945591
汎ヨーロッパ主義

OH/19/61 1108954882
◆OH

日々の勝利 ２
◆OH Ｅ．スタンレー・ジョンズ／著 安村三郎／訳

ビジネス相性学 ヨルダン社 １９５７．７
長谷川博一／著 (５，７，２７３ｐ １８ｃｍ)
７版 信仰録（キリスト教）
日本能率協会 １９７６ OH/15/48 1108945609
(２５８ｐ １８ｃｍ)

OH/14/19 1108944974
◆OH

日々の聖句 １９６６
◆OH ヘルンフート兄弟団／原著

人を動かす ベステダ奉仕女母の家 １９６５．１１
Ｄ．カーネギー／〔著〕 山口博／訳 (１１４，６ｐ １７ｃｍ)
全訳版 OH/19/73 1108958305
創元社 １９５８．１１
(２９５ｐ １９ｃｍ)
人生訓 ◆OH

OH/15/21 1108945211 日々の力 -全訳-
チレンストン／編 三輪経治／編
長崎書店 １９４０．１１

◆OH (３６６ｐ １９ｃｍ)
人と同じ道を歩むな -個性を生かした異色の成功者- OH/19/66 1108958230
Ｅ．Ｇ．レターマン／著 Ｔ．Ｗ．カーリン／著 松永芳久／訳
ダイヤモンド社 １９７０．５
(４，２９１ｐ １９ｃｍ) ◆OH
成功法 ビリー・グラハムの人生相談 上

OH/15/70 1108948827 ビリー・グラハム／著
ヨルダン社 １９６７．９
(２５７ｐ １８ｃｍ)

◆OH プロテスタント教会－感想・説教
人と人との間 -精神病理学的日本論- OH/15/57 1108948694
木村敏／著
弘文堂 １９７２．３
(２３８ｐ １９ｃｍ) ◆OH

OH/12/65 1108942689 ビリー・グラハムの人生相談 下
ビリー・グラハム／著
ヨルダン社 １９６７．９

◆OH (３０２ｐ １８ｃｍ)
人の心をつかむ法 -科学的選挙戦術応用- プロテスタント教会－感想・説教
飯島清／著 OH/15/58 1108948702
番町書房 １９６９．７
(２０４ｐ １９ｃｍ)

OH/14/10 1108944677 ◆OH
ヒルティ著作集 第６巻
ヒルティ／［著］

◆OH 白水社 １９５９．２
人の心はこうして掴め -ひとより先に成功する即効のルール- (３９６ｐ ２０ｃｍ)
河野守宏／著 人間をそだてる芸術,友情について,ダンテ,神の国はどうして
双葉社 １９６９．３ 来るか.
(２２２ｐ １８ｃｍ) OH/13/28 1108943802
双葉新書

OH/15/122 1108949643
◆OH

ヒルティ著作集 第８巻
◆OH ヒルティ／［著］

人・文化・宗教 白水社 １９５９．５
谷川徹三／著 (４２１ｐ ２０ｃｍ)

- 34 -－70－



読書について,演説について,神経衰弱について,病める魂,永遠 宇井伯寿／著
の生命,力の秘密 岩波書店 １９４３．１

OH/13/29 1108943810 (７２２，１７ｐ ２２ｃｍ)
仏教－日本

OH/18/2 1108950880
◆OH

ヒルティ著作集 第９巻
ヒルティ／［著］ ◆OH
白水社 １９５９．７ 仏教思想の基礎
(３８６ｐ ２０ｃｍ) 宇井伯寿／著
誕生から伝道開始まで,ガリラヤ伝道,エルサレム行と受難,復 大東出版社 １９４４．２
活と昇天,再臨の待望. (４５０ｐ ２２ｃｍ)

OH/13/30 1108943828 OH/18/3 1108950898

◆OH ◆OH
ヒルティ著作集 第１０巻 仏教聖典
ヒルティ／［著］ 第４４版
白水社 １９５９．６ 仏教伝道協会 １９８０．１０
(３０９ｐ ２０ｃｍ) (３１０ｐ １９ｃｍ)
スイス的教育の根本思想について,結婚の神聖について,商業道 仏教
徳について,新聞界の教育について,老年について. OH/16/13 1108949957

OH/13/31 1108943836

◆OH
◆OH 仏教哲学・仏教道徳

ヒルティ著作集 第１１巻 鈴木大拙／著
ヒルティ／［著］ 春秋社 １９５５．７
白水社 １９５９．１０ (１７５ｐ １９ｃｍ)
(３０３ｐ ２０ｃｍ) 仏教哲学 仏教道徳
マキアヴェリとヴィーコ,スイスの将来,歴史における主観的要 OH/18/35 1108953397
素について,永遠の平和. 

OH/13/32 1108943844
◆OH

仏教読本
◆OH 増永霊鳳／著

ヒルティ著作集 第１巻 誠信書房 １９５６．６
ヒルティ／〔著〕 (２１１ｐ １９ｃｍ)
白水社 １９５８．１１ 仏教
(２９４ｐ ２０ｃｍ) OH/18/10 1108950765
幸福 人生訓

OH/15/25 1108945252
◆OH

仏教の諸問題
◆OH 金子大栄／著

副論語 -孔子家語十講- 岩波書店 １９３４．９
安岡正篤／著 (４７５ｐ ２２ｃｍ)
明徳出版社 １９５６．２ OH/18/5 1108950716
(１１３ｐ １９ｃｍ)

OH/15/49 1108948611
◆OH

仏教の大意
◆OH 鈴木大拙／著

武士道 -戦闘者の精神- 法蔵館 １９５３．１
葦津珍彦／著 (２，１３６ｐ １９ｃｍ)
徳間書店 １９６９．５ 仏教
(２３７ｐ ２０ｃｍ) OH/18/12 1108950781
武士道

OH/15/72 1108948843
◆OH

物質主義からの離脱
◆OH クーデンホーフ・カレルギー／著 鹿島守之助／著

仏教 河出書房新社 １９６３．１２
渡辺照宏／著 (２９４ｐ １９ｃｍ)
岩波書店 １９５６．１１ OH/10/53 1108935220
(７，２０２，１０ｐ １８ｃｍ)
岩波新書
仏教 ◆OH

OH/18/13 1108950799 仏敵 -求道物語-
伊藤康善／著
３版

◆OH 自然良能社 １９４１．５
仏教思想研究 (３２５ｐ ２０ｃｍ)
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真宗－法話
OH/18/59 1108953595

◆OH
文化と宗教

◆OH 務台理作／著
仏立開導　長松日扇 -幕末・維新の仏教改革者- 弘文堂書房 １９４８．７
村上重良／著 (１７８ｐ １９ｃｍ)
講談社 １９７６．２ OH/16/18 1108950120
(２７０ｐ ２０ｃｍ)

OH/18/51 1108953520
◆OH

碧巌集秘抄
◆OH 白隠禅師／提唱 永田春雄／編

ブーバー著作集 ５ 復刻版
マルティン・ブーバー／著 鵠林山松蔭禅寺 １９７３．８
みすず書房 １９６８．９ (４，５，５，８９８，２ｐ ２２ｃｍ)
(２７７ｐ ２０ｃｍ) 禅宗－語録
かくれた神／三谷好憲， 山本誠作 訳.善悪の諸像／水垣渉 訳 OH/18/50 1108953512
ユダヤ教

OH/19/44 1108954916
◆OH

ヘーゲル著作集 第１巻
◆OH ヘーゲル／著 河野正通／訳

プラトン国家篇 白揚社 １９３１．３
久保勉／著 (４２４ｐ ２３ｃｍ)
４刷 OH/13/2 1108943547
岩波書店 １９４６．８
(２４８ｐ １９ｃｍ)

OH/13/26 1108943786 ◆OH
ヘーゲル・マルクス・キェルケゴール
カール・レヴィット／〔原著〕 柴田治三郎／訳

◆OH 未来社 １９６７．１０
フランシス・ベイコン -産業科学の哲学者- (９９ｐ ２０ｃｍ)
ベンジャミン・ファリントン ／著 松川七郎 中村恒矩／訳 OH/13/45 1108944479
岩波書店 １９６８．４
(２５６ｐ　図版 １９ｃｍ)

OH/13/39 1108944412 ◆OH
ヘボン書簡集
Ｊ．Ｃ．ヘボン／著 高谷道男／編訳

◆OH 岩波書店 １９５９．１０
フランスの智慧 (７，３８６ｐ　図版２枚 １９ｃｍ)
Ｆ．ストロウスキー／著 森有正，土居寛之／訳 OH/19/47 1108954940
岩波書店 １９５１．７
(２６６ｐ １９ｃｍ)
岩波現代叢書 ◆OH
フランス哲学 崩壊する創価学会 -公明党の素顔から11年 -

OH/13/6 1108943588 内藤国夫／著
エール出版社 ［出版年不明］
(２２９ｐ １９ｃｍ)

◆OH OH/18/92 1109310993
フランス・ロシア神話と伝説
井上勇 昇曙夢／編著
３版 ◆OH
大洋社 １９３９．２ 奉天三十年 下巻
(８０２ｐ １９ｃｍ) クリスティー／著 矢内原忠雄／訳

OH/16/56 1109318442 岩波書店 １９３８．１１
(２０３～４０１ｐ １８ｃｍ)
岩波新書

◆OH 瀋陽
文学としての聖書 OH/19/52 1108954999
斎藤勇／著
研究社 １９４４．２
(３２２ｐ １９ｃｍ) ◆OH

OH/19/17 1108954056 放蕩息子とその父
塚本虎二／著
再版

◆OH 聖書知識社 １９５７．７
文化と宗教 -ティリッヒ博士講演集- (６５ｐ １９ｃｍ)
高木八尺／編訳 聖書知識文庫
岩波書店 １９６２．８ OH/19/38 1108954759
(１０，２７５ｐ １９ｃｍ)
宗教

OH/16/4 1108949866
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◆OH
法華経の新しい解釈 第２巻
庭野日敬／著 ◆OH
立正佼成会出版部 １９６１．６ ほんとうの幸福 -山上の垂訓の解説-
(２３４ｐ １８ｃｍ) 石塚和一／著

OH/18/27 1108950708 和光塾出版部 １９５８．３
(１３４ｐ １８ｃｍ)

OH/19/7 1108953959
◆OH

法華経の新しい解釈 第３巻
庭野日敬／著 ◆OH
立正佼成会出版部 １９６０．８ まあ座れ
(２３１ｐ １８ｃｍ) 釈宗演／講述 和田健次／編

OH/18/28 1108953314 １１版
京文社書店 １９３６．１
(５２５ｐ １９ｃｍ)

◆OH OH/18/64 1108953645
法華経の新しい解釈 第４巻
庭野日敬／著
立正佼成会出版部 １９６０．１２ ◆OH
(２３１ｐ １８ｃｍ) 忠の序説

OH/18/29 1108953322 平田内蔵吉／著
山雅房 １９３９．６
(３７９ｐ １９ｃｍ)

◆OH OH/15/92 1108949353
法華経の新しい解釈 第５巻
庭野日敬／著
立正佼成会出版部 １９６１．２ ◆OH
(２５３ｐ １８ｃｍ) マラルメ覚書

OH/18/30 1108953330 田辺元／著
筑摩書房 １９６１．８
(１８９ｐ ２０ｃｍ)

◆OH OH/13/21 1108943737
法華経の教え -全人類の心の光-
大口善博／著
大阪市阿部野法華経研究会 １９７１．１２ ◆OH
(２６８ｐ １９ｃｍ) マルクスの人間疎外論 -技術の人間化をめざして-

OH/14/5 1108944628 Ａ．クレラ／著 藤野渉／訳
岩波書店 １９７２．４
(３８４，３ｐ １９ｃｍ)

◆OH OH/13/44 1108944461
法華経の玄理一念三千の法門
小笠原慈聞／著
３版 ◆OH
日蓮正宗日蓮大聖会 １９７３．９ マルセルの哲学 -愛と知恵の哲学-
(１５３ｐ １９ｃｍ) 竹下敬次／著 広瀬京一郎／著

OH/18/82 1108953819 弘文堂 １９５９．３
(２０４ｐ １９ｃｍ)
アテネ新書

◆OH 哲学
法華経の心髄 OH/13/14 1108943661
本多日生／著
訂５５版
大乗仏教会 １９６３．３ ◆OH
(３９０，４ｐ １１ｃｍ) みことばの糧

OH/18/57 1108953579 Ｏ．ハレスビー／著 岸恵以／訳
聖文舎 １９５４．１２
(４６０，６ｐ １８ｃｍ)

◆OH OH/19/85 1108958420
ホメーロス批判
和辻哲郎／著
要書房 １９４６．１１ ◆OH
(２８５ｐ ２２ｃｍ) 三谷隆正 -人・思想・信仰-
ギリシア哲学 南原繁／編 高木八尺／編 鈴木俊郎／編

OH/13/33 1108943851 岩波書店 １９６６．１２
(４３３ｐ　図版 ２０ｃｍ)

OH/19/65 1108958222
◆OH

ポリス的人間の倫理学
和辻哲郎／著 ◆OH
白日書院 １９４８．１ 道をひらく -日々の言葉-
(２７７Ｐ ２２ｃｍ) 松下幸之助／著

OH/15/4 1108945047 実業之日本社 １９６７．１
(２３２ｐ １８ｃｍ)
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実日新書
人生訓

OH/15/74 1108948868 ◆OH
民衆の宗教・大本 -写真図説-
出口栄二／監修

◆OH 学燈社 １９７０．４
道しるべ (１５０ｐ ３１ｃｍ)
ダグ・ハマーショルド／著 大本教
みすず書房 １９６７．５ OH/16/11 1108949932
(２０２ｐ １９ｃｍ)

OH/19/84 1108958412
◆OH

無心といふこと
◆OH 鈴木大拙／著

みちびき -イエスの僕会創立当時を語る- 第１集 大東出版社 １９４１．１
イエスの僕会資料編集委員会／著 (３４６ｐ ２０ｃｍ)
［青山学院購買部］ １９８１．２ 仏教－感想・説教
(１７２ｐ １９ｃｍ) OH/18/68 1108953686
「イエスの僕会」運動成立時を語る座談会，「イエスの僕会」
と私（みちびき）／服部治著

OH/19/113 1108958693 ◆OH
無門関解釈
谷口雅春／著

◆OH ２７版
道は開ける 日本教文社 １９７８．９
Ｄ・カーネギー／著 加藤直士／訳 (３７８ｐ ２２ｃｍ)
創元社 １９５０．１１ OH/16/45 1108950369
(２００ｐ １９ｃｍ)

OH/15/82 1108948959
◆OH

無門関提唱
◆OH 山本玄峰／著

道は開ける -全訳- 大法輪閣 １９６０．１０
Ｄ・カーネギー／著 新島洋／訳 (４９７ｐ ２２ｃｍ)
創元社 １９５９．１２ OH/18/21 1108950609
(３８４ｐ １９ｃｍ)

OH/15/83 1108948967
◆OH

無門関の日本的解釈
◆OH 谷口雅春／著

妙好人の歩み 光明思想普及会 １９４０．１０
村山熊太／著 (１０，３９０ｐ ２３ｃｍ)
丁子屋書店 １９５５．８ 無門関
(２４９ｐ １９ｃｍ) OH/16/32 1108950252

OH/18/24 1108950674

◆OH
◆OH むもん法話集

未来を生きる -トインビ－との対話- 山田無文／著
ア－ノルド・Ｊ．トインビ－，若泉敬／著 毎日新聞社外信部 春秋社 １９６３．１２
／訳 (４６５ｐ ２０ｃｍ)
毎日新聞社 １９７１ 禅宗－法話
(３４８ｐ　肖像 ２０ｃｍ) OH/18/20 1108950591
社会

OH/15/102 1108949445
◆OH

明夷待訪録 -中国近代思想の萌芽-
◆OH 黄宗羲／著 西田太一郎／訳

未来を生きる 続 平凡社 １９６４．６
ア－ノルド・Ｊ．トインビ－／著 毎日新聞社外信部／訳 (１９１ｐ １８ｃｍ)
毎日新聞社 １９７１ 東洋文庫
(１９７ｐ　肖像 ２０ｃｍ) OH/12/55 1108942572
社会

OH/15/103 1108949452
◆OH

明治仏教の思潮 -井上円了の事績-
◆OH 宮本正尊／著

魅力ある人柄を創る -自己診断１０のテスト- 佼成出版社 １９７５．３
ジェイムズ・ベンダー／著 金沢養／訳 (２９７ｐ ２０ｃｍ)
白揚社 １９５８．１０ OH/16/53 1108950443
(２５２ｐ １９ｃｍ)
人生訓

OH/15/120 1108949627
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◆OH
孟子 上巻 (７３０ｐ ２０ｃｍ)
水野勝太郎／編 内容：孫子諺義，原源発機，原源発機諺解，治平要録
改訂版 OH/12/119 1108943521
ジャーナル社 １９７３．１
(４３７ｐ １６ｃｍ)

OH/12/4-2 1109229268 ◆OH
山鹿素行全集 思想篇１１
山鹿素行／著

◆OH 岩波書店 １９４０．８
孟子 下巻 (６２６ｐ ２０ｃｍ)
水野勝太郎／編 内容：聖教要録，四書句読大会，大学山鹿随筆
改訂版 OH/12/116 1108943489
ジャーナル社 １９７３．１
(３５６ｐ １６ｃｍ)

OH/12/5-2 1109229276 ◆OH
山鹿素行全集 思想篇９
山鹿素行／著

◆OH 岩波書店 １９４１．１２
孟子　簡抄 上巻 (５８３ｐ ２０ｃｍ)
水野勝太郎／編 内容：山鹿語類　６
ジャーナル社 １９６１．６ OH/12/114 1108943463
(４３７ｐ １６ｃｍ)

OH/12/4 1108937267
◆OH

山鹿素行全集 思想篇７
◆OH 山鹿素行／著

孟子　簡抄 下巻 岩波書店 １９４１．８
水野勝太郎／編 (６０２ｐ ２０ｃｍ)
ジャーナル社 １９６１．６ 内容：山鹿語類　４
(３５６ｐ １６ｃｍ) OH/12/112 1108943448

OH/12/5 1108937275

◆OH
◆OH 山鹿素行全集 思想篇１３

孟子通解 山鹿素行／著
孟子／著 簡野道明／著 岩波書店 １９４０．１１
明治書院 １９２５．７ (７２２ｐ ２０ｃｍ)
(１０２６，７０ｐ １９ｃｍ) 内容：中朝事実，武家事記

OH/12/21 1108937432 OH/12/118 1108943505

◆OH ◆OH
本居宣長の研究 山鹿素行全集 思想篇１０
笹月清美／著 山鹿素行／著
岩波書店 １９４４．７ 岩波書店 １９４２．２
(４４２ｐ ２２ｃｍ) (５１４ｐ ２０ｃｍ)
付録：古事記研究小史　参照年譜：ｐ．４２９－４４２ 内容：山鹿語類　７

OH/12/18 1108937408 OH/12/115 1108943471

◆OH ◆OH
モルトケ 山鹿素行全集 思想篇８
ゼークト／著 斎藤栄治／訳 山鹿素行／著
岩波書店 １９４３．１ 岩波書店 １９４１．９
(２，２，２５６，１４ｐ ２２ｃｍ) (６１６ｐ ２０ｃｍ)
軍事文化叢書 内容：山鹿語類　５

OH/10/33 1108934223 OH/12/113 1108943455

◆OH ◆OH
山鹿素行全集 思想篇１５ 山鹿素行全集 思想篇６
山鹿素行／著 山鹿素行／著
岩波書店 １９４１．２ 岩波書店 １９４１．７
(９０２ｐ ２０ｃｍ) (６１９ｐ ２０ｃｍ)
内容：家譜年譜，年譜資料，家譜年譜参考資料，詩文，書簡， 山鹿語類　３
積徳堂書簡目録 OH/12/111 1108943430

OH/12/120 1108943513

◆OH
◆OH 山鹿素行全集 思想篇５

山鹿素行全集 思想篇１４ 山鹿素行／著
山鹿素行／著 岩波書店 １９４１．５
岩波書店 １９４２．４ (５０７ｐ ２０ｃｍ)
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内容：山鹿語類　２ (２９２ｐ １９ｃｍ)
OH/12/110 1108943422 OH/15/87 1108949007

◆OH ◆OH
山鹿素行全集 思想篇３ 友情論
山鹿素行／著 アベル・ボナール／〔著〕 大塚幸男／訳
岩波書店 １９４２．８ 改訳増補版
(５０２ｐ ２０ｃｍ) 白水社 １９６４．９
内容：修教要録　２ (２２５ｐ ２１ｃｍ)

OH/12/108 1108943406 友情
OH/15/62 1108948744

◆OH
山鹿素行全集 思想篇１ ◆OH
山鹿素行／著 憂楽秘帖
岩波書店 １９４２．５ 安岡正篤／［著］
(６３４ｐ ２０ｃｍ) 全国師友協会 １９７３．６
内容：山鹿素行略筆譜，修身受用抄，牧民忠吉諺解，式目家訓 (２９１ｐ １９ｃｍ)
，家訓条目，海道日記，東山道日記，治教要録，武教小学，武 OH/12/94 1108943273
教本論，兵法神武雄備集

OH/12/106 1108943380
◆OH

ユダと美神
◆OH 村松剛／著

山鹿素行全集 思想篇４ 講談社 １９６６．９
山鹿素行／著 (３５２ｐ ２０ｃｍ)
岩波書店 １９４１．４ OH/19/56 1108954833
(４６６ｐ ２０ｃｍ)
内容：山鹿語類　１

OH/12/109 1108943414 ◆OH
よい名前のつけ方
田口二州／著

◆OH 鶴書房 １９６５．８
山鹿素行全集 思想篇２ (２７１ｐ ２０ｃｍ)
山鹿素行／著 OH/14/9 1108944669
岩波書店 １９４２．６
(６３９ｐ ２０ｃｍ)
内容：修教要録 ◆OH

OH/12/107 1108943398 陽気ぐらし
中山正善／著
天理教道友社 １９７７．１１

◆OH (３３９ｐ ２０ｃｍ)
山鹿素行全集 思想篇１２ 天理教
山鹿素行／著 4-8073-0044-X
岩波書店 １９４０．６ OH/17/10 1108950831
(５９９ｐ ２０ｃｍ)
内容：謫居童問，謫居随筆，配所残筆

OH/12/117 1108943497 ◆OH
幼児心理学
山下俊郎／著

◆OH 改訂版
やまとこゝろ 朝倉書店 １９５５．７
福井久蔵／著 (４４８，１２ｐ ２２ｃｍ)
増訂新版 幼児心理
同文書院 １９４０．８ OH/14/15 1108944925
(３６６，１８ｐ １９ｃｍ)

OH/15/91 1108949346
◆OH

ヨガによる生きる喜びの発見
◆OH 沖正弘／著

唯物論者の宗教 -人間への反省- 白揚社 １９７８．５
安部繁／著 (２５１ｐ １９ｃｍ)
［安部繁］ １９７９．９ OH/15/126 1108949684
(１３６ｐ １９ｃｍ)
宗教

OH/16/51 1108950427 ◆OH
吉田松陰の思想と教育
玖村敏雄／著

◆OH 岩波書店 １９４２
勇気あることば (４１１ｐ ２２ｃｍ)
毎日新聞社／編 OH/12/81 1108942846
毎日新聞社 １９６７．１１
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岩波書店 １９６１．９
◆OH (４８６，１８ｐ １９ｃｍ)

吉野作造 -日本的デモクラシーの使徒- OH/13/47 1108944495
田中惣五郎／著
未来社 １９５８．７
(４５０ｐ １９ｃｍ) ◆OH

OH/12/67 1108942705 リーダーシップ
Ｏ．ティード／［著］ 土田哲／訳
創元社 １９７０．１

◆OH (２４９ｐ １９ｃｍ)
ヨハネ伝講義 人間開発双書
谷口雅春／著 リーダーシップ
日本教文社 １９６０．９ OH/15/85 1108948983
(３００ｐ ２２ｃｍ)
聖書－新約

OH/19/28 1108955053 ◆OH
リビングバイブル -新約-
いのちのことば社 １９７５．１０

◆OH (５６８ｐ １９ｃｍ)
ヨブ記 聖書（新約）
矢内原忠雄／著 OH/19/107 1108958636
向山堂書房 １９３５．４
(２１２ｐ ２０ｃｍ)

OH/19/51 1108954981 ◆OH
留魂文鈔
田所廣泰／編

◆OH 日本学生協会 １９４１．１
余は如何にして基督信徒となりし乎 (１８６ｐ １９ｃｍ)
内村鑑三／著 鈴木俊郎／訳 OH/12/100 1108943331
岩波書店 １９５８．１２
(２８５ｐ １５ｃｍ)
岩波文庫 ◆OH

OH/19/96 1108958529 倫理学 下巻
和辻哲郎／著
岩波書店 １９４９．５

◆OH (５９１ｐ ２２ｃｍ)
楽園はどこにあったか -世界２５の謎- OH/15/3 1108945039
リヒアルト・ヘニッヒ／著 黒川晃，安東次男／訳
ダヴィット社 １９５８．１１
(２２９ｐ １９ｃｍ) ◆OH
神話 倫理学 上巻

OH/19/59 1108954866 和辻哲郎／著
岩波書店 １９３７．４
(５４５ｐ ２２ｃｍ)

◆OH OH/15/1 1108945013
ランケとブルクハルト
フリードリヒ・マイネッケ／著 中山治一・岸田達也／訳
創文社 １９６０．９ ◆OH
(１４１ｐ １９ｃｍ) 倫理学 中巻

OH/13/22 1108943745 和辻哲郎／著
岩波書店 １９４２．６
(５６６ｐ ２２ｃｍ)

◆OH OH/15/2 1108945021
乱世に生きる中国人の知恵
諸橋轍次／著
講談社 １９６５．９ ◆OH
(２２７ｐ １８ｃｍ) 「倫理論集」の話
講談社現代新書 プルターク／著 河野与一／訳
中国思想－歴史 岩波書店 １９６４．４

OH/12/60 1108942630 (５０２ｐ １９ｃｍ)
OH/15/35 1108945351

◆OH
リオナルド・ダ・ヴィンチ -哲学者としてのリオナルド- ◆OH
カール・ヤスパース／著 藤田赤二／訳 ルターにおける改革と形成
理想社 １９５８．１２ 倉松功／著
(１６０ｐ １９ｃｍ) 日本基督教団出版局 １９７３．６

OH/10/59 1108935287 (３５４ｐ １９ｃｍ)
神学双書

OH/19/117 1109336253
◆OH

理性と革命 -ヘーゲルと社会理論の興隆-
Ｈ．マルクーゼ／著 桝田啓三郎／［ほか］訳
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◆OH
礼の意義と構造 OH/12/7-2 1109229292
西晋一郎，小糸夏次郎／共著
畝傍書房 １９４３．１１
(２，３，４６７ｐ ２２ｃｍ) ◆OH
礼 儒子 老子　簡抄

OH/12/48 1108942507 水野勝太郎／編
ジャーナル社 １９５８．２
(１６２ｐ １６ｃｍ)

◆OH OH/12/7 1108937291
例話大全集 全
小原国芳／編
玉川大学出版部 １９６０．１１ ◆OH
(９３３ｐ　図版１枚 ２２ｃｍ) 老子講義 上
人生訓 五井昌久／著

OH/15/118 1108949601 白光真宏会出版局 １９６３．１１
(１５９ｐ １９ｃｍ)

OH/12/68 1108942713
◆OH

歴史的形成の倫理
柳田謙十郎／著 ◆OH
近藤書店 １９４３．５ 老子・孫子と太史公
(２４５ｐ １９ｃｍ) 福本和夫／著

OH/15/36 1108945369 日本ルネッサンス研究会 １９７５．１２
(１１，１５２ｐ ２２ｃｍ)

OH/12/86 1108942895
◆OH

歴史哲学緒論 -ラッソン版-
ヘーゲル／著 河野正通／訳 ◆OH
増補版 老子と達磨
白揚社 １９４３．４ 安岡正篤／著
(４４０ｐ ２２ｃｍ) 明徳出版社 １９５６．５

OH/13/1 1108943539 (１２７ｐ １９ｃｍ)
OH/12/34 1108942366

◆OH
歴史の名言 ◆OH
伊福部隆彦／著 老春謳歌 -長生きの秘訣-
人物往来社 １９６４．４ 御木徳近／著
(３００ｐ ２０ｃｍ) 芸術生活社 １９７６
格言 (２５３ｐ １９ｃｍ)

OH/15/40 1108945401 OH/15/136 1108949783

◆OH ◆OH
劣等感と自信 -勇気ある生き方- 老荘思想
加藤諦三／［ほか］著 安岡正篤／著
大和出版 １９７３．２ 福村書店 １９４６．１１
(２３５ｐ ２０ｃｍ) (１９２ｐ ２２ｃｍ)
青春の書 老荘思想
人生の哲理（加藤諦三），可能性をひらく豊かな指針（加藤日 OH/12/122 1108942598
出男），生き甲斐と信念の追求（島影盟），平凡に還るという
こと（亀井勝一郎），不安と悩みを超える知性（古谷綱武），
自分をみつめる勇気（堀秀彦），私に勇気を与えた一言（佐藤 ◆OH
正忠） 論語 上

OH/15/137 1108949791 吉川幸次郎／著
朝日新聞社 １９５９．３
(１１，１２，３３８ｐ １９ｃｍ)

◆OH 中国古典選
老子 論語－評釈
森三樹三郎／著 森三樹三郎／著 OH/12/64 1108942671
講談社 １９７８．７
(４２５ｐ １８ｃｍ)
人類の知的遺産 ◆OH
巻末：年表，文献案内 論語 -悦楽忠恕-

OH/12/73 1108942762 幸田露伴／著
中央公論社 １９４７．４
(２５５ｐ １９ｃｍ)

◆OH OH/12/63 1108942663
老子
水野勝太郎／編
改訂版 ◆OH
ジャーナル社 １９７３．１ 論語 上
(１６２ｐ １６ｃｍ) 吉川幸次郎／著
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朝日新聞社 １９６５．１２
(１２，３，１１，３３８ｐ １９ｃｍ)
新訂中国古典選 ◆OH
論語－評釈 我国土・我国民

OH/12/64-2 1109309599 林語堂／著 新居格／訳
改訂
豊文書院 １９３８．１２

◆OH (５９１，８ｐ ２０ｃｍ)
論語 OH/12/42 1108942440
水野勝太郎／編
ジャーナル社 １９７３．２
(５６７ｐ １６ｃｍ) ◆OH

OH/12/9-2 1109229318 わが師　わがことば
黒田了一／著
毎日新聞社 １９７８．６

◆OH (２６１ｐ ２０ｃｍ)
論語解義 OH/15/130 1108949726
簡野道明／著
増訂版
明治書院 １９３１．９ ◆OH
(６９４，４０ｐ ２０ｃｍ) わが精神の冒険

OH/12/22 1108937440 サタデー・イヴニング・ポスト／編 西村孝次／他訳
荒地出版社 １９６１．１０
(２３８ｐ ２０ｃｍ)

◆OH 芸術と人生(ハーバート・リード著 田辺徹訳) 拡大する宇宙の
論語　簡抄 精神的把握(B.ラッセル著 大竹勝訳) 画一化の呪い(ワルター
水野勝太郎／編 ・グロピウス著 戸川敬一訳) 英雄の没落(アーサー・シュレジ
ジャーナル社 １９６２．１２ ンガー著 杉浦安訳) 帝国主義の終焉(D.W.ブローガン著 鷺村
(５６７ｐ １６ｃｍ) 達也訳) 物質の神秘(ロバート・オッペンハイマー著 佐々木宗

OH/12/9 1108937317 雄訳) 音楽のよろこび(アーロン・コープランド著 塚谷晃弘訳
) 宗教における失われた次元(P.ティリッヒ著 古屋安雄訳) ア
インシュタインの偉大な思想(J.ニューマン著 鈴木良治訳) コ

◆OH トバは人間を作り人間を変える(S.ハヤカワ著 大久保忠利訳) 
論語講義 戦争はいかにして始まったか(L.マンフォード著 瀬木慎一訳) 
渋沢栄一／述 人間の精神を形成する薬(A.ハクスリー著 西村孝次訳) 
新版 OH/15/44 1108945575
二松学舎大学出版部 １９７５．１０
(９５７ｐ ２２ｃｍ)
論語－評釈 ◆OH

OH/12/79 1108942820 わが憂国の戦い
谷口雅春／著
２版

◆OH 日本教文社 １９７３．２
論語之研究 (９，２７２ｐ ２０ｃｍ)
武内義雄／著 OH/16/55 1108950468
岩波書店 １９７２．７
(１４，３６２，６ｐ ２２ｃｍ)

OH/12/89 1108943224 ◆OH
若人のための７８章
谷口雅春／著

◆OH 日本教文社 １９６０．７
論語は生きている (３９０ｐ １９ｃｍ)
堀秀彦／著 生長の家
潮文社 １９６３．１ OH/16/16 1108950005
(２８２ｐ １８ｃｍ)
潮文社新書

OH/12/54 1108942564 ◆OH
忘れえぬ印象
村山熊太／著

◆OH 真人会 １９６２．１０
若き日の信仰 続 (２８１ｐ １８ｃｍ)
田中耕太郎／編 OH/18/25 1108950682
三笠書房 １９５６．３
(１７７ｐ １８ｃｍ)
三笠新書 ◆OH
内容：道徳的自己と宗教（安倍能成），不安と希望（仁戸田六 忘れられぬ名言
三郎），随想二題（田中峯子），キリスト教と欧米映画（津村 赤尾好夫／著
秀夫），人間の限界（石上玄一郎），フランス・カトリック大 旺文社 ［１９７２］
学の学生生活（岩瀬孝），詩と信仰（佐古純一郎），つくられ (２３４ｐ １８ｃｍ)
た人間つくる人間（武者小路実篤），ＡとＸの対話（武者小路 OH/15/51 1108948637
実篤），文学としての聖書（花岡花子），信仰の論理（田中耕
太郎）

OH/19/60 1108954874
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◆OH ◆OH
私の処世観 我等の信仰
藤原銀次郎／著 ブルンナー／著 豊沢登／著
要書房 １９５４．２ 改訳新版７版
(２１７ｐ １９ｃｍ) 新教出版社 １９６０．４

OH/15/63 1108948751 (２３５ｐ １９ｃｍ)
キリスト教－教義

OH/19/62 1108954890
◆OH

私の聖書物語
椎名麟三／著 ◆OH
７版 われら不条理の子
中央公論社 １９６２．６ Ｐ．ファン．デン．ボッシュ／著 加藤周一／訳
(２１０ｐ １８ｃｍ) 改装版
聖書（新約） 紀伊国屋書店 １９６９

OH/19/64 1108958214 (１５５ｐ １９ｃｍ)
OH/11/11 1108937192

◆OH
私の無教会主義 ◆OH
塚本虎二／著 我らは信ず -日本基督教団信仰告白解説-
伊藤節書房 １９６２．１２ 宮崎明治／著
(７，３３６ｐ ２０ｃｍ) 日本基督教団出版部 １９６６．１２
無教会主義 (１８６ｐ １８ｃｍ)

OH/19/49 1108954965 入門シリーズ
OH/19/81 1108958388

◆OH
私は創価学会の「スパイ」だった ◆OH
下山正行／著 ＡＬ．Ｑｕｒａｎ
晩声社 １９７９．１２ ［１９－－］
(２７２ｐ １９ｃｍ) (１ｖ． ２５ｃｍ)
ヤゲンブラ選書 OH/16/59 1109317139
創価学会

OH/18/85 1108953827
◆OH

Ｈｏｗ　ｔｏ　ｗｉｎ　ｆｒｉｅｎｄｓ　ａｎｄ　ｉｎｆｌｕ
◆OH ｅｎｃｅ　ｐｅｏｐｌｅ

私に勇気を与えた一言 -一流人から何を学ぶか- ｂｙ　Ｄａｌｅ　Ｃａｒｎｅｇｉｅ
佐藤正忠／著 Ｐｏｃｋｅｔｂｏｏｋｓ １９６８
大和書房 １９６８．２ (２６４ｐ １８ｃｍ)
(２２４ｐ １９ｃｍ) OH/15/117 1108949593
銀河選書

OH/15/52 1108948645
◆OH

Ｔｈｅ　ｓｕｒｖｉｖａｌ　ｏｆ　ｔｈｅ　ｗｉｓｅｓｔ
◆OH ｂｙ　Ｊｏｎａｓ　Ｓａｌｋ

和辻哲郎の思ひ出 Ｈａｒｐｅｒ　＆　Ｒｏｗ ［１９７３］
和辻照／編 (ｘｉｉ，１２４ｐ ２２ｃｍ)
岩波書店 １９６３．３ OH/11/15 1109340578
(１１，３７８ｐ １９ｃｍ)

OH/12/16 1108937382

◆OH
われら旅びと -さとりの道を求めて-
高橋隆天／著
川崎大師遍照叢書刊行会 １９８０．１
(２４５ｐ ２０ｃｍ)
川崎大師遍照叢書
真言宗－感想・説教

OH/16/52 1108950435

◆OH
我ら日本人として
谷口雅春／著
日本教文社 １９５８．２
(２５２ｐ １９ｃｍ)
生長の家

OH/16/24 1108950187
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