
NO. 分類Ⅰ 分類Ⅱ 書籍名 著者 出版社
1 文学 全5巻 新訂萬葉集1 森本治吉 朝日新聞社
2 文学 新訂萬葉集2-5 佐伯梅友 朝日新聞社
3 文学 全6巻 甲子夜話 松浦静山 平凡社
4 文学 全8巻 甲子夜話続篇 松浦静山 平凡社
5 文学 全6巻 甲子夜話三篇 松浦静山 平凡社
6 文学 全3巻 十二支考 南方熊楠　飯倉照平校訂 平凡社
7 文学 全2巻 明治東京逸聞史 森銑三 平凡社
8 文学 明治大正史 柳田国男 平凡社
9 文学 海游録 申維翰 平凡社
10 文学 全2巻 耳袋 根岸鎮衛　鈴木栄三 平凡社
11 文学 江戸参府随行記 Ｃ・Ｐツュンベリー 平凡社
12 文学 全17巻 天皇の世紀 大佛次郎 朝日新聞社
13 文学 絵草紙源氏物語 田辺聖子 角川文庫
14 文学 浪華摘英 浪華摘英 三島聡恵 
15 文学 上代の帝都 大井重二郎 立命館出版部
16 文学 増補　高野聖 五来重 角川書店
17 文学 日本絵巻聚稿上 小松茂美 中央公論社
18 文学 日本紋章学 沼田頼輔 新人物往来社
19 文学 全2巻 古文書入門 歴史教育者協議会 河出書房
20 文学 故書解読事典 林英夫 柏書房
21 文学 かな解読字典 中田易直他3名 柏書房
22 文学 北米印象記 厨川白村 ㈱積善館
23 文学 神々の体系 深層文化の試掘 上山春平 中公新書
24 文学 五万分の一地図 井上英二 中央公書
25 文学 一休 水上勉 中央文庫
26 文学 一休 水上勉 中央公論社
27 文学 萬葉集の風土的研究 清原和義 塙書房
28 文学 一休を歩く 水上勉 日本放送出版協会
29 文学 古典への道 吉川幸次郎 朝日新聞社
30 文学 全2巻 三体詩 村上哲見 朝日新聞社
31 文学 全2巻 唐宋八家文 清水茂 朝日新聞社
32 文学 宋詩選 入谷仙介 朝日新聞社
33 文学 全2巻 唐詩選 高木正一 朝日新聞社
34 文学 全2巻 論語 吉川幸次郎 朝日新聞社
35 文学 大学・中康 島田虔次 朝日新聞社
36 文学 孟子 金谷治 朝日新聞社
37 文学 老子 福永光司 朝日新聞社
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38 文学 古詩選 入谷仙介 朝日新聞社
39 文学 易 本田済 朝日新聞社
40 文学 史記漢武篇 田中謙二・一海知義 朝日新聞社
41 文学 史記楚漢篇 田中謙二・一海知義 朝日新聞社
42 文学 史記春秋戦国篇 田中謙二・一海知義 朝日新聞社
43 文学 荘子内篇 福永光司 朝日新聞社
44 文学 荘子外篇 福永光司 朝日新聞社
45 文学 荘子外篇雑篇 福永光司 朝日新聞社
46 文学 伊藤博文 中村菊男 時事通信社
47 文学 山縣有明 御手洗辰雄 時事通信社
48 文学 大隅重信 渡辺幾治郎 時事通信社
49 文学 桂太郎 川原次吉郎 時事通信社
50 文学 西園寺公望 木村毅 時事通信社
51 文学 原敬 前田蓮山 時事通信社
52 文学 高橋是清 今村武雄 時事通信社
53 文学 加藤友三郎 今井達夫 時事通信社
54 文学 加藤高明 近藤操 時事通信社
55 文学 若槻禮次郎・濱口雄幸 靑木得三 時事通信社
56 文学 田中義一 細川隆元 時事通信社
57 文学 犬養毅 岩淵辰雄 時事通信社
58 文学 齋藤實 有竹修二 時事通信社
59 文学 近衛文麿 矢部貞治 時事通信社
60 文学 米内光政 高宮太平 時事通信社
61 文学 幣原喜重郎 宇治田直義 時事通信社
62 文学 山本權兵衛 山本英輔 時事通信社
63 文学 大黄河第1巻 井上靖 日本放送協会
64 文学 大黄河第2巻 西田龍雄 日本放送協会
65 文学 大黄河第3巻 樋口隆康 日本放送協会
66 文学 大黄河第4巻 鎌田茂雄 日本放送協会
67 文学 大黄河第5巻 陳舜臣 日本放送協会

68 文学
シルクロード第1巻
長安から河西回廊へ

陳舜臣 日本放送協会

69 文学
シルクロード第2巻
敦煌砂漠の回廊

井上靖 日本放送協会

70 文学
シルクロード第3巻
幻の楼蘭・黒水城

井上靖・岡崎敬 日本放送協会

71 文学
シルクロード第4巻
流砂の道西域南道を行く

井上靖・長澤和俊 日本放送協会

72 文学
シルクロード第5巻
天山南路の旅

陳舜臣 日本放送協会



73 文学
シルクロード第6巻
民俗の十字路

司馬遼太郎 日本放送協会

74 文学
シルクロード第7巻
パミールを超えて

陳舜臣・樋口隆康 日本放送協会

75 文学
シルクロード第8巻
コーランの世界

陳舜臣・藤井秀夫 日本放送協会

76 文学
シルクロード第9巻
大草原をゆく

井上靖・樋口隆康 日本放送協会

77 文学
シルクロード第10巻
アジア最深部

井上靖・加藤九祚 日本放送協会

78 文学
シルクロード第11巻
騎馬・隊商の道

江上波夫・陳舜臣 日本放送協会

79 文学
シルクロード第12巻
すべての道はローマ通ず

井上靖 日本放送協会

80 文学 壮大な交流Ⅲ 浅沼博 日本放送協会
81 文学 刻まれた情念Ⅱ 浅沼博 日本放送協会
82 文学 全2巻 唐詩三百首 蘅塘退士 東洋文庫
83 文学 長安の春 石田幹之助 東洋文庫
84 文学 シルクロードと宗教の道 生江義男 日本放送協会

85 文学
中国古典文学大系21
洛陽伽藍記

入矢義高 平凡社

86 文学 全2巻 耽奇漫録 吉川圭三 吉川弘文館
87 文学 新耽奇漫録 吉川圭三 吉川弘文館

88 文学
新編国歌大観第1巻
勅撰集編索引

角川春樹 角川書店

89 文学
新編国歌大観第1巻
勅撰集編歌集

角川春樹 角川書店

90 文学
新編国歌大観第2巻
私撰集編索引

角川春樹 角川書店

91 文学
新編国歌大観第2巻
私撰集編歌集

角川春樹 角川書店

92 文学
新編国歌大観第3巻
私家集編1索引

角川春樹 角川書店

93 文学
新編国歌大観第3巻
私家集編1歌集

角川春樹 角川書店

94 文学
新編国歌大観第4巻
私家集編2・定数歌編索引

角川春樹 角川書店

95 文学
新編国歌大観第4巻
私家集編2・定数歌編歌集

角川春樹 角川書店



96 文学
新編国歌大観第5巻
歌合歌学書・物語・
日記等収録歌編索引

角川春樹 角川書店

97 文学
新編国歌大観第5巻
歌合歌学書・物語・
日記等収録歌編歌集

角川春樹 角川書店

98 文学
新編国歌大観第6巻
私撰集編2索引

角川春樹 角川書店

99 文学
新編国歌大観第6巻
私撰集編2歌集

角川春樹 角川書店

100 文学
新編国歌大観第7巻
私家集編3索引

角川春樹 角川書店

101 文学
新編国歌大観第7巻
私家集編3歌集

角川春樹 角川書店

102 文学
新編国歌大観第8巻
私家集編4索引

角川春樹 角川書店

103 文学
新編国歌大観第8巻
私家集編4歌集

角川春樹 角川書店

104 文学
新編国歌大観第9巻
私家集編5索引

角川春樹 角川書店

105 文学
新編国歌大観第9巻
私家集編5歌集

角川春樹 角川書店

106 文学
新編国歌大観第10巻
定数歌編2歌合編2補遺編索引

角川春樹 角川書店

107 文学
新編国歌大観第10巻
定数歌編2歌合編2補遺編歌集

角川春樹 角川書店

108 文学 面白半分 宮武外骨 東京半狂堂
109 文学 すきなみち 宮武外骨 半狂堂

110 文学
太平記（日本古典文学大系）一

後藤丹治　釜田喜三郎 岩波書店

111 文学
太平記（日本古典文学大系）二

後藤丹治　釜田喜三郎 岩波書店

112 文学
太平記（日本古典文学大系）三

後藤丹治　釜田喜三郎 岩波書店

113 文学
今昔物語集（日本古典文学大系）一 山田孝雄　山田忠雄　山田英雄

山田俊雄
岩波書店

114 文学
今昔物語集（日本古典文学大系）二 山田孝雄　山田忠雄　山田英雄

山田俊雄
岩波書店

115 文学
今昔物語集（日本古典文学大系）三 山田孝雄　山田忠雄　山田英雄

山田俊雄
岩波書店



116 文学
今昔物語集（日本古典文学大系）四 山田孝雄　山田忠雄　山田英雄

山田俊雄
岩波書店

117 文学
今昔物語集（日本古典文学大系）五 山田孝雄　山田忠雄　山田英雄

山田俊雄
岩波書店

118 文学
栄花物語（日本古典文学大系）上

松村博司　山中裕 岩波書店

119 文学
栄花物語（日本古典文学大系）下

松村博司　山中裕 岩波書店

120 文学 大鏡 松村博司　 岩波書店
121 文学 宇治拾遣物語 渡邊綱也　西尾光一 岩波書店
122 文学 古今著聞集 永積安明　島田勇雄 岩波書店
123 文学 夜の寝覺 阪倉篤義 岩波書店

124 文学 神皇正統記增鏡
岩佐正　時夜誠記　木藤才蔵

岩波書店

125 文学 保元物語　平治物語 永積安明　島田勇雄 岩波書店

126 文学 続日本記一（新日本古典文学大系）
青木和夫　笹山晴生　稲岡耕二
自藤禮幸

岩波書店

127 文学 続日本記二（新日本古典文学大系）
青木和夫　笹山晴生　稲岡耕二
自藤禮幸

岩波書店

128 文学
日本霊異記（日本古典文学大系）

中田祝夫 ㈱小学館

129 文学 御伽草子集 大島建彦 ㈱小学館
130 文学 神楽歌　催馬楽　梁塵秘称　閑吟集 臼田甚五郎　新間進一 ㈱小学館
131 文学 風土記（日本古典文学大系） 秋本吉郎 岩波書店

132 文学
宇治拾遣物語　お伽草子 永井竜男　円地文子　谷崎潤一郎

他2名
筑摩書房

133 文学
藪野椋十
日本世界見物

渋川玄耳 誠文堂

134 文学
浪華之四季
一誌一記

浜本幸枝 中尾松泉堂書店

135 文学 全2巻 太平記上下 三浦理 有明堂
136 文学 古事記の世界 西郷信綱 岩波新書
137 文学 義経記 鈴木種次郎 三教書院
138 文学 寺社勢力 黒田俊雄 岩波新書
139 文学 お伽草子 島津久基 岩波新書

140 文学
秀吉と大阪城
岡本良一史論集上巻

岡本良一 清文堂

141 文学 全29巻 洒落本大成 水野稔 中央公論社
142 文学 洒落本大成　補巻 水野稔 中央公論社
143 文学 北風遺事 喜多善平 喜多善平



144 文学 播磨近世芸文集 大谷篤蔵 松蔭国文資料叢刊刊行会
145 文学 濱谷輝雄の老兵従軍記 濱谷輝雄
146 文学 蝦蟇の油 黒澤明 大塚信一
147 文学 全12巻 小学国語読本
昭和初期 文部省 ㈱秋元書房
148 文学 天愛不息
芦澤新二を偲ぶ 故芦澤新二追悼集編集委員会
149 文学 風の又三郎 宮沢賢治 岩波書店
150 文学 アイヌの民話
風の神とオキクルミ 文：菅野茂
絵：斉藤博之 ㈱小峰書店
小峰広恵
151 文学 大きい1年生と小さな2年生 ㈱階成社今村広
152 文学 古地図の世界 織田武雄 講談社
153 文学 地図のファンタジア 尾崎幸男 文芸春秋
154 文学 古事記と日本書記 坂本太郎 吉川弘文館
155 文学 久右衛門の旅日記 出田恒治
156 文学 地域の研究 富岡儀八 厳潮社

157 文学
総観地理学講座
地図学

髙﨑正義 朝倉書店

158 文学 東海道 八幡義生 有峰書店新社
159 文学 新しい地図の話 尾崎幸男 同文書院

160 文学
律令制度
坂本太郎著作集第7巻

坂本太郎 吉川弘文館

161 文学
俳人滝瓢水
瓢水をたづねて

長谷川武雄

162 文学 高田屋嘉兵衛翁伝 高田敬一
163 文学 池の文化 末永雅雄 学生社
164 文学 きみたちの考古学 末永雅雄 有斐閣
165 文学 濱谷輝雄の老兵従軍記
166 文学 喜多文七郎日誌 石阪孝二郎
167 文学 生き寒く生き暖かく 濱谷輝雄 大阪電業㈱
168 文学 瓢水超人俳聖 瀧瓢水 瀧瓢水句碑建設委員会

169 文学
古文書古記録
難訓用例大辞典

林陸朗 柏書房

170 文学 全2巻 日本再発見　道1 今田達 ㈱同朋舎出版

171 文学
長谷川武雄氏遺稿
俳人瀧瓢水

濱谷輝夫 秋山修功堂


