
 
 
 
 
 
 

文庫・新書 

 



◆OH OH/C30/4 1109306546
赤と黒 上巻
スタンダール／〔著〕 桑原武夫，生島僚一／訳
改版 ◆OH
岩波書店 １９４０．７ 或女 後編
(４１３ｐ １５ｃｍ) 有島武郎／著
岩波文庫 日本近代文学館 １９６９．４

OH/A95/4 1109305332 (３８８，４ｐ ２０ｃｍ)
名著複刻全集近代文学館

OH/E01/4-2 1109326056
◆OH

赤と黒 下巻
スタンダール／〔著〕 桑原武夫，生島僚一／訳 ◆OH
改版 或女 前編
岩波書店 １９４８．１１ 有島武郎／著
(２９８ｐ １６ｃｍ) 日本近代文学館 １９６９．４
岩波文庫 (２８０ｐ ２０ｃｍ)

OH/A95/5 1109305340 名著複刻全集近代文学館
OH/E01/4-1 1109326049

◆OH
赤と黒 中巻 ◆OH
スタンダール／著 大久保和郎／訳 アルトハイデルベルク
角川書店 １９５２．１１ マイアーフェルスター／著 番匠谷英一／訳
(２３２ｐ １５ｃｍ) 岩波書店 １９４６．２
角川文庫 (１４９ｐ １５ｃｍ)

OH/D95/2 1109309086 岩波文庫
OH/A94/5 1109297653

◆OH
赤と黒 下巻 ◆OH
スタンダール／著 家なき子 第二部
角川書店 １９５２．１１ エクトル・マロ／著 桜田佐／訳
(２３６ｐ １５ｃｍ) 新潮社 １９５８．４
角川文庫 (２６２ｐ １５ｃｍ)

OH/D95/3 1109309094 新潮文庫
OH/D33/1 1109308922

◆OH
アダム・スミス ◆OH
高島善哉／著 イギリス現代史
岩波書店 １９６８．３ 小幡操／著
(６，２１２ｐ １８ｃｍ) 岩波書店 １９５９．１０
岩波新書 (６，１７８，１１ｐ　図版１枚 １８ｃｍ)

OH/C33/9 1109306751 岩波新書
イギリス－歴史

OH/C23/1 1109306371
◆OH

アフリカ騎兵
ピエール・ロティ／著 渡辺一夫／訳 ◆OH
岩波書店 １９５２．３ 石田梅岩と『都鄙問答』
(３２３ｐ １５ｃｍ) 石川謙／著
岩波文庫 岩波書店 １９６８．６

OH/A95/8 1109305373 (２１４ｐ １８ｃｍ)
岩波新書
都鄙問答

◆OH OH/C30/5 1109306553
アメリカ人民の歴史 上
レオ・ヒューバーマン／著 小林良正，雪山慶正／訳
岩波書店 １９５４．１０ ◆OH
(２２，２５６，６ｐ　図版１枚 １８ｃｍ) 一音楽家の思い出
岩波新書 チャイコフスキー／著 渡辺護／訳
アメリカ合衆国－歴史 音楽之友社 １９５２．１２

OH/C25/1 1109306405 (２０９ｐ １５ｃｍ)
音楽文庫

OH/D76/2 1109308963
◆OH

アメリカン・ライフ
小宮隆太郎／著 ◆OH
岩波書店 １９６１．７ 一日一生
(５，２０７ｐ　図版１枚 １８ｃｍ) 内村鑑三／著
岩波新書 角川書店 １９５１．１２
アメリカ合衆国 (２７９ｐ １５ｃｍ)
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角川文庫
OH/A19/7 1109294544

◆OH
ウズベック・クロアチア・ケララ紀行 -社会主義の三つの顔-

◆OH 加藤周一／著
従妹ベット 下巻 岩波書店 １９５９．８
バルザック／著 水野亮／訳 (２１２ｐ １８ｃｍ)
岩波書店 １９５０．７ 岩波新書
(４１２ｐ １５ｃｍ) ウズベク－紀行 ケララ－紀行 クロアチア－紀行
岩波文庫 OH/C29/2 1109306496

OH/A93/6 1109297562

◆OH
◆OH 歌合集

いのちの半ばに 峯岸義秋／編
ビアス／作 西川正身／訳 岩波書店 １９３８．９
岩波書店 １９５５．８ (５６５ｐ １６ｃｍ)
(１０４ｐ １５ｃｍ) 岩波文庫
岩波文庫 OH/A91/18 1109297380

OH/A93/1 1109297513

◆OH
◆OH 内村鑑三随筆集

岩波文庫解説目録 １９６４年 内村鑑三／著
岩波書店／［編］ 岩波書店 １９３２．７
岩波書店 １９６４．８ (２７９ｐ １５ｃｍ)
(１１６，２７ｐ １５ｃｍ) 岩波文庫

OH/A02/1 1109292563 OH/A19/5 1109294536

◆OH ◆OH
ウィリアム・ペン -民主主義の先駆者- 宇宙と星
ヴァイニング夫人／著 高橋たね／訳 畑中武夫／著
岩波書店 １９５０．１２ 岩波書店 １９５６．７
(３０７ｐ １８ｃｍ) (６，１８３ｐ １８ｃｍ)
岩波新書 岩波新書

OH/C28/5 1109306454 OH/C44/1 1109306934

◆OH ◆OH
植村正久文集 生れ出る悩み
斎藤勇／編 有島武郎／著
岩波書店 １９３９．８ 日本近代文学館 １９６９．４
(２３６ｐ １６ｃｍ) (１９３ｐ ２０ｃｍ)
岩波文庫 名著複刻全集近代文学館

OH/A10/2 1109292621 内容：生れ出る悩み，石にひしがれた雑草
OH/E01/5 1109326064

◆OH
浮城物語 ◆OH
矢野竜渓／著 海の見える村の一年 -新農村歳時記-
岩波書店 １９４０．１１ 杉浦明平／著
(２６７ｐ １５ｃｍ) 岩波書店 １９６１．５
岩波文庫 (２７１ｐ １８ｃｍ)

OH/A91/11 1109297315 岩波新書
OH/C61/1 1109306975

◆OH
浮世絵類考 ◆OH
仲田勝之助／編校 海やまのあひだ -自選歌集-
岩波書店 １９４１．９ 釈迢空／著
(２３０ｐ １５ｃｍ) 日本近代文学館 １９６９．４
岩波文庫 (２４０，２６ｐ ２０ｃｍ)

OH/A72/2 1109297166 名著複刻全集近代文学館
OH/E01/6 1109326072

◆OH
宇下人言・修行録 ◆OH
松平定信／著 松平定光／校訂 埋もれた金印 -日本国家の成立-
岩波書店 １９４２．６ 藤間生大／著
(２１３ｐ １５ｃｍ) 第２版
岩波文庫 岩波書店 １９７０．２

OH/A28/2 1109296747 (７，２２４ｐ １８ｃｍ)
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岩波新書 岩田豊雄／著
OH/C21/11 1109306314 新潮社 １９６２．８

(３５９ｐ １６ｃｍ)
新潮文庫

◆OH OH/D91/8 1109309045
英雄崇拝論
トーマス・カーライル／著 老田三郎／訳
岩波書店 １９４９．５ ◆OH
(４３４ｐ １５ｃｍ) 海神丸 -其他-
岩波文庫 野上弥生子／著

OH/A28/10 1109296820 日本近代文学館 １９６９．４
(２４０ｐ ２０ｃｍ)
名著複刻全集近代文学館

◆OH 内容：海神丸，多津子，所有
易経 OH/E01/2 1109326023
高田真治／訳註
岩波書店 １９３７．４
(４２９ｐ １６ｃｍ) ◆OH
岩波文庫 科学史と新ヒューマニズム

OH/A12/9 1109294114 サートン／著 森島恒雄／訳
岩波書店 １９３８．１１
(２５５ｐ １８ｃｍ)

◆OH 岩波新書
王子と乞食 OH/B40/1 1109305555
マーク・トウェーン／著 村岡花子／訳
岩波書店 １９４５．１１
(２８６ｐ １５ｃｍ) ◆OH
岩波文庫 科学者と詩人

OH/A93/7 1109297570 ポアンカレ／著 平林初之輔／訳
岩波書店 １９２８．６
(２１８ｐ １５ｃｍ)

◆OH 岩波文庫
大君の都 -幕末日本滞在記- 上 OH/A40/1 1109297109
オールコック／編 山口光朔／訳
岩波書店 １９６２．４
(４２０ｐ １５ｃｍ) ◆OH
岩波文庫 下学集 -元和本-

OH/A76/1 1109297174 亀井孝／校
岩波書店 １９４４．６
(１７０ｐ １５ｃｍ)

◆OH 岩波文庫
沖縄 日本語－辞書
比嘉春潮，霜多正次，新里恵二／著 霜多正次／著 新里恵二／ OH/A21/14 1109296655
著
岩波書店 １９６３．１
(２２０ｐ　図版２枚 １８ｃｍ) ◆OH
岩波新書 学生時代
付：参考文献についてｐ２１６－２１８ 久米正雄／著
琉球 新潮社 １９６２．６

OH/C31/3 1109306587 (２７４ｐ １６ｃｍ)
OH/C21/8 1109306280 新潮文庫

OH/D91/1 1109308971

◆OH
お目出たき人 ◆OH
武者小路実篤／著 学生に与ふる書
日本近代文学館 １９６８．９ 天野貞祐／著
(２１１ｐ １９ｃｍ) 岩波書店 １９３９．８
名著複刻全集近代文学館 (２３２ｐ １８ｃｍ)

OH/E01/1 1109326015 岩波新書
OH/B37/1 1109305522

◆OH
オリンポスの果実 ◆OH
田中英光／著 楽聖物語
角川書店 １９５１．１０ 河上徹太郎／著
(１１４ｐ １５ｃｍ) 角川書店 １９５６．９
角川文庫 (２６６ｐ １５ｃｍ)

OH/D91/5 1109309011 角川文庫
OH/D76/1 1109308955

◆OH
海軍
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◆OH ◆OH
学問のすゝめ ギリシヤ精神の様相
福沢諭吉／著 ブチャー／著 田中秀央／訳
岩波書店 １９４２．１２ 岩波書店 １９４０．１２
(２１０ｐ １５ｃｍ) (３０１ｐ １５ｃｍ)
岩波文庫 岩波文庫

OH/A03/3 1109292597 OH/A13/1 1109294155
OH/A03/2 1109292589

◆OH
◆OH 基督者の自由 -他三篇-

学記・大学 マルティン・ルター／著 石原謙／訳
武内義雄／訳 改訂版
岩波書店 １９４８．３ 岩波書店 １９３４．５
(１０６ｐ １５ｃｍ) (１１３ｐ １６ｃｍ)
岩波文庫 岩波文庫

OH/A12/1 1109292639 OH/A19/4 1109294528

◆OH ◆OH
カラマーゾフの兄弟 第１巻 禁色 下巻
ドストエーフスキイ／作 米川正夫／訳 三島由紀夫／著
岩波書店 １９４６．５ 新潮社 １９５４．１１
(４３２ｐ １５ｃｍ) (３０５ｐ １６ｃｍ)
岩波文庫 新潮文庫

OH/A98/5 1109305431 OH/D91/9 1109309052

◆OH ◆OH
勧進帳 近思録
守随憲治／校訂 朱熹・呂祖謙／編 秋月胤継／訳注
岩波書店 １９４１．１ 岩波書店 １９４０．１
(２９２ｐ １６ｃｍ) (３７９ｐ １５ｃｍ)
岩波文庫 岩波文庫

OH/A91/15 1109297356 OH/A12/7 1109292696

◆OH ◆OH
義経記 近世畸人伝
島津久基／校訂 伴蒿蹊／著 森銑三／校注
岩波書店 １９３９．３ 岩波書店 １９４０．１
(３６１ｐ １５ｃｍ) (２７１ｐ １６ｃｍ)
岩波文庫 岩波文庫

OH/A91/26 1109297448 OH/A28/8 1109296804

◆OH ◆OH
求安録 近代日本の思想家たち -中江兆民，幸徳秋水，吉野作造-
内村鑑三／著 林茂／著
岩波書店 １９３９．１２ 岩波書店 １９５８．２
(１４６ｐ １６ｃｍ) (５，１９６ｐ　図版１枚 １８ｃｍ)
岩波文庫 岩波新書

OH/A19/3 1109294510 OH/C12/4 1109305662

◆OH ◆OH
共産党宣言 近代民主政治 第２巻
マルクス／共著 エンゲルス／共著 大内兵衛／訳 ジェームス・ブライス／著 松山武／訳
岩波書店 １９５１．１２ 岩波書店 １９４６．４
(１１１ｐ １５ｃｍ) (３１４ｐ １５ｃｍ)
岩波文庫 岩波文庫

OH/A36/1 1109297091 OH/A31/2 1109296895

◆OH ◆OH
玉葉和歌集 近代民主政治 第１巻
京極為兼／著 次田香澄／校訂 ジェームス・ブライス／著 松山武／訳
岩波書店 １９４４．７ 岩波書店 １９２９．６
(５３７ｐ １５ｃｍ) (３２２ｐ １５ｃｍ)
岩波文庫 岩波文庫

OH/A91/19 1109297398 OH/A31/1 1109296861
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◆OH
近代民主政治 第４巻
ジェームス・ブライス／著 松山武／訳
岩波書店 １９４８．１０ ◆OH
(３０８，５ｐ １５ｃｍ) 経済学及課税之原理
岩波文庫 リカアドオ／著 小泉信三／訳

OH/A31/4 1109296879 第３刷
岩波書店 １９３３
(４５３ｐ １６ｃｍ)

◆OH 岩波文庫
近代民主政治 第３巻 OH/A33/11 1109297059
ジェームス・ブライス／著 松山武／訳
岩波書店 １９４８．１０
(３２８ｐ １５ｃｍ) ◆OH
岩波文庫 経済学原理 下

OH/A31/3 1109296903 トマス・ロバート・マルサス／著 吉田秀夫／訳
岩波書店 １９３７．９
(４１９ｐ １６ｃｍ)

◆OH 岩波文庫
草枕 OH/A33/13 1109297075
夏目漱石／作
改版
岩波書店 １９６３．９ ◆OH
(１４３ｐ １５ｃｍ) 経済学原理 上
岩波文庫 トマス・ロバート・マルサス／著 吉田秀夫／訳

OH/A91/3 1109297232 岩波書店 １９３７．５
(４３１ｐ １６ｃｍ)
岩波文庫

◆OH OH/A33/12 1109297067
鎖を断つアフリカ
西野照太郎／著
岩波書店 １９５４．６ ◆OH
(８，２１５ｐ １８ｃｍ) 経済学入門
岩波新書 ローザ・ルクセンブルグ／著 佐野文夫／訳

OH/C30/3 1109306538 岩波書店 １９３３．２
(３７４ｐ １５ｃｍ)
岩波文庫

◆OH OH/A33/14 1109297083
軍事費
島恭彦／著
岩波書店 １９６６．４ ◆OH
(１９３ｐ １８ｃｍ) 結婚
岩波新書 川島武宜／著

OH/C39/1 1109306900 岩波書店 １９５４．５
(２３５ｐ １８ｃｍ)
岩波新書

◆OH OH/C36/1 1109306769
訓読日本書紀 上巻
黒板勝美／編
岩波書店 １９４３．４ ◆OH
(１５０ｐ １５ｃｍ) 月曜物語 
岩波文庫 ドーデー／著 桜田佐／訳
日本書紀 岩波書店 １９５７．３

OH/A21/12 1109296630 (２９０ｐ １５ｃｍ)
岩波文庫

OH/A95/3 1109305324
◆OH

経済を動かすもの
都留重人／著 ◆OH
岩波書店 １９５９．９ 毛吹草
(１９４ｐ １８ｃｍ) ［松江重頼／編輯］ 新村出／校閲 竹内若／校訂
岩波新書 岩波書店 １９４３．１２
日本－経済 (５０５ｐ １５ｃｍ)

OH/C33/5 1109306710 OH/A91/21 1109301497

◆OH ◆OH
経済を見る眼 ケーベル博士随筆集
都留重人／著 ラファエル・ケーベル／著 久保勉／訳編
岩波書店 １９５８．１１ 改訂版
(４，２０２ｐ １８ｃｍ) 岩波書店 １９４０
岩波新書 (２２３ｐ １５ｃｍ)
日本－経済 岩波文庫

OH/C33/6 1109306728 OH/A04/1 1109292605
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岩波新書
日本文学－作家

◆OH OH/C91/5 1109308773
蹇蹇録
陸奥宗光／著
第１０刷改版 ◆OH
岩波書店 １９４１．７ 現代の神話 -正しいものの考え方- 上
(３２３ｐ １５ｃｍ) Ｂ．ダンハム／著 泉誠一／訳
岩波文庫 岩波書店 １９５４．６

OH/A21/10 1109296614 (１４，２２２，５ｐ １８ｃｍ)
岩波新書
現代哲学

◆OH OH/C15/1 1109306124
原子核の世界
菊池正士／著
岩波書店 １９５７ ◆OH
(１８４ｐ １８ｃｍ) 現代の戦争
岩波新書 高木惣吉／著

OH/C42/1 1109306926 岩波書店 １９５６．１０
(４，２０４ｐ １８ｃｍ)
岩波新書

◆OH 戦争
言志四録 OH/C39/2 1109306918
佐藤一斎／著 山田準・五弓安二郎／訳註
岩波書店 １９３５．６
(４４４ｐ １５ｃｍ) ◆OH
岩波文庫 現代のファシズム

OH/A12/4 1109292662 勝部元／著
岩波書店 １９５５．６
(２５０ｐ １８ｃｍ)

◆OH 岩波新書
原子力と国際政治 OH/C31/1 1109306561
前田寿／著
岩波書店 １９５８．１０
(２１２，６ｐ １８ｃｍ) ◆OH
岩波新書 見聞談叢

OH/C31/7 1109306629 伊藤梅宇／著 亀井伸明／校訂
岩波書店 １９４０．７
(３０８ｐ １５ｃｍ)

◆OH 岩波文庫
現代をどうとらえるか -イデオロギーを超えて- OH/A03/1 1109292571
市村真一／著
講談社 １９７０．２
(２３８ｐ １８ｃｍ) ◆OH
講談社現代新書 憲法を生かすもの

OH/D30/1 1109308914 憲法問題研究会／編
岩波書店 １９６１．３
(３３１ｐ １８ｃｍ)

◆OH 岩波新書
現代日本の思想 -その五つの渦- OH/C32/2 1109306686
久野収・鶴見俊輔／著
岩波書店 １９５６．１１
(２２９，４ｐ １８ｃｍ) ◆OH
岩波新書 憲法義解
日本思想－歴史－明治以後 伊藤博文／著 宮沢俊義／校註

OH/C12/1 1109305621 岩波書店 １９４０．４
(２０１ｐ １５ｃｍ)
岩波文庫

◆OH OH/A32/1 1109296945
現代の経済政策
渡部経彦／著
岩波書店 １９６９ ◆OH
(２０２ｐ １８ｃｍ) 元禄快挙録 上篇
岩波新書 福本日南／著
経済政策 岩波書店 １９３９．１２

OH/C33/7 1109306736 (２４９ｐ １６ｃｍ)
岩波文庫

OH/A21/6 1109297711
◆OH

現代の作家
中野好夫／編 ◆OH
岩波書店 １９５５．９ 元禄快挙録 中篇
(３１０ｐ １８ｃｍ) 福本日南／著
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岩波書店 １９４０．５ 岩波書店 １９５６．５
(２４５ｐ １６ｃｍ) (４，２１９ｐ １８ｃｍ)
岩波文庫 岩波新書

OH/A21/7 1109297729 日本国有鉄道
OH/C68/1 1109308716

◆OH
元禄快挙録 下篇 ◆OH
福本日南／著 国富論 １
岩波書店 １９４０．１１ アダム・スミス／著 大内兵衛／訳
(２７５ｐ １６ｃｍ) 岩波書店 １９４０．９
岩波書店 (４８１ｐ １６ｃｍ)

OH/A21/8 1109297737 岩波文庫
経済学－古典学派

OH/A33/1 1109296952
◆OH

孔子
貝塚茂樹／著 ◆OH
岩波書店 １９５１．５ 国富論 ２
(３，２０４ｐ　図版１枚 １８ｃｍ) アダム・スミス／著 大内兵衛／訳
岩波新書 岩波書店 １９４１．５

OH/C12/3 1109305654 (２６０ｐ １６ｃｍ)
岩波文庫
経済学－古典学派

◆OH OH/A33/2 1109296960
好色五人女
井原西鶴／著 和田万吉／校訂
岩波書店 １９２７．１０ ◆OH
(９５ｐ １６ｃｍ) 国富論 ３
岩波文庫 アダム・スミス／著 大内兵衛／訳

OH/A91/1 1109297216 岩波書店 １９４２．７
(４８４ｐ １５ｃｍ)
岩波文庫

◆OH 経済学－古典学派
講孟餘話 OH/A33/3 1109296978
吉田松陰／著 広瀬豊／校訂
岩波書店 １９４３．７
(３７９ｐ １５ｃｍ) ◆OH
岩波文庫 国富論 ４

OH/A12/3 1109292654 アダム・スミス／著 大内兵衛／訳
岩波書店 １９４３．２
(４６５ｐ １５ｃｍ)

◆OH 岩波文庫
高野聖 経済学－古典学派
泉鏡花／著 OH/A33/4 1109296986
角川書店 １９５４．１２
(１１８ｐ １５ｃｍ)
角川文庫 ◆OH
内容：高野聖，妖術 国富論 ５

OH/D91/6 1109309029 アダム・スミス／著 大内兵衛／訳
岩波書店 １９４４．１１
(１４６，１８４ｐ １５ｃｍ)

◆OH 岩波文庫
声の狩人 経済学－古典学派
開高健／著 OH/A33/5 1109296994
岩波書店 １９６２．１１
(２３２ｐ　図版１枚 １８ｃｍ)
岩波新書 ◆OH

OH/C91/2 1109308740 古事記伝 １
本居宜長／撰 倉野憲司／校訂
岩波書店 １９４０．８

◆OH (３２７ｐ １５ｃｍ)
国際連合 岩波文庫
明石康／著 OH/A21/9 1109297745
岩波書店 １９６５．３
(２３８ｐ １８ｃｍ)
岩波新書 ◆OH

OH/C31/6 1109306603 古事記の世界
西郷信綱／著
岩波書店 １９６７．９

◆OH (３，２１６ｐ １８ｃｍ)
国鉄 岩波新書
大島藤太郎／著 OH/C21/7 1109306272
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◆OH
子規句集

◆OH 正岡子規／著 高浜虚子／選
古典の読みかた 岩波書店 １９４１．６
岩波書店／編 (２７２ｐ １６ｃｍ)
岩波書店 １９５３．４ 岩波文庫
(１２６ｐ １５ｃｍ) OH/A91/23 1109297414

OH/A01/1 1109292555

◆OH
◆OH 史記平準書・漢書食貨志

今日の戦争 -その計画・遂行・経費- 加藤繁／訳註
ポソニー／著 大内愛七／訳 岩波書店 １９４２．９
岩波書店 １９４０．７ (２２１ｐ １５ｃｍ)
(２０８ｐ １８ｃｍ) 岩波文庫
岩波新書 内容：史記平準書（史記貨殖列伝）、漢書食貨志

OH/B39/1 1109305548 OH/A12/11 1109294130

◆OH ◆OH
西郷隆盛 子思子
圭室諦成／著 藤原正／訳註
岩波書店 １９６０．４ 岩波書店 １９３５．４
(１９４，４ｐ １８ｃｍ) (２１５ｐ １５ｃｍ)
岩波新書 岩波文庫

OH/C28/7 1109306470 内容：中庸他６篇
OH/A12/6 1109292688

◆OH
懴悔 ◆OH
トルストイ／著 原久一郎／訳 史的に見たる科学的宇宙観の変遷
岩波書店 １９４６．５ スワンテ・アーレニウス／著 寺田寅彦／訳
(１４１ｐ １５ｃｍ) 岩波書店 １９４４．８
岩波文庫 (３３０，８ｐ １５ｃｍ)

OH/A98/1 1109305399 岩波文庫
OH/A44/1 1109297117

◆OH
三十年戦史 第１部 ◆OH
シルレル／著 渡辺格司／訳 支那・支那人
岩波書店 １９４３．１２ 鳥山喜一／著
(２９７ｐ １５ｃｍ) 岩波書店 １９４２．４
岩波文庫 (１７３ｐ １８ｃｍ)

OH/A23/3 1109296713 岩波新書
OH/B38/1 1109305530

◆OH
三十年戦史 第２部 ◆OH
シルレル／著 渡辺格司／訳 支那通史 下冊
岩波書店 １９４４．５ 那珂通世／著 和田清／訳
(３２６ｐ １５ｃｍ) 岩波書店 １９４１．１２
岩波文庫 (２８０ｐ １５ｃｍ)

OH/A23/4 1109296721 岩波文庫
OH/A22/2 1109296689

◆OH
三論玄義 ◆OH
嘉祥大師／著 金倉圓照／訳 支那通史 中冊
岩波書店 １９４１．３ 那珂通世／著 和田清／訳
(２１６ｐ １５ｃｍ) 岩波書店 １９３９．９
岩波文庫 (２６４ｐ １５ｃｍ)

OH/A12/10 1109294122 岩波文庫
OH/A22/1 1109296671

◆OH
ジェーン・エア 下巻 ◆OH
シャーロット・ブロンテ／著 大久保康雄／訳 支那の經濟機構
新潮社 １９５４．１ 何幹之／著 中西功／訳 小泉謙／訳
(４１４ｐ １６ｃｍ) １９４０．９
新潮文庫 (１８６ｐ １８ｃｍ)

OH/A93/9 1109297596 岩波新書
OH/B33/2 1109305514
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岩波文庫
◆OH 第１巻第３分冊

支那のユーモア OH/A33/8 1109297026
林語堂／著 吉村正一郎／訳
岩波書店 １９４０．１
(１９８ｐ １８ｃｍ) ◆OH
岩波新書 社会科学入門 -新しい国民の見方考え方-

OH/B92/1 1109305605 高島善哉／著
岩波書店 １９５４．６
(５，２２０ｐ １８ｃｍ)

◆OH 岩波新書
死の商人 OH/C30/1 1109306512
岡倉古志郎／著
岩波書店 １９５１．２
(３，１６８ｐ １８ｃｍ) ◆OH
岩波新書 社会科学の方法 -ウエーバーとマルクス-
財閥 軍事工業 大塚久雄／著

OH/C21/10 1109306306 岩波書店 １９６６．９
(２２２ｐ １８ｃｍ)
岩波新書

◆OH OH/C30/2 1109306520
忍ぶの惣太・縮屋新助
黙阿弥／作 河竹繁俊／校訂
岩波書店 １９２８．７ ◆OH
(２０９ｐ １６ｃｍ) 社会主義入門 （下）
岩波文庫 レオ・ヒューバーマン／著 小椋広勝／訳

OH/A91/14 1109297349 岩波書店 １９５４．３
(２，２０１，１５ｐ １８ｃｍ)
岩波新書

◆OH 社会主義
芝居入門 OH/C36/7 1109306827
小山内薫／著 北村喜八／補稿者
岩波書店 １９３９．１０
(２６２ｐ １８ｃｍ) ◆OH
岩波新書 社会主義入門 （上）

OH/B77/1 1109305571 レオ・ヒューバーマン／著 小椋広勝／訳
改版
岩波書店 １９６３．１２

◆OH (４，２３０，１２ｐ １８ｃｍ)
資本主義経済の歩み -封建制から現代まで- 下 岩波新書
レオ・ヒューバーマン／著 小林良正，雪山慶正／訳 雪山慶正 社会主義
岩波書店 １９５３．４ OH/C36/5-2 1109306819
(２，２４５，１５ｐ １８ｃｍ)
岩波新書
資本主義 経済－歴史 ◆OH

OH/C33/2 1109306660 社会主義入門 （下）
レオ・ヒューバーマン／著 小椋広勝／訳
改版

◆OH 岩波書店 １９６４．７
資本論 １ (２，１９９，１６ｐ １８ｃｍ)
カール・マルクス／〔著〕 エンゲルス／編 向坂逸郎／訳 岩波新書
岩波書店 １９４７．９ 社会主義
(２８４ｐ １５ｃｍ) OH/C36/7-2 1109306835
岩波文庫
第１巻第１分冊

OH/A33/6 1109297000 ◆OH
社会主義入門 （上）
レオ・ヒューバーマン／著 小椋広勝／訳

◆OH 岩波書店 １９５３．１２
資本論 ２ (４，２３２，１２ｐ １８ｃｍ)
カール・マルクス／〔著〕 エンゲルス／編 向坂逸郎／訳 岩波新書
岩波書店 １９４８．１１ 社会主義
(３０８ｐ １５ｃｍ) OH/C36/5 1109306801
岩波文庫
第１巻第２分冊

OH/A33/7 1109297018 ◆OH
社会保障
坂寄俊雄／著

◆OH 岩波書店 １９５８．４
資本論 ３ (９，２２１ｐ １８ｃｍ)
カール・マルクス／〔著〕 エンゲルス／編 向坂逸郎／訳 岩波新書
岩波書店 １９５０．１ 社会保障
(４３１ｐ １５ｃｍ) OH/C36/2 1109306777
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遠山茂樹，今井清一，藤原彰／著
岩波書店 １９５５．１１

◆OH (８，２３８，６ｐ １８ｃｍ)
シャーロック・ホームズの回想 -ホームズの失踪　他４篇- 岩波新書
コナン・ドイル／作 菊池武一／訳 日本－歴史－昭和時代
岩波書店 １９５２．１１ OH/C21/4 1109306249
(２４８ｐ １５ｃｍ)
岩波文庫
内容：銀星号事件．　身体の曲った男．　マスグレイヴ家の儀 ◆OH
式．　海軍秘密条約紛失事件．　ホームズの失踪 死よ驕るなかれ

OH/A93/10 1109297604 ジョン・ガンサー／著 中野好夫・矢川徳光／訳
岩波書店 １９５４．２
(２９９ｐ １８ｃｍ)

◆OH 岩波新書
十三夜・われから -他三篇- OH/C93/1 1109308831
樋口一葉／著
岩波書店 １９３８．９
(１２３ｐ １５ｃｍ) ◆OH
岩波文庫 続日本紀宣命

OH/A91/2 1109297224 倉野憲司／編
岩波書店 １９３６．１１
(１４１ｐ １５ｃｍ)

◆OH 岩波文庫
自由と規律 -イギリスの学校生活- OH/A21/13 1109296648
池田潔／著
岩波書店 １９４９．１１
(１６６ｐ １８ｃｍ) ◆OH
岩波新書 ジョゼフ・フーシェ -或る政治的人間の肖像-
学校生活 シュテファン・ツワイク／著 高橋禎二，秋山英夫／訳

OH/C37/1 1109306892 岩波書店 １９５１．５
(７，３４４ｐ １８ｃｍ)
岩波新書

◆OH OH/C28/6 1109306462
儒教の精神
武内義雄／著
岩波書店 １９３９．１１ ◆OH
(２１４ｐ １８ｃｍ) 女帝 -古代日本の光と影-
岩波新書 上田正昭／著
儒学 講談社 １９７１．６

OH/B12/1 1109305449 (２１６ｐ １８ｃｍ)
講談社現代新書
天皇制

◆OH OH/D21/1 1109308872
種の起源 上巻
チャールズ・ダーウィン／著 小泉丹／訳
改訂版 ◆OH
岩波書店 １９３９．５ 人生論
(３３８ｐ １５ｃｍ) トルストイ／著 中村白葉／訳
岩波文庫 第１０刷改版

OH/A46/1 1109297125 岩波書店 １９３７．１０
(２５３ｐ １５ｃｍ)
岩波文庫

◆OH OH/A15/3 1109294205
趣味の価値
脇村義太郎／著
岩波書店 １９６７．５ ◆OH
(２０５，６ｐ １８ｃｍ) 新唐詩選
岩波新書 吉川幸次郎，三好達治／共著
貿易品 商品学 岩波書店 １９５２．８

OH/C33/8 1109306744 (２３３ｐ １８ｃｍ)
岩波新書

OH/C92/3 1109308807
◆OH

純粋現象学及現象学的哲学考案 下
フッセル／著 池上鎌三／訳 ◆OH
岩波書店 １９４１．１０ 親鸞聖人和讃集
(３５１ｐ １５ｃｍ) 名畑応順／校注
岩波文庫 岩波書店 １９３６．９

OH/A10/1 1109292613 (２９２ｐ １６ｃｍ)
岩波文庫

OH/A18/5 1109294437
◆OH

昭和史
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◆OH ◆OH
杉浦重剛座談録 西洋哲学史 上巻
猪狩史山，中野刀水／共著 シュヴェーグラー／著 谷川徹三，松村一人／訳
岩波書店 １９４１．８ 岩波書店 １９３９．９
(１９８ｐ １５ｃｍ) (３１３ｐ １５ｃｍ)
岩波文庫 岩波文庫

OH/A28/1 1109296739 OH/A13/2 1109294163

◆OH ◆OH
駿台雑話 西洋哲学史 下巻
室鳩巣／著 森銃三／校訂 シュヴェーグラー／著 谷川徹三，松村一人／訳
岩波書店 １９３６．１２ 岩波書店 １９３９．１１
(２９９ｐ １６ｃｍ) (３５１，８ｐ １５ｃｍ)
岩波文庫 岩波文庫

OH/A91/12 1109297323 OH/A13/3 1109294171

◆OH ◆OH
性格 世界経済図説
宮城音弥／著 有沢広巳，脇村義太郎／共著
岩波書店 １９６０．８ 第２版
(７，２１９，２６ｐ １８ｃｍ) 岩波書店 １９５６．６
岩波新書 (１４，１９５，５ｐ １８ｃｍ)
性格 岩波新書

OH/C14/2 1109305704 OH/C33/3 1109306694

◆OH ◆OH
聖教要録・配所残筆 世界史における日本
山鹿素行／著 村岡典嗣／校訂 Ｇ．Ｂ．サンソム／著 大窪愿二／著
岩波書店 １９４０．６ 岩波書店 １９５１．１１
(１０６ｐ １５ｃｍ) (１５８ｐ １８ｃｍ)
岩波文庫 岩波新書

OH/A21/15 1109296663 OH/C21/6 1109306264

◆OH ◆OH
省諐録 世界諸民族経済戦夜話
佐久間象山／著 飯島忠夫／訳注 白柳秀湖／著
岩波書店 １９４４．４ 岩波書店 １９３８．１
(１３２ｐ １５ｃｍ) (２１０ｐ １８ｃｍ)
岩波文庫 岩波新書

OH/A15/6 1109294239 OH/B33/1 1109305506

◆OH ◆OH
聖書入門 世界の歩み 下巻
小塩力／著 林健太郎／著
岩波書店 １９５５．１２ 岩波書店 １９５３．４
(９，２０５，９ｐ，地図 １８ｃｍ) (１９８，１４ｐ １８ｃｍ)
岩波新書 岩波新書

OH/C19/1 1109306173 世界史
OH/C20/2 1109306199

◆OH
制度通 下巻 ◆OH
伊藤東涯／著 吉川幸次郎／校訂 世界の歩み 上巻
岩波書店 １９４８．７ 林健太郎／著
(２９２ｐ １５ｃｍ) 岩波書店 １９５２．７
岩波文庫 (１６２ｐ １８ｃｍ)

OH/A31/8 1109296937 岩波新書
OH/C20/1 1109306181

◆OH
制度通 上巻 ◆OH
伊藤東涯／著 吉川幸次郎／校訂 世界の十大小説 上
岩波書店 １９４４．１１ Ｗ．Ｓ．モーム／著 西川正身／訳
(３２９ｐ １５ｃｍ) 岩波書店 １９５８．１１
岩波文庫 (４．３１４ｐ １８ｃｍ)

OH/A31/7 1109296929 岩波新書
小説

OH/C90/1 1109308724
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岩波文庫
OH/A12/12 1109294148

◆OH
狭き門
アンドレ・ジイド／著 山内義雄／訳 ◆OH
新潮社 １９５４．７ 禅と日本文化
(２２６ｐ １６ｃｍ) 鈴木大拙／著 北川桃雄
新潮文庫 岩波書店 １９４０．９

OH/D95/1 1109309078 (１９６ｐ １８ｃｍ)
岩波新書

OH/B18/1 1109305464
◆OH

禅海一瀾
今北洪川／著 太田悌蔵／訳註 ◆OH
岩波書店 １９３５．６ ソヴエトの政治
(１１８ｐ １６ｃｍ) 前芝確三／著
岩波文庫 岩波書店 １９５５．１
禅宗－法話 (１０，２３６ｐ １８ｃｍ)

OH/A18/1 1109294395 岩波新書
ロシア－政治

OH/C31/2 1109306579
◆OH

鐵眼禪師假字法語 -附遺文-
赤松晋明／校注 ◆OH
岩波書店 １９４１．７ 宋名臣言行録 上
(１８８ｐ １５ｃｍ) ［朱熹］／編 和田清／校閲 河原正博／訳注
岩波文庫 岩波書店 １９４４．１１

OH/A18/3 1109294411 (３１８ｐ １５ｃｍ)
岩波文庫

OH/A15/2 1109294197
◆OH

禅源諸詮集都序 -附 禅門師資承襲図-
圭峯宗密／撰述 宇井伯寿／訳注 ◆OH
岩波書店 １９３９．１ 隊を組んで歩く妖精達 -其他　アイルランド童話集-
(３０７ｐ １６ｃｍ) イエイツ／編 山宮允／訳
岩波文庫 岩波書店 １９３４．３

OH/A18/6 1109294445 (２３２ｐ １６ｃｍ)
岩波文庫
民話－アイルランド

◆OH OH/A93/2 1109297521
戦国無頼
井上靖／著
角川書店 １９５８．８ ◆OH
(４２８ｐ １５ｃｍ) 太極図説・通書
角川文庫 周敦頤／［著］ 張載／［著］ 西晋一郎・小糸夏次郎／訳 小

OH/D91/7 1109309037 糸夏次郎
岩波書店 １９３８．４
(３１５ｐ １６ｃｍ)

◆OH 岩波文庫
戦後日本のインフレーション 内容:太極図説 通書(周濂渓) 西銘 正蒙(張横渠)
都留重人／著 OH/A15/5 1109294221
岩波書店 １９４９．４
(１５５ｐ １８ｃｍ)
岩波新書 ◆OH
インフレーション 太閤記 上

OH/C33/1 1109306678 小瀬甫庵／著 桑田忠親／校訂
岩波書店 １９４３．６
(３９４ｐ １５ｃｍ)

◆OH 岩波文庫
戦後日本の労働運動 OH/A91/28 1109297463
大河内一男／著
岩波書店 １９５５．９
(２２６ｐ １８ｃｍ) ◆OH
岩波新書 太閤と百姓
労働運動－日本 松好貞夫／著

OH/C36/11 1109306876 岩波書店 １９５７．３
(９，２１０ｐ １８ｃｍ)
岩波新書

◆OH 日本－歴史－安土桃山時代
洗心洞箚記 OH/C21/12 1109306322
大塩中斎／〔著〕 山田準／訳註
岩波書店 １９４０．５
(４７０ｐ １６ｃｍ)
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◆OH
大衆詩人　白楽天
片山哲／著 ◆OH
岩波書店 １９５６．１２ 中国 -民族と土地と歴史-
(２１３ｐ １８ｃｍ) オーエン・エリノア・ラティモア／著 小川修／訳
岩波新書 岩波書店 １９５０．９

OH/C92/2 1109308799 (７，３，４，２５２ｐ １８ｃｍ)
岩波新書
中国

◆OH OH/C22/2-2 1109306355
大乗起信論
馬鳴／著 宇井伯寿／訳註
岩波書店 １９３６．６ ◆OH
(１４８ｐ １５ｃｍ) 中国 -民族と土地と歴史-
岩波文庫 オーエン・エリノア・ラティモア／著 小川修／訳

OH/A18/2 1109294403 岩波書店 １９６５．１０
(１４，２２０ｐ １８ｃｍ)
岩波新書

◆OH 中国
第二次世界大戦前夜 -ヨーロッパ１９３９年- OH/C22/2 1109306348
笹本駿二／著
岩波書店 １９６９．８
(２０９ｐ １８ｃｍ) ◆OH
岩波新書 中国現代史
世界戦争（１９３９～１９４５） ヨーロッパ－歴史 岩村三千夫，野原四郎／共著

OH/C23/3 1109306397 岩波書店 １９５４．１１
(９，２４３ｐ １８ｃｍ)
岩波新書

◆OH 中国－歴史－現代
代表的日本人 OH/C22/1 1109306330
内村鑑三／著 鈴木俊郎／訳
岩波書店 １９４１．９
(１９０ｐ １５ｃｍ) ◆OH
岩波文庫 中国文学講話

OH/A28/3 1109296754 倉石武四郎／著
岩波書店 １９６８
(２２４ｐ １８ｃｍ)

◆OH 岩波新書
沢庵和尚書簡集 中国文学－歴史
辻善之助／編註 OH/C92/1 1109308781
岩波書店 １９４２．８
(３６６ｐ １５ｃｍ)
岩波文庫 ◆OH

OH/A18/9 1109294478 中世歌論集
久松潜一／編
岩波書店 １９４０．１０

◆OH (４５０ｐ １６ｃｍ)
地球と人 岩波書店
和達清夫／著 OH/A91/25 1109297430
岩波書店 １９４１．５
(１９４ｐ １８ｃｍ)
岩波新書 ◆OH

OH/B44/1 1109305563 兆民選集
中江兆民／著 嘉治隆一／編校訂
岩波書店 １９３６．４

◆OH (３１８ｐ １５ｃｍ)
千鳥 -他四篇- 岩波文庫
鈴木三重吉／著 OH/A12/5 1109292670
岩波書店 １９４５．１１
(１７０ｐ １５ｃｍ)
岩波文庫 ◆OH
内容：千鳥，山彦，おみつさん，鳥物語，黒髪 賃銀・価格および利潤

OH/A91/4 1109297240 カール・マルクス／著 長谷部文雄／訳
岩波書店 １９３５．５
(１１３ｐ １５ｃｍ)

◆OH 岩波文庫
中近東 経済学－社会主義学派
甲斐静馬／著 OH/A33/9 1109297034
岩波書店 １９５７．９
(７，２０３ｐ　図版１枚 １８ｃｍ)
岩波新書 ◆OH
中近東 ツールの司祭・赤い宿屋

OH/C22/3 1109306363 バルザック／著 水野亮／訳
岩波書店 １９４５．１１
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(３０２ｐ １５ｃｍ) 岩波書店 １９４１．１
岩波文庫 (４０８ｐ １６ｃｍ)

OH/A95/6 1109305357 岩波文庫
OH/A15/4 1109294213

◆OH
帝国主義 ◆OH
レーニン／著 長谷部文雄／訳 東洋民権百家伝
岩波書店 １９２９．４ 小室信介／編 林基／校訂
(２０４ｐ １６ｃｍ) 岩波書店 １９５７．７
岩波文庫 (４０２ｐ １５ｃｍ)

OH/A31/6 1109296911 岩波文庫
OH/A28/5 1109296770

◆OH
伝光録 -瑩山禅師- ◆OH
横関了胤／校訂 棘まで美し
岩波書店 １９４４．９ 武者小路実篤／著
(２４０ｐ １５ｃｍ) 新潮社 １９５７．９
岩波文庫 (１８８ｐ １６ｃｍ)

OH/A18/7 1109294452 新潮文庫
OH/D91/3 1109308997

◆OH
電子計算機 -コンピュータ時代と人間- ◆OH
坂井利之／著 土地に刻まれた歴史
岩波書店 １９６８．７ 古島敏雄／著
(２２７，６ｐ １８ｃｍ) 岩波書店 １９６７．１０
岩波新書（青版） (２２２ｐ １８ｃｍ)

OH/C55/1 1109306967 岩波新書
土地制度－歴史

OH/C61/2 1109306983
◆OH

天武天皇
川崎庸之／著 ◆OH
岩波書店 １９５２．５ 都鄙問答
(１９４ｐ １８ｃｍ) 石田梅岩／著 足立栗園／校訂
岩波新書 岩波書店 １９３５．２
日本－歴史－古代 (１３９ｐ １５ｃｍ)

OH/C28/4 1109306447 岩波文庫
OH/A15/7 1109294338

◆OH
陶淵明集 ◆OH
漆山又四郎／訳注 どん底
岩波書店 １９４２．３ ゴーリキィ／著 中村白葉／訳
(２０５ｐ １５ｃｍ) 岩波書店 １９４５．１１
岩波文庫 (１５１ｐ １５ｃｍ)

OH/A92/3 1109297497 岩波文庫
OH/A98/2 1109305407

◆OH
東京 -その経済と社会- ◆OH
柴田徳衛／著 中村憲吉歌集
岩波書店 １９５９．２ 中村憲吉／著 斎藤茂吉，土屋文明／選
(４，２３４ｐ　図版１枚 １８ｃｍ) 岩波書店 １９４１．２
岩波新書 (２２６ｐ １６ｃｍ)
東京 岩波文庫

OH/C36/3 1109306785 OH/A91/9 1109297299

◆OH ◆OH
道元禅師清規 なぜ社会主義をえらぶか
［道元／著］ 大久保道舟／譯註 ジョン・ストレイチイ／著 宮地健次郎／訳
岩波書店 １９４１．１ 岩波書店 １９５３．９
(３０７ｐ １５ｃｍ) (１０，１９８ｐ １８ｃｍ)
岩波文庫 岩波新書

OH/A18/10 1109294486 社会主義
OH/C36/4 1109306793

◆OH
道徳と宗教の二源泉 ◆OH
ベルグソン／著 平山高次／訳 ナバブ -パリ風俗- 上
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◆OH
アルフォンス・ドーデ／著 河合／訳 日本外史 ４
岩波書店 １９５２．２ 頼山陽／著 頼成一／訳
(３１７ｐ １５ｃｍ) 岩波書店 １９３９．６
岩波文庫 (２１６ｐ １５ｃｍ)

OH/A95/9 1109305381 岩波文庫
OH/A21/4 1109294593

◆OH
波 ◆OH
山本有三／著 日本外史 ５
岩波書店 １９４５．１０ 頼山陽／著 頼成一／訳
(３９９ｐ １５ｃｍ) 岩波書店 １９４０．４
岩波文庫 (２０２ｐ １５ｃｍ)

OH/A91/20 1109297406 岩波文庫
OH/A21/5 1109294601

◆OH
奈良 -古代史への旅- ◆OH
直木孝次郎／著 日本古代の国家形成 -征服王朝と天皇家-
岩波書店 １９７１ 水野祐／著
(２，２３８ｐ １８ｃｍ) 講談社 １９６７．１０
岩波新書 (２７４ｐ １８ｃｍ)
日本－歴史－古代 奈良県－歴史 講談社現代新書

OH/C21/9 1109306298 日本－歴史－古代
OH/D21/4 1109308906

◆OH
にごりえ・十三夜 ◆OH
樋口一葉／著 岡田八千代／校註 日本国家の成立 -古代史上の天皇-
角川書店 １９５３．１０ 水野祐／著
(９２ｐ １５ｃｍ) 講談社 １９６８．１０
角川文庫 (２５１ｐ １８ｃｍ)

OH/A91/10 1109297307 講談社現代新書
天皇 日本－歴史－古代

OH/D21/3 1109308898
◆OH

二宮翁夜話
福住正兄／筆記 佐々井信太郎／訳 ◆OH
第１３刷改版 日本社会運動史
岩波書店 １９４１．１２ 赤松克麿／著
(２２９Ｐ １５ｃｍ) 岩波書店 １９５２．１
岩波文庫 (１０，３３０ｐ　図版１枚 １８ｃｍ)

OH/A15/1 1109294189 岩波新書
社会運動－歴史

OH/C36/10 1109306868
◆OH

日本外史 １
頼山陽／著 頼成一／訳 ◆OH
岩波書店 １９３８．１１ 日本人の心理
(２３３ｐ １５ｃｍ) 南博／著
岩波文庫 岩波書店 １９５３．１１

OH/A21/1 1109294569 (２１２ｐ １８ｃｍ)
岩波新書

OH/C14/3 1109306116
◆OH

日本外史 ２
頼山陽／著 頼成一／訳 ◆OH
岩波書店 １９３０．３ 日本水土考・水土解弁・増補華夷通商考
(２４１ｐ １５ｃｍ) 西川如見／著 飯島忠夫・西川忠幸／校訂
岩波文庫 岩波書店 １９４４．８

OH/A21/2 1109294577 (１９６ｐ １５ｃｍ)
岩波文庫

OH/A67/1 1109297141
◆OH

日本外史 ３
頼山陽／著 頼成一／訳 ◆OH
岩波書店 １９３９．５ 日本の近代小説
(２４２ｐ １５ｃｍ) 中村光夫／著
岩波文庫 岩波書店 １９５４．１１

OH/A21/3 1109294585 (６，２５５，６ｐ １８ｃｍ)
岩波新書
小説（日本）

OH/C91/3 1109308757
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井上清／著
岩波書店 １９６５．１０

◆OH (３，２２４ｐ １８ｃｍ)
日本の自然 岩波新書
中野尊正，小林国夫／著 小林国夫／著 OH/C21/2 1109306223
岩波書店 １９５９．５
(６，２０３，６ｐ １８ｃｍ)
岩波新書 ◆OH
付：図版　折込地図 日本風景論
日本－地理 自然地理 志賀重昂／著

OH/C45/1 1109306942 岩波書店 １９３７．１
(３０８ｐ １５ｃｍ)
岩波文庫

◆OH OH/A29/2 1109296853
日本の新興宗教 -大衆思想運動の歴史と論理-
高木宏夫／著
岩波書店 １９５９．１１ ◆OH
(８，２０９ｐ １８ｃｍ) 日本文化の問題
岩波新書 西田幾多郎／著
日本－宗教 岩波書店 １９４０．３

OH/C16/1 1109306140 (１５１ｐ １８ｃｍ)
岩波新書
日本思想

◆OH OH/B12/2 1109305456
日本の政治風土
篠原一／著
岩波書店 １９６８ ◆OH
(２０７ｐ １８ｃｍ) 日本民謡集
岩波新書 町田嘉章，浅野建二／共編
日本－政治 岩波書店 １９６０．９

OH/C31/8 1109306637 (４４５ｐ １５ｃｍ)
岩波文庫

OH/A76/2 1109297182
◆OH

日本の精神的風土
飯塚浩二／著 ◆OH
岩波書店 １９５２．２ 人間椅子
(２１８ｐ １８ｃｍ) 江戸川乱歩／著
岩波新書 春陽堂文庫出版 １９５９．４

OH/C12/2 1109305639 (１７４ｐ １６ｃｍ)
春陽文庫
内容：　人間椅子

◆OH OH/A91/7 1109297273
日本の農業と農民
河合悦三／著
岩波書店 １９５６．３ ◆OH
(９，２２２ｐ １８ｃｍ) 人間詩話 続
岩波新書 吉川幸次郎／著
日本－農業 農民 岩波書店 １９６１．５

OH/C61/3 1109306991 (４，１９８ｐ １８ｃｍ)
岩波新書
漢詩－詩論

◆OH OH/C92/4 1109308815
日本の歴史 下
井上清／著
岩波書店 １９６６．９ ◆OH
(２４８，８ｐ １８ｃｍ) 人間であること
岩波新書 時実利彦／著

OH/C21/3 1109306231 岩波書店 １９７０．３
(２１６ｐ １８ｃｍ)
岩波新書

◆OH 生理学 脳髄
日本の歴史 上 OH/C11/1 1109305613
井上清／著
岩波書店 １９６３．１０
(１０，３００ｐ １８ｃｍ) ◆OH
岩波新書 人間の歴史 古代篇
日本－歴史 イリン／著 村川隆／訳

OH/C21/1 1109306215 角川書店 １９５３．９
(２６８ｐ １５ｃｍ)
角川文庫

◆OH OH/D20/1 1109308864
日本の歴史 中
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◆OH
農業問題 上 ◆OH
カール・カウツキー／著 向坂逸郎／訳 ヒロシマ・ノート
岩波書店 １９４６．１０ 大江健三郎／著
(３９５ｐ １５ｃｍ) 岩波書店 １９６５．６
岩波文庫 (１８６ｐ １８ｃｍ)

OH/A61/1 1109297133 岩波新書
OH/C91/1 1109308732

◆OH
農村は変わる ◆OH
並木正吉／著 ファウスト 第１部
岩波書店 １９６０．７ ゲーテ／〔著〕 森林太郎／訳
(１９５ｐ １８ｃｍ) 岩波書店 １９２８．７
岩波新書 (２７３ｐ １６ｃｍ)
農村 岩波文庫

OH/C61/4 1109307007 OH/A94/3 1109297638

◆OH ◆OH
幕末の政争 ファウスト 第２部
河北展生／著 ゲーテ／〔著〕 森林太郎／訳
講談社 １９６８．５ 岩波書店 １９２８．９
(２３２ｐ １８ｃｍ) (７３０ｐ １６ｃｍ)
講談社現代新書 岩波文庫
日本－歴史－幕末期 OH/A94/4 1109297646

OH/D21/2 1109308880

◆OH
◆OH 風土と歴史

芭蕉七部集 飯沼二郎／著
松尾芭蕉／著 伊藤松宇／校訂 岩波書店 １９７０
岩波書店 １９２７．８ (２１４ｐ　図版 １８ｃｍ)
(３２２ｐ １６ｃｍ) 岩波新書
岩波文庫 アジア－農業－歴史 農業地理

OH/A91/16 1109297364 OH/C20/3 1109306207

◆OH ◆OH
パール・バック 舞曲扇林・戯財録 -附：芝居秘伝集-
鶴見和子／著 河原崎権之助／著 守随憲治／校訂
岩波書店 １９５３．６ 岩波書店 １９４３．６
(１９７，６ｐ図版１枚 １８ｃｍ) (１５７ｐ １５ｃｍ)
岩波新書 岩波文庫

OH/C93/2 1109308849 OH/A77/1 1109297190

◆OH ◆OH
パルムの僧院 上巻 福音書 -新約聖書-
スタンダール／作 生島遼一／訳 塚本虎二／訳
岩波書店 １９５２．５ 岩波書店 １９６３．９
(３３６ｐ １５ｃｍ) (４２１ｐ １５ｃｍ)
岩波文庫 岩波文庫

OH/A95/7 1109305365 OH/A19/1 1109294494
OH/A19/2 1109294502

◆OH
盤珪禅師語録 -附・行業記- ◆OH
盤珪／著 鈴木大拙／編校 福翁自伝
岩波書店 １９４１．９ 福沢諭吉／著
(２８３ｐ １５ｃｍ) 岩波書店 １９４４．７
岩波文庫 (４２９ｐ １５ｃｍ)

OH/A18/8 1109294460 岩波文庫
OH/A28/11 1109296838

◆OH
光あるうちに光の中を歩め ◆OH
トルストイ／作 米川正夫／訳 武家の歴史
岩波書店 １９４６．１ 中村吉治／著
(１２５ｐ １５ｃｍ) 岩波書店 １９６７．６
岩波文庫 (１０，２０４ｐ １８ｃｍ)

OH/A98/3 1109305415 岩波新書
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日本－歴史 武家－歴史 岩波書店 １９５７．１１
OH/C21/5 1109306256 (３，２２７ｐ図版１枚 １８ｃｍ)

岩波新書
平家物語－研究

◆OH OH/C91/4 1109308765
藤原定家歌集
佐々木信綱／校訂
岩波書店 １９３１．５ ◆OH
(３５７ｐ １６ｃｍ) 平家物語 上巻
岩波文庫 山田孝雄／校訂

OH/A91/24 1109297422 第１２刷改版
岩波書店 １９３８
(２３９ｐ １５ｃｍ)

◆OH 岩波文庫
物価を考える OH/A91/6 1109297265
都留重人／著
岩波書店 １９６７．５
(２１１ｐ １８ｃｍ) ◆OH
岩波新書 ベルツの日記 第２部　下

OH/C33/4 1109306702 トク・ベルツ／編 菅沼竜太郎／訳
岩波書店 １９６７．８
(２０７ｐ １５ｃｍ)

◆OH 岩波文庫
復活 下巻 OH/A94/9 1109297695
トルストイ／著 中村白葉／訳
岩波書店 １９３７．９
(２２６ｐ １５ｃｍ) ◆OH
岩波文庫 ベルツの日記 第２部　上

OH/A98/4 1109305423 トク・ベルツ／著 菅沼竜太郎／訳
岩波書店 １９６８．８
(２０８ｐ １５ｃｍ)

◆OH 岩波文庫
仏教 OH/A94/8 1109297687
渡辺照宏／著
岩波書店 １９５６．１１
(７，２０２，１０ｐ １８ｃｍ) ◆OH
岩波新書 ベルツの日記 第１部　上
仏教 トク・ベルツ／編 菅沼竜太郎／訳

OH/C18/1 1109306157 岩波書店 １９６８．８
OH/C18/3 1109306165 (１５４ｐ １５ｃｍ)

岩波文庫
OH/A94/6 1109297661

◆OH
武道初心集
大道寺友山／著 古川哲史／校訂 ◆OH
岩波書店 １９４３．１１ ベルツの日記 第１部　下
(２５５ｐ １５ｃｍ) トク・ベルツ／編 菅沼竜太郎／訳
岩波文庫 岩波書店 １９６２．５

OH/A78/1 1109297208 (１６８ｐ １５ｃｍ)
岩波文庫

OH/A94/7 1109297679
◆OH OH/A94/1 1109297612

フランクリン自伝
フランクリン／著 松本慎一／訳
岩波書店 １９３７．７ ◆OH
(２７１ｐ １５ｃｍ) ペルリ提督日本遠征記
岩波文庫 土屋喬雄・玉城肇／訳 玉城肇

OH/A28/6 1109296788 岩波書店 １９４８．１０
(２５２ｐ １５ｃｍ)
岩波文庫

◆OH OH/A29/1 1109296846
フランスとフランス人
アンドレ・モ－ロワ／著 松尾邦之助／訳
岩波書店 １９５７．４ ◆OH
(１０，２０８ｐ　図版２枚 １８ｃｍ) ヘンリ・ライクロフトの私記
岩波新書 ジョージ・ロバート・ギッシング／作 中西信太郎／訳
フランス 岩波書店 １９４６．１

OH/C29/1 1109306488 (３７６ｐ １５ｃｍ)
岩波文庫

OH/A93/8 1109297588
◆OH

平家物語
石母田正／著
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◆OH
奉天三十年 上巻
クリスティー／著 矢内原忠雄／訳 ◆OH
岩波書店 １９３８．１１ マックス・ウェーバー -基督教的ヒューマニズムと現代-
(２０１ｐ １８ｃｍ) 青山秀夫／著
岩波新書 岩波書店 １９５１．３
瀋陽 (２，２，５，２４８，５，２ｐ　図版１枚 １８ｃｍ)

OH/B30/1 1109305498 岩波新書
OH/C13/1 1109305670
OH/C13/2 1109305688

◆OH
抱朴子
石島快隆／訳注 ◆OH
岩波書店 １９４２．１０ 万葉秀歌 上巻
(５５８ｐ １５ｃｍ) 斎藤茂吉／著
岩波文庫 第８刷増訂版

OH/A12/8 1109292704 岩波書店 １９４４．１１
(２６０ｐ １８ｃｍ)
岩波新書

◆OH OH/B91/1 1109305589
法律相談
川島武宜，来栖三郎，加藤一郎，福島正夫／共編
岩波書店 １９５７．１０ ◆OH
(１１，２０６ｐ　図版４枚 １８ｃｍ) 万葉秀歌 上巻
岩波新書 斎藤茂吉／著
法律 岩波書店 １９５３．７

OH/C32/1 1109306652 (２４６ｐ １８ｃｍ)
岩波新書

OH/B91/1-2 1109305597
◆OH

坊っちゃん
夏目漱石／著 ◆OH
新潮社 １９５０．１ 水の旅
(１６６ｐ １６ｃｍ) 柴田薫／著
新潮文庫 三省堂 １９５１．２

OH/D91/2 1109308989 (２５７，４ｐ １５ｃｍ)
理科文庫
水

◆OH OH/D45/1 1109308948
毎日の言葉
柳田国男／著
創元社 １９５１．９ ◆OH
(１１６ｐ １５ｃｍ) 緑の館 -熱帯林ロマンス-
創元文庫 ハドスン／作 村山勇三／訳
日本語 岩波書店 １９５１．８

OH/D38/1 1109308930 (３３０ｐ １５ｃｍ)
岩波文庫

OH/A93/5 1109297554
◆OH

マクベス
シェイクスピア／作 野上豊一郎／訳 ◆OH
岩波書店 １９３８．５ 南太平洋の環礁にて
(２４５ｐ １６ｃｍ) 畑中幸子／著
岩波文庫 岩波書店 １９６７．８

OH/A93/4 1109297547 (２２２ｐ １８ｃｍ)
岩波新書

OH/C29/3 1109306504
◆OH

魔女狩り
森島恒雄／著 ◆OH
岩波書店 １９７０．２ 源頼朝
(２０７ｐ １８ｃｍ) 永原慶二／著
岩波新書 岩波書店 １９５８．４

OH/C23/2 1109306389 (４，２１１ｐ １８ｃｍ)
岩波新書
日本－歴史－鎌倉時代

◆OH OH/C28/1 1109306413
増鏡
和田英松／校訂
岩波書店 １９４５．１１ ◆OH
(２４０ｐ １５ｃｍ) 宮沢賢治詩集
岩波文庫 宮沢賢治／著 谷川徹三／編

OH/A91/22 1109301505 岩波書店 １９５０．１２
(３６２ｐ １５ｃｍ)
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岩波文庫 (２９８ｐ １５ｃｍ)
OH/A91/17 1109297372 岩波文庫
OH/A91/27 1109297455 OH/A15/10 1109294320

◆OH ◆OH
ミル自伝 名将言行録 ４
Ｊ．Ｓ．ミル／著 西本正美／訳 岡谷繁実／著
岩波書店 １９５１．１ 岩波書店 １９４３．１２
(３５９ｐ １５ｃｍ) (２９６ｐ １５ｃｍ)
岩波文庫 岩波文庫

OH/A28/4 1109296762 OH/A15/11 1109294346

◆OH ◆OH
民約論 名将言行録 ５
ルソオ／著 平林初之輔／訳 岡谷繁実／著
岩波書店 １９４９．１１ 岩波書店 １９４４．５
(１９６ｐ １５ｃｍ) (２６１ｐ １５ｃｍ)
岩波文庫 岩波文庫

OH/A31/5 1109296887 OH/A15/12 1109294353

◆OH ◆OH
武蔵野 名将言行録 ６
国木田独歩／作 岡谷繁実／著
岩波書店 １９３９．２ 岩波書店 １９４４．５
(２５８ｐ １５ｃｍ) (２７６ｐ １５ｃｍ)
岩波文庫 岩波文庫

OH/A91/8 1109297281 OH/A15/13 1109294361

◆OH ◆OH
無常といふ事 -他五篇- 名将言行録 ７
小林秀雄／著 岡谷繁実／著
角川書店 １９５４．９ 岩波書店 １９４４．８
(８８ｐ １５ｃｍ) (２６８ｐ １５ｃｍ)
角川文庫 岩波文庫

OH/D04/1 1109308856 OH/A15/14 1109294379

◆OH ◆OH
明治の政治家たち -原敬につらなる人々- 下巻 名将言行録 ８
服部之総／著 岡谷繁実／著
岩波書店 １９５４．１２ 岩波書店 １９４４．８
(２３１ｐ　図版１枚 １８ｃｍ) (２７６ｐ １５ｃｍ)
岩波新書 岩波文庫
政治家 伝記－日本 OH/A15/15 1109294387

OH/C31/5 1109306611

◆OH
◆OH 明徳記

名将言行録 １ 冨倉徳次郎／校訂
岡谷繁実／著 岩波書店 １９４１．１２
岩波書店 １９４３．９ (１８９ｐ １５ｃｍ)
(３２９ｐ １５ｃｍ) 岩波文庫
岩波文庫 OH/A21/11 1109296622

OH/A15/8 1109294304

◆OH
◆OH メチニコフの生涯 上巻

名将言行録 ２ オリガ・メチニコワ／著 宮下義信／訳
岡谷繁実／著 岩波書店 １９３９．３
岩波書店 １９４３．１０ (１９３ｐ １８ｃｍ)
(２６８ｐ １５ｃｍ) 岩波新書
岩波文庫 OH/B28/1 1109305472

OH/A15/9 1109294312

◆OH
◆OH メチニコフの生涯 下巻

名将言行録 ３ オリガ・メチニコワ／著
岡谷繁実／著 岩波書店 １９３９．６
岩波書店 １９４３．１２ (２３６ｐ １８ｃｍ)
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岩波新書 岩波書店 １９６７．９
OH/B28/2 1109305480 (２１５ｐ １８ｃｍ)

岩波新書
OH/C36/12 1109306884

◆OH
孟子
武内義雄，小林勝人／訳注 ◆OH
岩波書店 １９３６．６ 友情
(３３１ｐ １５ｃｍ) 武者小路実篤／著
岩波文庫 河出書房 １９５６．１２

OH/A12/2 1109292647 (１２８ｐ １５ｃｍ)
河出文庫

OH/D91/4 1109309003
◆OH

毛詩抄（詩経） ２
清原宣賢／講述 倉石武四郎，小川環樹校訂 ◆OH
岩波書店 １９４２．６ 夢
(４０７ｐ １５ｃｍ) 宮城音弥／著
岩波文庫 岩波書店 １９５３．７

OH/A92/1 1109297471 (７，２１６，１８ｐ １８ｃｍ)
岩波新書

OH/C14/1 1109305696
◆OH

モーパッサン短編集 ５
モーパッサン／〔著〕 青柳瑞穂／訳 河盛好蔵／訳 ◆OH
新潮社 １９５６．３ 幼学綱要
(１８０ｐ １６ｃｍ) 宮内省／編
新潮文庫 岩波書店 １９３８．９
内容：ジュール伯父〔ほか８編〕 (３０５ｐ １５ｃｍ)

OH/A95/1 1109297703 岩波文庫
OH/D95/4 1109309102

◆OH
モーパッサン短編集 ６ ◆OH
モーパッサン／〔著〕 青柳瑞穂／訳 吉田松陰
新潮社 １９５７．９ 奈良本辰也／著
(２０６ｐ １６ｃｍ) 岩波書店 １９５１．１
新潮文庫 (２，１６８ｐ １８ｃｍ)
内容：マドモアゼル・ペルル〔ほか１５編〕 岩波新書

OH/A95/2 1109305316 OH/C28/3 1109306439

◆OH ◆OH
門 吉田松陰書簡集
夏目漱石／作 吉田松陰／〔著〕 広瀬豊／編
岩波書店 １９６５．８ 岩波書店 １９３７．４
(２３４ｐ １５ｃｍ) (２５４ｐ １５ｃｍ)
岩波文庫 岩波文庫

OH/A91/5 1109297257 OH/A28/7 1109296796

◆OH ◆OH
訳注　杜詩 巻之１ 夜の光
杜甫／［著］ 漆山又四郎／訳注 志賀直哉／著
岩波書店 １９２９．３ 日本近代文学館 １９８９．４
(２１３ｐ １６ｃｍ) (４３１ｐ ２０ｃｍ)
岩波文庫 名著複刻全集近代文学館
内容：五言古詩　上 内容：老人，襖，母の死と新しい母，憶ひ出した事，クローデ

OH/A92/2 1109297489 ィアスの日記，正義派，出来事，清兵衛と瓢箪，范の犯罪，城
の崎にて，佐々木の場合，好人物の夫婦，赤西蠣太，和解

OH/E01/3 1109326031
◆OH

山県有朋 -明治日本の象徴-
岡義武／著 ◆OH
岩波書店 １９５８．５ ヨーロッパの苦悩
(５，２０２ｐ　図版１枚 １８ｃｍ) マイケル・ハワード／著
岩波新書 岩波書店 １９５９．７

OH/C28/2 1109306421 (１９５ １８ｃｍ)
岩波新書
軍備

◆OH OH/C31/4 1109306595
唯物史観と現代
梅本克己／著
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◆OH (２００ｐ １８ｃｍ)
余は如何にして基督信徒となりし乎 岩波新書
内村鑑三／著 鈴木俊郎／訳 イギリス－歴史
岩波書店 １９５８．１２ OH/C36/9 1109306850
(２８５ｐ １５ｃｍ)
岩波文庫

OH/A19/8 1109294551 ◆OH
労働法
磯田進／著

◆OH 第３版
裸者と死者 上巻 岩波書店 １９５９．１
ノーマン・メーラー／著 山西英一／訳 (７，２９４，９ｐ １８ｃｍ)
新潮社 １９５２．２ 岩波新書
(３６７ｐ １６ｃｍ) 労働法
新潮文庫 OH/C36/8 1109306843
内容：第一部　波．第二部　陶土と型

OH/D93/1 1109309060
◆OH

ローザ・ルクセンブルグの手紙 -カール及びルイゼ・カウツキ
◆OH ーへの-

ランボオ詩集 ルイーゼ・カウツキー／編 松井圭子／訳
金子光晴／訳 岩波書店 １９３２．５
岩波書店 １９５１．２ (２４８ｐ １６ｃｍ)
(２１６ｐ １５ｃｍ) 岩波文庫
角川書店 OH/A28/9 1109296812

OH/A93/3 1109297539

◆OH
◆OH ロシア革命五十年 -未完の革命-

歴史小品 Ｉ．ドイッチャー／著 山西英一／訳
郭沫若／著 平岡武夫／訳 岩波書店 １８６７．６
岩波書店 １９５０．１１ (３，１９２ｐ １８ｃｍ)
(２０３ｐ １８ｃｍ) 岩波新書
岩波新書 ロシア革命－歴史
内容：老子・函谷関に帰る，荘子・栄に行く，孔子・粥にあり OH/C31/9 1109306645
つく，孟子・妻を出す，始皇帝の臨終，項羽の自殺，司馬遷の
発憤，実長沙・痛哭す
中国－歴史 ◆OH

OH/C92/5 1109308823 魯迅選集 雑感集２
尾坂徳司／訳
青木書店 １９５４．９

◆OH (２０４ｐ １６ｃｍ)
歴代名畫記 青木文庫
張彦遠／撰 小野勝年／譯註 OH/A92/4 1109297505
岩波書店 １９３８．２
(３９２ｐ １６ｃｍ)
岩波文庫 ◆OH

OH/A72/1 1109297158 ローマ史論 第２巻
マキャベルリ／著 大岩誠／訳
岩波書店 １９４９．８

◆OH (１９８ｐ １５ｃｍ)
蓮如上人御一代聞書 岩波文庫
稲葉昌丸／校訂 OH/A23/2 1109296705
岩波書店 １９４２．１１
(２２９ｐ １５ｃｍ)
岩波文庫 ◆OH

OH/A18/4 1109294429 ローマ史論 第１巻
マキャベルリ／著 大岩誠／訳
岩波書店 １９４９．６

◆OH (２４６ｐ １５ｃｍ)
老化の問題 岩波文庫
ヘンシェン・フォルケ／著 蕨岡小太郎／訳 OH/A23/1 1109296697
岩波書店 １９６８．１１
(１９７ｐ １８ｃｍ)
岩波新書 ◆OH

OH/C49/1 1109306959 ロンバード街 -ロンドンの金融市場-
オルター・バジョット／著 宇野弘蔵／訳
岩波書店 １９４１．５

◆OH (３４７ｐ １５ｃｍ)
労働者のチャンピオン -自由を求めたイギリスの人びと- その 岩波文庫
２ OH/A33/10 1109297042
Ｈ．フェイガン／著 大前朔郎／訳
岩波書店 １９６０．８
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◆OH
若きエルテルの悩み
ゲーテ／作 竹山道雄／訳
岩波書店 １９５１．４
(２４２ｐ １５ｃｍ)
岩波文庫

OH/A94/2 1109297620

◆OH
若山牧水歌集
大橋松平／編
角川書店 １９５２．１０
(２２６ｐ １５ｃｍ)
角川書店

OH/A91/13 1109297331
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