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八紘学園関係資料 ６冊一括 20,000 1934-89
（「八紘学院入学案内」「導標の星 昭和８年第１輯」「斉藤子爵学院、私」「八紘学院の教育」「栗
林元二郎」「栗林師と私の五十年」謹呈署名）

第八回卒業記念写真帖　昭和五年三月 夕張工業学校 10,000 1930
（表紙布張り、擦れ有り。生写真でヤケ有り。台紙全24枚。うち20枚裏表に写真貼付。）

渡辺隆 山の履歴簿＜山と人の関わり＞　第一巻 北海道南西部 北海道企画センター 4,500 初ｶﾊﾞ 456p 2013
渡辺隆 山の履歴簿＜山と人の関わり＞　第一巻 北海道南西部 北海道出版企画センター 2,500 初ｶﾊﾞ 456p 2013
渡辺隆 山の履歴簿＜山と人の関わり＞　第二巻 北海道中央部 北海道企画センター 4,500 初ｶﾊﾞ 412p 2015
後藤憲太郎編 ＜大雪山に生きた男＞天野市太郎先生を偲んで 高橋順私刊＝旭川 3,000 箱 1995

［英］＜First Annual Report of＞SAPPORO Agricultural College 開拓使 15,000 並 1877
（TOKEI:published by THE KAITAKUSHI.開拓使刊。）

［英］＜Third Annual Report of＞SAPPORO Agricultural College 開拓使 7,000 表紙少痛 1879
（TOKEI:published by THE KAITAKUSHI.開拓使刊。）

［英］＜Third Annual Report of＞SAPPORO Agricultural College 開拓使 3,500 並 1879
（TOKEI:published by THE KAITAKUSHI.開拓使刊。）

［英］＜Fourth Annual Report of＞SAPPORO Agricultural College 開拓使 6,000 並 1880
（SAPPORO:published by THE KAITAKUSHI.開拓使刊。）

［英］＜Fifth Annual Report of＞SAPPORO Agricultural College 開拓使 3,500 84p 1881
（SAPPORO:published by THE KAITAKUSHI.開拓使刊。）

［英］＜Sixth  Report of＞the SAPPORO Agricultural College 開拓使 4,000 1888
（Published by THE HOKKAIDO CHO.北海道庁刊。）

農商務省所轄学校職制 農商務省 5,000 ﾔｹｼﾐ 1丁 明治？
（札幌農学校図書之部消印有り。）

＜覆刻＞札幌農黌第ニ年報,＜覆刻＞札幌農黌年報 解説・目次付 北海道大学図書刊行会 1,000 ２冊共 1976
Stockbridge ［英］REPORT Of The Chemist To The Hokkaido Cho 札幌農学校刊 3,500 並 36p 1888

北海道帝国大学農学部新館平面図（200分の１）青焼き４枚（地下,１階,２階,３階） 18,000

谷口一弘編 『北海道教育新聞』『北海教育評論』　総目次・索引 北海道出版企画センター 4,000 初ｶﾊﾞ並 442p 2005
神山茂 函館教育史 函館文化会 5,000 502p 1971
札幌市教育会主催 ［教育関係者新年交札会出席者一覧］ 35×53cm 1,000 少ｼﾐﾔｹ 1933
山崎長吉 日暮途遠 北海道教育社 1,300 初 1998
山崎長吉 北海道教育史 北海道新聞社 1,500 初ｶﾊﾞ 1977
瀬戸冨永 師範学校小史 北海道教育社 3,000 初箱 431p 1996

北海之教育　第180号 北海道教育会 1,500 痛 1908
（岩谷英太郎「旧土人教育及其保護に就いて」pp.２-５,他）

＜昭和12年度＞札幌市学事一覧表 札幌市役所 1,800 折畳僅ﾔｹ 1937
＜北海道＞瀧川西高等学校一覧 2,000 1950
＜北海道小学校＞教員検定試験問題集 北海出版社 1,000 増補版ｼﾐ 1929

榎本守恵 近代僻地教育の研究(札内,占冠,母子里他) 同成社 1,200 初箱 1990
山崎善太郎編 ＜創立満五十年記念＞学校沿革誌 函館市寶尋常高等小学校 6,000 僅痛ﾔｹ 88p 1928

開校七拾年記念［写真帳］ 札幌市西創成小学校 3,000 ｼﾐ 17p 1940
卒業記念写真帳，創立70年記念校誌 札幌市中央創成尋常高等小学校 3,000 ２冊共不美 1926,1940
＜札幌市豊水尋常小学校＞創立五十年記念帖 札幌市豊水尋常小学校 3,000 経年劣化 1935

（約ﾀﾃ55×ﾖｺ79.5cm,陸軍特別大演習（1936年）の際の部屋割りと思われる鉛筆書込み有）
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長沼第二尋常小学校第二十五回卒業，第二支部第三回総会写真 長沼第二尋常小学校 3,000 ２枚共 1930頃
＜教育勅語渙発四十年＞記念写真帖 空知小学校長会 2,500 表紙僅痛 ７丁 1930
私立空知青年学校 第５期 卒業記念写真帖 3,000 記名,背痛 1940
庁立室蘭中学校記念写真帖 北海道庁立室蘭中学校 2,000 1934
（見返し,パラフィン紙に破れあり）

［第22回卒業記念写真帳］ 札幌第二中学校 5,000 扉折れ有 1938
＜北海中学校＞創立二十五年紀年絵はがき 1,200 袋２枚 戦前
あけぼの 創刊号 曙社 5,000 42p 1923
会誌　創立四十周年記念号 庁立札幌高等女学校同窓会 2,500 1943
故粟野健次郎先生追懐録 第二高等学校同窓会 6,000 初ﾔｹ 1936
本校出身戦没者慰霊祭記録 第二高等学校 1,000 9p [1939]
札幌市立高等女学校第16回卒業記念アルバム 札幌市立高等女学校 3,000 1938
（現北海道札幌東高等学校）

庁立札幌高等女学校第24回卒業記念アルバム 庁立札幌高等女学校 3,000 1927
（表紙がシミ,少痛み,現北海道札幌北高等学校）

会報＜母校創立五十年記念号＞ 天売国民学校同窓会 3,500 72p 1942
会誌＜紀元二千六百年記念号＞ 札幌市立高等女学校同窓会 3,500 147p 1940
会誌 札幌市立高等女学校同窓会 2,000 痛,ｼﾐ 415p 1938
札商文藝　15号 札幌商業学校 1,000 痛ｼﾐ 1937
創立九十周年記念誌　星霜九十年 釧路町立知方学小学校 1,000 初ｶﾊﾞ 1991
学窓 創刊号 大沼小学校同窓会 3,000 62p 1927
同窓会名簿 夕張北高等学校同窓会 2,000 一部にｼﾐ 1964
＜37年度＞西高だより　１～210号 札幌西高等学校教職員 4,800 1962-63
＜38年度＞西高だより　１～250号 札幌西高等学校教職員 5,500 1963-64
九十年史　全２冊（小史，写真集） 北海道札幌南高等学校 1,500 箱入大判 1985
百年史 北海道札幌南高等学校 3,500 箱入大判 1997
＜創立三十周年記念＞校舎落成記念 永山農業高等学校 1,800 折畳少ﾔﾌﾞﾚ 1952
＜北海道札幌師範学校＞創立満四十年記念録 北海道札幌師範学校 2,000 ｼﾐ,痛 1926
らんべす　１～５，［６，７］(機関紙) ランベス会 5,000 ｶﾞﾘ7冊共 1959-69
大志と野望　＜ウィリアム・スミス・クラークの足跡をたずねて＞ ＫＡＢＡ書房＝東京 1,800 少書込箱 1981
（著者＝北海道放送『大志と野望』特別取材班）

北海道帝国大学創基五十年記念写真［帳］ 北海道帝国大学 7,000 美 1927
［英］THE SEMI CENTENNIAL ALBUM OF THE HOKKAIDO IMPERIAL 
UNIVERSITY 1876-1926

北海道帝国大学 10,000 美 1926

＜写真集＞北大百年　1876－1976 北海道大学図書刊行会 1,000 箱, 付図つき 1976
＜写真集＞北大125年 ＜（1876－2001）＞ 北海道大学 2,800 初箱 2001
札幌農学校創立廿五年紀念 私刊＝同紀念祝賀会 3,000 紐綴じはずれ 1901
札幌農学校創立廿五年紀念祝賀会報告 5,000 背痛,ｼﾐ 43p 1901

島太郎,松井誠一編 北海道学校衛生関係法規類編纂 北海道連合学校医会 6,500 ﾔｹ 1937
高岡総長式辞 北海道帝国大学 1,000 5p 1937
＜北海道帝国大学創基五十周年＞記念講演集 北海道帝国大学 3,500 僅痛 1928
＜創基80周年記念＞北海道大学絵葉書 北海道大学 700 袋３枚 1956

明治44年3月31日調査 東北帝国大学農科大学農場演習林植物園一覧 付図３枚 3,000 印表紙痛 1911
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大槻東北 ＜小説＞札幌農学校 創造社 900 初ｶﾊﾞ 313p 1971
今村央, 持田誠編著 水産科学館に蓄積された水産学部100年の歴史 （北海道大学総合博物館第

51回企画展示図録）
北海道大学総合博物館 1,500 70p 2008

＜生写真＞北海道大学学生運動市外戦,文学部封鎖解除など 全53枚 12,000 1969

奥野路介編 逆光の思想　創刊号 北海道大学出版会 2,000 1969
北大ACMﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 北海道大学もうひとつのキャンパスマップ 寿郎社 1,000 初ｶﾊﾞ 2019
岩沢健蔵 北大歴史散歩 北海道大学図書刊行会 500 再ｶﾊﾞ 1996

恵廸寮史，恵廸寮小史 復刻 北海道大学恵廸寮寮史編纂委
員会

2,500 箱入厚冊 1975

恵迪寮寮歌集　増版 北海道大学恵迪寮 2,000 痛記名朱線 1951
山口哲夫編 写真集　都ぞ弥生 北海道大学東京同窓会東京エルム会 2,000 箱 240p 1978

北海道大学新聞　全４巻（大正15～昭和35） 大空社　大判 8,000 復刻箱が少痛 1989

よたろう創刊(二号～『与太郎』)～六号 北大落語研究会 10,000 ｶﾞﾘ 1966-73
北明邦雄，他 北海百年史 北海学園 1,800 915p 1986
創立20周年記念誌執筆編集委員会 創立二十年 北海道女子短期大学 1,500 初箱 334p 1983

写真集 目でみる20年の歩み 北海道女子短期大学 1,000 初 95p 1983
恩師のおもかげ エバンス先生 北星学園「恩師のおもかげ・エバンス先生」刊行委員会 2,000 初ｶﾊﾞ,小口ｼﾐ 1987
北星学園女子中学・高等学校の110年 1887～1997 北星学園女子中学高等学校 2,000 1997
北星学園女子中学高等学校同窓会 百周年記念誌 ぶどうの枝 北星学園女子中学高等学校同窓会 1,000 56p 2009
はらから＜父浅羽靖五十年祭記念号＞ はらから同人 3,800 33p 1964

森中章光 新島先生記念集 同人社交友会 3,000 ﾔｹ,ｼﾐ 1940
北海道地理教育研究会編 北海道をどう教えるか 北海道民間教育研究団体連絡協議会 1,500 初ｶﾊﾞがﾔｹ 1976

北海道小学郷土読本　尋常１年～６年　6冊共 日本教育出版社 4,800 1930

北海道小学理科学習帳 高等科第二学年用下 北海出版社 1,000 再,ﾔｹ,背痛 1921
山田勝伴,市川源二 北海道実業補習読本 正篇　和綴じ 元元堂書房 3,000 見本贈呈印 1907
北海道初等教育研究会編 北海道理科学習帳＜尋常小学５年用＞ 北海出版社 3,500 ﾔｹ背痛 1926
道連合教育会編 北海道読本 ４冊 日本教育出版社 12,000 A5 1941

我等の郷土 広島村教育支会 3,500 ｶﾞﾘ僅痛ﾔｹ 86p 1940
東川村郷土読本 上川郡東川村教育部会 4,000 表紙,背痛み 82p 1932
わたしたちの夕張　（三、四年社会科郷土読本） 夕張市教育研究所 3,000 増補 1963
北海道郷土地理　第一輯 北海道教育研究会 4,500 表紙が僅痛,ﾔｹ 1936
＜社会科副読本小学校三年＞びらとり 平取町教育委員会 2,000 蔵書印 1972
神恵内の村 神恵内村教育委員会 2,000 1978
＜郷土読本＞ほべつ 穂別町教育委員会 1,000 改訂 1984
＜副読本＞もんべつ 門別町教育委員会 1,000 改訂 1984
開校30周年記念誌 南郷 札幌市立南郷小学校 1,000 1993
記念誌 ばらと 札幌市立茨戸小学校開校100周年記念

事業協賛会
1,000 85p [1992]

證書等　８通 八雲学校 4,500 僅ｼﾐ 1880-82

（裏に日時（1969年4月28日,11月8日），説明あり。）

（北海道史・文学史・山岳スキー文献・教育史他各分野の記事豊富。定価87,550円）

（痛ﾔｹ,印＝行幸記念豊水文庫印。小ラベル付。）

（四年用下の巻（十勝版）,六年用下の巻,高等科二年上の巻,高等科二年下の巻（十勝版））

（第六級～一級卒業證書。試験，学力優等書。）
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夜学校修業證書6通,卒業證書1通 5,000 ﾔｹ僅ｼﾐ 1904-14

札幌市教育委編 遠友夜学校＜さっぽろ文庫18＞ 北海道新聞社 600 初 310p 1981
谷昌恒 ひとむれ－北海道家庭学校の教育1～3 評論社 2,000 ３冊共 1981-82

川上重治 ＜川上重治写真集＞家庭学校と留岡清男 北海道新聞社 2,500 裏表紙書込 1978
日本語のはじめ　第３編 （神田）東亜高等予備学校 1,000 再少痛,書込 57p 1934

三吉明 北海道社会事業史研究 敬文堂＝東京 1,500 初箱 375p 1969
『北海道社会事業』総目録 北海道社会福祉研究会 2,500 初個人印 236p 1989
北海道社会事業史年表 北海道社会福祉研究会 1,000 1984
北海道社会事業　56号（昭11年12月） 北海道社会事業協会 2,500 背少痛 1936

高橋三枝子 福祉の母　河部ツヤ＜遙かなる遠い道＞ 北海道女性史研究会 1,000 謹呈署名 1993
草創　太陽の園二十周年の記録 北海道立太陽の園 1,000 初ｶﾊﾞ 1988

岡村正史編著 力道山と日本人 青弓社 1,000 初ｶﾊﾞ 2002
第五回冬季オリンピック札幌大会
実行委員会編

第五回冬季オリンピック札幌大会＜昭和十五年＞一般規則及びプログラム サッポロ堂書店 1,500 復刻 45p 2007

上田茂春編 『山とスキー』第１号～第100号総覧 鳥山房　限18 4,000 生写真付 91p 2001
中浦皓至 日本スキー・もうひとつの源流＜明治45年北海道＞ 北海道大学図書刊行会 3,500 初ｶﾊﾞ帯 332p 1999
中川喜直 もうひとつのスキー発祥の地<おたる地獄坂> 小樽商科大学出版会 500 初ｶﾊﾞ 93p 2011

スキー発達史＜現代スキー全集５＞ 実業之日本社 1,800 ﾔｹ 364p 1971
栗林薫編著 北海道一般スキー八十年の歩み 広告の岩泉＝札幌 800 箱美 414p 1991

会報　14号 北大スキー部ＯＢ会 1,000 ﾔｹ 41p 1959
北海道大学スキー部七十年史 北大スキー部ＯＢ会 1,500 箱が少ｼﾐ 327p 1982

大野精七 北海道のスキーと共に 献呈署名 私刊 1,500 箱並 383p 1971
大野精七の歩み 大野精七先生顕彰会 2,000 箱 1981
＜行軍登山・錬成雑誌＞山とスキー １号 山とスキー社 700 ﾔｹｼﾐ 56p 1944
登山とスキー　７巻５号 黎明社 1,200 僅痛ﾔｹ 1936

＜［北海道帝国大学スキー部創立15年］＞記念 北海道帝国大学スキー部 4,500 背痛ﾔｹ 401p 1926
北大スキー部々報　１～３揃 北大文武会スキー部 10,000 初 1931-35
（北大スキー部）部報１ 北海道帝国大学（文武会）スキー部 10,000 初美 1931
（北大スキー部）部報２ 北海道帝国大学文武会スキー部 3,000 表紙等痛 1933
山と雪　３,５,７,８号 札幌・山と雪の会 3,000 ４冊共痛 1931
山と雪　創刊～２巻２号（終刊） 山と雪＝札幌 20,000 印９冊共 1930-32

高橋次郎 アールベルグ・スキー術 博文館 900 再痛 400p 1930
高橋次郎 スキー廻転技術 北方出版社＝札幌 1,800 初痛 1947
立上秀二 雪艇弥栄 岡倉書房＝東京 3,000 初 354p 1936
長田進 実用スキー術 木星社書院 2,500 再箱 1931
馬場忠三郎 ＜図説＞新スキー術 三省堂 2,000 1939

ゲレンデスキー術 J・C・C＝東京 1,000 ミニ本 32p 1930

（卒業證書＝1905年磯谷尋常高等小学校，修業證書＝1904～1914年札幌区創成尋常小学校,創成高等小学校,札幌中学夜学会,私立北海夜学校）

（１,２は再版,３は初版）

（岡部史郎「旧土人保護法改正に就いて」pp.６-10,高倉新一郎「アイヌ問題随想」pp.18-26,他）

（限定百部。付図共。適切な解説２ページ。）

（「京都市立第二商業学校山岳部」印）

（渡邊公平「冬季オリムピツクと札幌のことども」pp.16-19,他）
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一般スキー術要項　改訂版 全日本スキー連盟 2,000 Ｃ 1939
山と旅 103･112･116号　３冊共 ＪＣＣ＝東京 1,800 痛印 1931-32

瓜生卓造 雪の軌跡 スキージャーナル 1,200 初ｶﾊﾞ帯 302p 1971
瓜生卓造 スキー風土記 日貿出版社 1,200 初 318p 1978
牛島秀彦 もう一つの昭和史２ 風雪日本野球 V・スタルヒン 毎日新聞社 1,000 初ｶﾊﾞ 1978

スタルヒン娘著 白球に栄光と夢をのせて ベースボール・マガジン社 1,000 初ｶﾊﾞ 315p 1979
函館太洋倶楽部監修 スコアボードが見ていた。＜函館太洋倶楽部80年の歩み＞ 幻洋社 5,000 1986

熱球・北の軌跡 社会人野球物語 毎日新聞社北海道支社 3,000 初ｶﾊﾞ 342p 1992
川嶋康男 栄光の三段跳び 南部忠平物語 北海道新聞社 500 初ｶﾊﾞ 1981
佐藤正耳 豊平川 或る長距離ジョガーの人間社会考 文芸社 1,000 初ｶﾊﾞ 2001
大鵬幸喜 大鵬自伝（解説付）　限1500 ベースボール・マガジン社 5,000 帙入厚冊 1972
石井代蔵 大鵬が翔ぶ 一光社 1,000 初ｶﾊﾞ 1984
石井代蔵 数奇な運命の星の下に 大鵬幸喜半生記 ベースボール・マガジン社 500 初ｶﾊﾞ 1988
大鵬幸喜 巨人,大鵬,卵焼き 私の履歴書 日本経済新聞社 700 初ｶﾊﾞ 2001

昭和ニッポン 一億二千万人の映像 昭和35年1960 第10巻 講談社 1,000 2004

大鵬（納谷幸喜）監修 相撲道とは何か KKロングセラーズ 500 初ｶﾊﾞ 2007
大鵬（納谷幸喜） 一流とは何か KKロングセラーズ 700 初ｶﾊﾞ 2008
大隅潔 「横綱の品格」とはなにか 横綱大鵬 晩節のかがやき 小学館 1,000 初ｶﾊﾞ 2010

台湾山岳 創刊,９～12号 台湾山岳会 50,000 ５冊共 1927-42

沼佐隆次 大雪山と阿寒 北海道庁景勝地協会 3,000 初背僅痛 1935
＜北海アルプス＞写真帖 大雪山調査会＝旭川市 1,500 初難有 38p 1928
＜北海アルプス＞写真帖 大雪山調査会＝旭川市 1,700 初 1928

榛谷泰明 幻想の地平線 草風社 1,800 初ｶﾊﾞ 370p 1979
大雪山登山案内＜附十勝岳・美瑛岳案内＞ 旭川地図発行社 1,500 折畳 1960頃

清水敏一 大雪山文献書誌　全４冊 私刊＝岩見沢 4,000 初箱 1987-93

清水敏一 ＜知られざる＞大雪山の画家・村田丹下 北海道出版企画センター 2,800 初ｶﾊﾞ 200312
清水敏一 ＜大雪山の父＞・小泉秀雄 北海道出版企画センター 4,500 初ｶﾊﾞ 438p 2004
市根井孝悦 大雪・石狩・十勝＜日本の名峰２＞ 山と渓谷社 1,000 初ｶﾊﾞ少ﾔｹ 95p 1985
梅沢俊 日高・夕張・増毛＜日本の名峰３＞ 山と渓谷社　＜献呈署名＞ 1,000 初ｶﾊﾞ少ﾔｹ 95p 1987

懐郷＜愛山渓新聞社・大雪山山の村通算40周年記念誌＞ 大雪山山の村＝旭川 1,000 56p 1998
大雪山から育まれる文献書誌集　創刊号，２号 ひがしかわ観光協会＝創刊号，東

川町＝２号
1,500 ２冊共 2014,15

大雪山から育まれる文献書誌集 ひがしかわ観光協会 600 51p 2014
高澤光雄著刊 北海道の山に貢献された日本山岳会の先輩たち 私刊＝札幌,サッポロ堂書店発売 300 56p 2010
高澤光雄 北海道の登山史探究 北海道出版企画センター 1,200 初ｶﾊﾞ 2011
坂本直行著,高澤光雄編 はるかなるヒマラヤ 北海道出版企画センター 2,400 初ｶﾊﾞ 310p 2011
高澤光雄 愉しき山旅 北海道出版企画センター 2,300 初ｶﾊﾞ 2012
高澤光雄 山旅句＜エッセー集＞ 北海道出版企画センター 1,800 初ｶﾊﾞ 2013
高澤光雄 大雪山讃歌 北海道出版企画センター 1,600 初ｶﾊﾞ 2015

（ﾋﾞﾆｰﾙｶﾊﾞｰが痛み,少ｼﾐ）

（講談社DVDBOOK,55分,永六輔・佐々木毅・瀬戸内寂聴監修）

（創刊号痛,10号表紙汚・ｼﾐ,11号付図・印・僅痛）

（北海道でほとんど未開拓の山岳文献の研究分野に，初めて１歩踏み込んだ貴重な労作。装丁も良。）
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高澤光雄 ＜随筆集＞山旅句 北海道出版企画センター 1,600 初ｶﾊﾞ 2016
高澤光雄編 山の仲間と五十年 秀岳荘 1,000 初 2005
北大山の会編 日高山脈＜自然・記録・案内＞ 茗渓堂＝東京　附地図欠 2,000 初箱 362p 1971
八木健三 ＜画文集＞私のワンデルング　署名入 北大ワンダーフォーゲル部,OB会 1,000 箱 1978
滝本幸夫 日高の風＜孤高の山岳画家坂本直行の生涯＞ 中札内美術村 1,000 初ｶﾊﾞ 2006

第35回北海道登山研究集会論文・報告集 北海道勤労者山岳連盟 700 2006
早川禎治 後方羊蹄山登攀記 北の野帳社＝札幌　特価 2,500 初箱 1996
内田一也 ヒュッテ・ビルケ物語＜1971年～1991年の記録＞ 私刊＝札幌市 4,500 1992
渡辺惇 中山ヒュッテ物語 私刊＝札幌 3,500 31p 1993
西信博 山のあなたの空遠く全２冊　［私家版］ クライ・アント＝札幌 5,000 初ｶﾊﾞ 431p 1994
朝比奈英三,鮫島惇一郎編 札幌から見える山 北海道大学図書刊行会 800 初ｶﾊﾞ 43p 1981

金沢山岳文庫 北海道山岳文献目録 斉藤浪子私刊＝当別 1,500 初 119p 2006

伊藤健次 大雪山を歩く 山と渓谷社 1,000 再ｶﾊﾞ 1999
伊藤健次 日高連峰　日本の山と渓谷３ 山と渓谷社　署名入 1,400 初ｶﾊﾞ 2000
梅沢俊 日高連峰 山と渓谷社 900 初ｶﾊﾞ 1993
梅沢俊 ＜北海道＞山歩き花めぐり 北海道新聞社 1,000 初ｶﾊﾞ 2001
梅沢俊・伊藤健次 北海道百名山 山と渓谷社 1,000 初ｶﾊﾞ 1993

＜銷夏漫筆＞十勝岳行 上川支庁日曜会 3,000 ｶﾞﾘ 60p 戦前
舘脇操,加納一郎,原忠平編 知床日記 木下弥三吉記念会 2,800 表紙日焼 50p 1961
一原有徳 あの山 かの友＜心に残る山と人との追想録＞ 茗渓堂　署名入 2,500 初ｶﾊﾞ 2002

大雪山のあゆみ 層雲峡観光協会 2,500 初ｶﾊﾞ僅ｼﾐ 1965
大雪山のあゆみ 層雲峡観光協会 2,000 再ﾔｹ 1967

一原有徳 小さな頂　識語署名 茗渓堂　ｶﾗｰ地図１枚 4,500 初箱ｶﾊﾞ 358p 1974
一原有徳 小さな頂 茗渓堂　ｶﾗｰ地図１枚 3,800 初箱ｶﾊﾞｰにシミ 358p 1974
一原有徳 メビウスの丘＜九糸郎＞　限定百部 北海道出版企画センター 5,000 初函美 2001
伊藤秀五郎 北の山　続編 茗溪堂 2,500 箱が並 326p 1976
伊藤秀五郎 ＜詩集＞山の風物誌 茗渓堂 800 初箱が並 1977
伊藤秀五郎 草原随想 新樹社＝東京 2,000 箱 302p 1971
山川力 山旅記　献呈署名 紫紅会 1,500 初箱 275p 1976
山川力 山旅記 紫紅会 1,000 初箱 275p 1976
丹征昭 北の山旅　署名入,坂本直行装画 あうる舎＝札幌 5,800 初箱ｶﾊﾞ帯 1973
梅沢俊菅原靖彦 ＜北海道＞夏山ガイド３＜東・北大雪，十勝連峰の山々＞　増補改訂版 北海道新聞社 1,100 再 1997
高澤光雄 羊蹄山登山史 倶知安郷土研究会 500 初豆本 62p 1995
川嶋康男 凍れるいのち 柏艪舎＝札幌市 1,000 初ｶﾊﾞ 2006
竹本勝 北の単独行者 私刊＝札幌 1,800 初 1973
羽根田治,飯田肇,金田正樹,山本正嘉 トムラウシ山遭難はなぜ起きたのか＜低体温症と事故の教訓＞ 山と渓谷社 1,600 再ｶﾊﾞ 303p 2010
工藤進 風に吹かれながら　謹呈署名入 山想庵 1,000 1992
工藤進 山の雑記帖＜工藤進遺稿集＞ 山想庵 1,000 初 1994
梅沢俊 利尻･知床を歩く＜フルカラー特選ガイド１＞ 山と渓谷社 1,000 初 1997

北海道の山と谷　下 北海道撮影社 1,000 ｶﾊﾞ 1999
柏瀬祐之，他編 北海道・東北の山＜日本登山大系１＞ 白水社 3,500 箱 388p 1982

＜OTARU GCC会報＞連山 創刊号　創立十周年記念特集 OTARU G･C･C 1,000 初 1973

（金沢山岳文庫 北海道山岳文献目録編集委員会編。北海道の山岳文献蒐集に生涯をかけた斎藤俊夫さん。氏の蔵書の分野別総目録。巻末に追悼集と年譜を付す。）
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報告　１ 北海道学芸大学山岳部 5,000 1970
北大山岳部々報　１～９号（７号欠） 北海道大学文武会山岳部,体育会山岳部 40,000 ８冊共,少痛 1928-63
北大山岳部々報　３ 文武会山岳部＝北大 3,000 痛 1931
北大山岳部々報　11 北海道大学体育会山岳部 3,000 1972
北大山岳部々報　12 北海道大学体育会山岳部 1,800 保存良 1985
北大山岳部々報　13 北海道大学体育会山岳部 5,000 初 326p 1990
北大山岳部五十周年記念誌 北大山の会 1,800 ｶﾊﾞ 457p 1979

33回企画展示 北海道大学の山小屋 北海道大学総合博物館 1,200 83p 2006
黒岩健 山書研究21　登山の黎明＜『日本風景論』の謎を追って＞ 日本山書の会＝東京 3,800 初署名入 281p 1976
上田茂春編 山書研究24 日本山書の会＝東京 2,800 表紙僅難 1980

坂戸勝巳 山のかおり 日本山書の会　付録有 1,500 箱 1983
吉田寛治 山書研究34 日本山書の会＝東京 1,500 1990
山書総目録編集グループ 山書研究36＜山岳関係図書目録『和書』1975－1987＞ 日本山書の会＝東京 3,000 354p 1991
高澤光雄編 北の山と本＜その登山史的考察＞　写真10丁 日本山書の会 1,500 初ｶﾊﾞｰが少不美 217p 1992
上田茂春編 山書研究39 日本山書の会＝東京 1,500 計162p 1994

金澤康夫 山書研究44 日本山書の会＝東京 2,000 初 2002

高澤光雄編 北の山の夜明け 日本山書の会＝東京　発売＝サッ
ポロ堂書店

2,500 初ｶﾊﾞ 324p 2002

杉田博 山書研究48　名山スケッチ漫筆Ⅲ 日本山書の会 2,000 初 309p 2006
吉田寛治編 ＜雑誌・部会記事による＞奥美濃山座別文献目録 日本山書の会 2,500 1990
高澤光雄編 山書趣味 １～10合本 ＜一原有徳版画入＞ 金沢山岳文庫　特装 30,000 限15 1997

高澤光雄編 山書趣味 １～10号揃 金沢山岳文庫＝当別 7,500 1994-97
山岳新聞　第一号 山岳新聞社 2,000 ８面ﾔｹｼﾐ 1935

三和史郎 ＜三和祐佶追悼集＞消えゆく月に 中西出版 900 初ｶﾊﾞ 1999
湊正雄編 瀬戸君・高田君＜追悼録＞ 有馬洋私刊＝札幌 7,000 初箱欠並 1939

会報　創立15周年記念号 網走山岳会 1,000 1976
山小屋（１～３）　復刻版 北海学園大学山岳部OB会 3,500 合本 1989

藤島敏男 山に忘れたパイプ 茗渓堂＝東京 3,000 初箱 567p 1970
山崎安治 登山史の周辺 茗渓堂＝東京 2,800 初箱 325p 1984
百々瀬満 気軽に北の山 文芸社 900 初ｶﾊﾞ 458p 2001
工藤進 雲間の花＜山の雑記帖から＞　識語署名 噴火湾社 2,500 初箱 1987

歩々画展目録＜第１回～第30回＞　（カラー図版40枚貼込） 歩々会事務局 6,000 印 101,40p 1993
坂本直行 雪原の足あと　坂本直行画文集 茗渓堂　ｶﾊﾞ 3,500 再箱並 1975
坂本直行 開墾の記 茗渓堂版 1,800 初ｶﾊﾞが痛 1975
坂本直行 山･原野･牧場 茗渓堂 2,500 初ｶﾊﾞ 1975
坂本直行 わたしの草と木の絵本 茗渓堂 2,000 初ｶﾊﾞ並 1976

（巻末に「北海学園大学山小屋文庫目録」54p有。）

（個人印,特集Ⅰ積丹山群研究報告,Ⅱ泥ノ木岩壁帯開拓）

（高沢光雄「夕張山脈－芦別岳登山の記録」pp.１-26，淡川舜平「夕張岳－その周辺と登山小史」pp.27-57，他）

（水野勉「アルプスの古いガイドブック」,上田茂春「霧の旅会々誌『霧の旅』」，馬場勝嘉「ヒマラヤ登山誌－ダウラギリⅠ峰とバトゥーラⅠ峰－」。）

（「住友の山と人」pp.1-113全頁）

（水野勉「ジョン・ミルンの千島列島および北海道旅行」pp.3-30，【巻末横組み】渡辺隆「蝦夷地山名辞書稿―松浦武四郎文献を中心に」pp.一～一六六，松田義章「神保小虎の明治期における北海道の地質
調査とアイヌ語山名」pp.一六七～一八六，他）

（高澤光雄，斉藤俊夫の序文・あとがき。サッポロ堂発売。）
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＜覆刻＞山と渓谷　創刊号・２号・３号 山と渓谷社 3,500 箱にｼﾐ 1980

ＨＡＴ－Ｊ ＮＥＷＳ＜（日本ヒマラヤン アドベンチャー トラスト ニュース）＞創刊～19号 日本ヒマラヤン アドベンチャー トラスト 5,000 1991-1995
山と渓谷　772号（1999年11月号） 山と渓谷社 700 1999

山　創刊～４号 日本山岳会 3,000 僅痛僅線書込 1947-48
登山とハイキング　２巻１号 大村書店＝東京市 800 僅痛ｼﾐ 59p 1936
山と仲間　４巻５号 日本勤労者山岳連盟出版局 800 僅痛ﾔｹ 96p 1972
＜健歩雑誌＞ハイキング119･120(終刊)号 ハイキング社 1,500 ﾔｹｼﾐ 1943
山と高原　創刊･3･4･5･60(終刊)号 朋文堂　ﾔｹ 2,500 ５冊共 1939-44

太田五雄 屋久島の山岳＜近代スポーツ登山65年の歴史と現在＞ 八重岳書房 2,500 初ｶﾊﾞ付図 340p 1993
岩と雪　１～169（1冊欠24号）　168冊 山と渓谷社 50,000 1958-95

宮川順輔 日本登山要覧 春陽堂 2,800 400p 1933
西本武志編 山岳文化　創刊号 アテネ書房 900 62p 2003

立山－天狗平遭難追悼誌 同志社大学山岳スキー部ＯＢ会 2,500 初箱 330p 1973
小山博編 山の犠牲＜附　山嶽登攀心得＞ 私刊＝東京市 2,500 再印ﾔｹ 460p 1916
坂部護郎編著 単独登攀者 Ｊ・Ｃ・Ｃ 1,000 初,箱欠,ﾔｹ 1932

バルンツェ厳冬期登頂報告　1980/81 北海道大学山の会 1,800 1982
渡辺公平 山は満員 茗溪堂　署名入 3,800 初ｶﾊﾞ 356p 1975
川崎隆章編 岳 山と渓谷社 1,000 初ｶﾊﾞ印痛 389p 1943
竹節作太 雲表の旅 朋文堂 3,000 初 1942
今西錦司 山と探検 文芸春秋 4,500 初ｶﾊﾞ 557p 1970
板倉勝宣 山と雪の日記＜板倉勝宣遺稿＞ 梓書房 2,000 初箱欠,印 1930
串田孫一 串田孫一自筆葉書 ８通 宍戸修宛て 10,000 77-2003
串田孫一 串田孫一自筆書簡１枚 宍戸修宛て 2,000 1978
藤木九三 屋上登攀者　（木版画２葉あり） 黒百合社＝大阪　初 3,500 背少痛ﾔｹ 1929
納富重雄 山の鍵（登山者に寄す） 古今書院 1,000 初箱印 1931

リュックサック＜早稲田の山＞ 早稲田大学山岳部 2,500 箱 480p 1959
リュックサック　７号（1928～1934） 早稲田大学山岳部 2,500 少痛付図 415p 1934
リュックサック　11号（1942～1965） 早稲田大学山岳部 3,200 644p 1967

小島烏水 ＜山岳随筆＞偃松の匂ひ 書物展望社 1,500 初箱が痛,ﾔｹ,ｼﾐ 1937
水沢周 山小屋物語 講談社 1,550 初ｶﾊﾞ 1992
深田クラブ編（高澤光雄，他） ＜深田久弥の研究＞読み，歩き，書いた 新ハイキング社 800 初ｶﾊﾞ 387p 1999
原田三夫 山の科学 新光社 1,500 印 348p 1922
鉄道省 日本北アルプス登山案内 博文館 1,500 再Ｃ 1924

＜窪田田部両君追悼記念＞銀嶺に輝く 東京帝国大学運動会スキー山岳部 2,000 背少痛 1930
ﾓｰﾘｽ･ｴﾙｿﾞｰｸﾞ監修 山岳　第１巻＜山の探求＞ 朋文堂 1,000 初痛 1957
小林静生 山の本屋の日記　署名入 鹿鳴荘　上製600部 4,500 初箱 1988

烈風の頂きに立ちて＜ランタン・リルン南東稜＞ 札幌山岳連盟 1,000 1996
中央ネパール 中央ネパールヒマラヤ地質氷河調

査隊＝札幌
1,800 1968

セミョノフ はるかなる天山＜天山に魅せられた探険家たち＞ 田村俊介訳 新時代社 1,000 初ｶﾊﾞ 397p 1972

（高澤光雄「『北の山の夜明け』を編集して」pp.45，他）

（３冊セット帙入り，解説書，ペーパーナイフ付）

（「書物に凝縮された深遠なる「山」の世界－日本山書の会・水野勉さんに聞く」pp.50-53，他）
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江本嘉伸,田口洋美，他 我ら皆，山の民 国際山岳年日本委員会 1,800 初 2004
Ｄ.パイ マロリー追想　上製本限定300部 日本山書の会＝東京 6,000 初箱 211p 1987
北海道大学山岳部・山の会編 ダウラギリⅠ峰　厳冬期初登頂報告書 北海道大学山の会 2,500 初ｶﾊﾞ 1985

貢嘎山 1981ミニヤ・コンガ7556m 登攀と遭難の記録 北海道山岳連盟 2,500 謹呈署名入 1982
水野勉 ヒマラヤ文献逍遥　（著者本百部のうち88番） 鹿鳴荘＝東京 15,000 初箱 1986
アンダーソン,水野勉訳 高い山はるかな海＜探検家ティルマンの生涯＞ 山と渓谷社　訳者署名 3,000 初箱 422p 1982
アンダーソン,水野勉訳 高い山はるかな海＜探検家ティルマンの生涯＞ 山と渓谷社 2,500 初箱並 422p 1982
水野勉 登山家素描＜普及版＞　署名入 鹿鳴社＝東京 4,500 初ｶﾊﾞ 1983

水野勉 登山家素描　署名入 鹿鳴社＝東京 14,000 初箱 293p 1983

デュピュイ ヒマラヤ　水野勉訳 白水社 1,500 初ｶﾊﾞ 1976
フォスコ・マライーニ チベット＜そこに秘められたもの＞ 牧野文子訳 理論社 1,800 初箱不美 302p 1958
野田四郎 ＜画文集＞山・森・花 私刊 2,000 署名入 1999
大倉一郎 抜刷　福島恒雄の北海道キリスト教史　研究に関する一考察 『福音と社会』32号 600 18p 2017
北星学園キリスト教センター編 ＜北星学園キリスト教センター＞所蔵資料目録 北星学園 2,000 2016
続橋和弘編 キリシタンの宣教と迫害 カトリック留萌教会 1,000 1997
同協会設立廿周年記念事業実行
委編

ロザリオと鍬とペンと 函館日仏協会 2,800 初ｶﾊﾞ 502p 2003

小野忠亮 ＜宣教師・植物学者＞フォリー神父＜明治のカトリック北日本宣教＞ キリシタン文化研 5,000 初 1977
H.チースリク,永田富智，他 え･ぞ･キ･リ･シ･タ･ン　＜定価3900＞ ｢えぞキリシタン｣発起人会 900 1980
H.チースリク,永田富智，他 え･ぞ･キ･リ･シ･タ･ン　＜定価3900＞ ｢えぞキリシタン｣発起人会 700 印 1980
フーベル ＜北海道における＞フランシスコ修道会の五十年 『光明附録』連載の合冊 6,500 印 1957

Ｇ．フーベル 蝦夷切支丹史 光明社 5,000 80p 1939
Ｇ．フーベル 蝦夷切支丹史 北海道編集センター 3,000 復刻付共 80p 1973
永田富智 えぞキリシタン 講談社 1,000 初ｶﾊﾞ並 1972
森梢伍 蝦夷切支丹異聞 日本経済評論社　初ｶﾊﾞ 2,000 天地少難 1985
泉隆編著 北海道キリシタン史資料　＜著者校正中＞ 山音文学会＝豊浦 5,000 初 1974
泉隆編著 北海道キリシタン史資料 山音文学会＝豊浦 12,000 私印 1974
泉隆，著者校正有 日本キリシタンカトリック教会史年表 北海プリント社 4,000 著者校正

日本キリスト教団 野幌教会二十五年史 野幌教会 1,500 正誤表付 1973
日本キリスト 札幌豊平区教会建設40周年記念誌 日本ｷﾘｽﾄ教会札幌豊平教 2,000 初 2001

仁多見巌 北海道とカトリック（戦前編）　謹呈署名入 同出版委員会＝手稲 1,500 再ｶﾊﾞ 436p 1983
仁多見巌 北海道とカトリック（戦後編） 同出版委員会＝手稲 2,200 504p 1987
大浜徹也,村田文江 日本基督教団名寄教会［旧天塩基督教会］所蔵資料目録 筑波大学歴史・人類学系 1,000 初 52p 1984
中村正勝 ＜初代修院長＞岡田普理衛師物語 岡田普理衛師物語出版会 2,000 初ｶﾊﾞ 1995
永田秀郎 跪くひと 八代斌助 春秋社 1,000 初ｶﾊﾞ 349p 1994
カトリック札幌司教区 躍進＜札幌司教区昇格50周年記念誌＞ 光明社 2,500 印 2002

（献堂満）70周年記念 北一条カトリック教会 1,000 印,少ﾔｹ,表紙がｼ
ﾐ･汚

52p 1952

百年のあゆみ カトリック室蘭教会 2,000 60p 1990
＜日本キリスト教団＞岩見沢教会史(1973年版) 日本基督教団岩見沢教会 2,000 1973

（識語入り。内外の登山家についてのすぐれた素描集で登山思想史にも言及。普及版は380部。）

（著者私家版フランス装限定53部。宮下登喜雄オリジナル銅版画表紙。）

（「天使の聖母修道院創立の歴史」pp.67-248，他）

（『光明附録』の1957年1月13日 1173号から，同年5月19日 1190号まで全17回の合冊。原題は「フランシスコ会北海道布教小史」。 ）
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＜創立30周年記念＞写真で綴る30年史 1957～1987 北見市望ヶ丘教会 2,000 72p 1987
創立100周年記念 北見教会史年表 1900年～2000年 日本ｷﾘｽﾄ教会北見教会 3,000 2001

高橋文彦 魂のイコン 山下りん 原書房 1,800 初ｶﾊﾞ 1995
日本ハリストス正教会 聖人ニコライ事蹟伝　復刻版 日本ハリストス正教会教団府主教庁 5,000 ｶﾊﾞ 1998

＜帯広聖公会創立100年記念＞小さき群 帯広聖公会 1,500 173p 1995
旭川六条教会記念史編集委員会 旭川六条教会創立八十周年記念史 旭川六条教会 1,800 初 1981

札幌独立キリスト教会百年の歩み　上・下 札幌独立キリスト教会史編
纂委員会

8,000 並２冊共 1982,83

聖園教会史 日本基督教会聖園教会＝浦臼 2,400 初箱 462p 1982

札幌教会百年の歩み 日本基督教団札幌教会 2,000 箱 560p 1992
藤坂信子 羊の闘い＜三浦清一牧師とその時代＞ 熊本日日新聞社 1,000 ｶﾊﾞ 2005
I.G.ピアソン著 六月の北見路　小池・吉田訳 北見教会ピアソン文庫 1,000 ｶﾊﾞｰ少し破れ 1978
I.G.ピアソン著 六月の北見路　小池・吉田訳　（小池創造書簡付き） 北見教会ピアソン文庫 2,000 1978
福島恒雄 原野に祈る－北海道開拓とキリスト教 さっぽろ朝祷会 2,000 表紙折れ 49p 1973
坂本幸四郎 涙の谷を過ぎるとも－小山牧師補獄中自殺 河出書房新社 2,000 初ｶﾊﾞ 1985
浅見仙作 小十字架 待晨堂書店 3,000 ３版 83p 1953.3
浅見仙作 小十字架 待晨堂書店 3,800 増補改訂 141p 1968
宮部金吾 故 新渡戸稲造君小伝 　謹呈 札幌同窓会55回報告 1,200 別刷ﾔｹｼﾐ 17p 1934
新渡戸憲之 新渡戸傳翁と三本木原十和田市開拓のしおり 新渡戸記念館 1,000 訂正書込 1978
柴崎由紀 新渡戸稲造ものがたり 銀の鈴社 1,300 初 2012
柴崎由紀 新渡戸稲造ものがたり 銀の鈴社 800 普及版初 2013
和田徹三 ＜伝記文庫＞内村鑑三　献呈署名 あかね書房 1,000 ｶﾊﾞﾔｹｼﾐ 103p 1954

札幌正教会百年史 札幌ハリストス正教会 2,000 ｶﾊﾞ,僅赤線 1987
日本正教史 日本ハリストス正教会教団 3,500 表紙ｽﾚ 1978
金峰寺開創百年開基九十周年記念事業「開創百年之記」 高野山真言宗準別格本山谷口山金峰寺 10,000 箱,1p線 1998

安藤専哲編 （真宗大谷派北海道教区）寺院必携 北海道教務所 5,500 有益訂正 1954
北海道開教史編纂委員会編 北海道の西本願寺 北海道開教史編纂委員会 6,000 箱 620p 2010
大願寺寺号公称70年記念事業委員会 大願寺寺号公称七十年記念誌 私刊 1,500 箱 2001

東本願寺の北海道開拓 現如上人の偉業を偲びて 真宗大谷派北海道教務所 2,000 31p 1964
胆振山大雄寺 百十年の法灯　（大法要の栞付き） 大雄寺 3,000 初,2ヶ所個人印 1991

林不二夫編集,宇田川洋監修 常楽寺開教百年史 常楽寺＝常呂 2,800 初箱 2002
村上博了 増上寺史 大本山増上寺 2,000 初箱がｼﾐ 474p 1974

北漸寺開創百周年記念誌 樺戸山北漸寺 3,000 ｶﾊﾞ 1984
輪津照道寺檀家台帳（明治三十三年一月） 広島町郷土学習会 3,000 ｺﾋﾟｰ本
内懐　西本寺百年史 西本寺百年記念事業奉讃会 2,000 初 1996

村田文江 ＜はこだて＞北南山高野寺の歴史 高野寺 1,500 箱 2005
井門半次郎 盤渓山妙福寺法龍水桶出縁起 私刊＝札幌郡 5,500 私印 54p 1955

立正婦人会創立三十周年記念誌 立正婦人会 1,000 99p 1990
群萌の歩み＜光福寺沿革誌＞ 光福寺＝蘭越町 3,500 初箱 343p 1995
蝦夷地御取建 並 住職交代 一件記　＜蝦夷地善光寺日鑑・解読 第１巻＞ 善光寺＝伊達市 7,500 印 2005

真壁智誠 厚岸・国泰寺と開祖文翁和尚 北海道出版企画センター 1,000 初ｶﾊﾞ良 302p 1997

（「序章 開拓と教会の創始－入植と聖園講義所時代［武市安哉］」pp.23-44，他）

（蝦夷三官寺のうち国泰寺をまとめた本格的な論考。著者による新しい発見も多数記述されている）
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＜聖徳太子堂建立70年宗教法人設立30周年記念誌＞聖徳神社 聖徳神社奉賛会＝苫小牧 3,000 1996
信濃神社百年　［札幌市厚別区］ 信濃神社鎮座百周年記念事業奉賛会 2,500 箱 2000
札幌護国神社創祀百拾年史 札幌護国神社社務所 1,800 箱 1989

示村貞夫 北海道護国神社史 北海道護国神社 3,000 箱 821p 1981
札幌神社九十年誌 札幌神社社務所 2,000 線有 1959

岡本天明 完訳 日月神示 上下 ヒカルランド 5,000 箱が少痛 2011
当麻神社史 同御鎮座90年奉賛会 1,200 初,表紙に少難 1985
当麻神社史 同御鎮座90年奉賛会 1,500 ﾍﾟｰｼﾞ少折れ 1985

前田勝也 北海道神宮略誌 北海道神宮社務所 900 1978
坂本是丸，他 北海道神宮研究論叢 弘文堂 3,800 初ｶﾊﾞ 395p 2014

野幌神社九十年記念誌 野幌神社90年記念事業奉賛会 3,500 箱欠 1979
＜帯広神社御鎮座五十周年史編纂資料＞角田東耕聞き書き集 帯広神社 3,000 2009
九十九山の70年＜士別神社御創祀70周年 御創立50周年記念誌＞ 士別神社御創祀70周年 御創立50周年

記念奉賛会
2,000 初 99p 1970

中富良野神社史 中富良野神社御創祀七十五周年御創
立五十周年記念事業期成会

2,000 初 1976

石狩弁天社史 石狩弁天社創建三百年記念事業実行
委員会

2,000 106p 1994

鎮守神楽神社史 神楽神社＝旭川 1,500 箱が少痛 1982
県社上川神社御造営誌 県社上川神社々務所 5,000 少ｼﾐ 1927
県社上川神社参道燈籠絵葉書 県社上川神社献燈会 2,000 袋全３枚 1934
＜旭川市神楽岡鎮座＞県社上川神社関係絵葉書 社務所 4,000 袋入３種 戦前

柴田直孝編集 上川神社誌稿 上川神社 3,500 初 699p 1992
標茶の神社 標茶町郷土史研究会 1,000 58p 1992

真崎宗次 鯨の背中で 潮見丘大閑堂 1,000 初箱 1985
遠藤龍畝,山田雅也,関川修司,他 北海道の聖徳太子講（中間報告） 北海道文化遺産活用活性化実行委員会 3,500 初 78p 2017

堅田精司編 北海道社会運動家名簿仮目録 私刊＝札幌 4,000 少赤線 1973
菅原政雄 集産党事件覚え書き　全４冊 私刊＝北見 4,500 箱 1987

ハロルド・レーン葉書 佐々茂雄・多津宛 7,000 1935

岩沢誠 労働組合法概説 玄文社 1,000 初 67p 1946
門目承昌 ＜最新＞釧路市全図　一万二千分之一 51×66cm 7,000 折畳印 1922

天塩沿岸鐵道速成同盟会ニ関スル書類　其ノ一　村長扱 縦28cm横20cm厚さ4cm 80,000

淳風坊 北海道十一ヶ国図 不明 20,000 36×49cm 1870

伊能忠敬作 ＜官板実測＞北蝦夷・蝦夷諸島 人文社(日本地図選集) 2,500 復刻箱
高木崇世芝 伊能忠敬関係文献総目録＜明治13～平成26＞ イノペデイアを作る会＝山武 1,940 初 91p 2015
高木崇世芝 北海道の古地図 江戸時代の北海道のすがたを探る　署名入 五稜郭タワー株式会社 2,000 初ｶﾊﾞ 2000

（北海道における聖徳太子講の初めての集大成で，力作）

（旧国鉄羽幌線の初山別～遠別間の早期開業を請願する初山別村の文書。1925～1927年における「天塩沿岸鐵道速成同盟」の文書綴で、当時の期成会の副会長だった初山別村長の石井良三と、期成会
会長である天塩町長の石村芳太郎との間で交わされた書簡、ハガキ、電報、メモなどが綴られている。また、当時の鉄道大臣だった井上匡四郎宛の請願署名や、井上が道内を視察するときの行程、北海道
庁長官の中川健蔵宛の要請文、初山別村における石油の採掘権を所有している鈴木合名会社（鈴木商店）や日本石油などの書類も見られる。初山別村における石油の採掘は、後の初山別温泉のきっかけ
となった。井上大臣宛の請願署名は、「天塩國羽幌下サロベツ間鐵道敷設ヲ速成シ以テ交通運輸ノ便ヲ啓カレムコトヲ請願ス」とある。文書の一部に虫食い等による破損あり。）

（僅か虫食い，裏打ち済み）

（クリスマスカード兼年賀状,印刷に万年筆署名）

（2000夏開催された，市立函館博物館の特別企画展｢古地図にみる北海道｣の展示にあわせて書かれ，初の正確な北海道の古地図史。今までも古地図史の文献は何冊かあったが，本書は最新の見解を多
数含む。一般向けの読みやすい入門書にもなっていて，この本を土台に，今度は更に本格的な“北海道古地図集成”の完成が待たれる。カラー写真も加え，写真も鮮明。「函館文化発見企画２」。）
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高木崇世芝 北海道の古地図 江戸時代の北海道のすがたを探る　署名入 五稜郭タワー株式会社 2,100 再ｶﾊﾞ 2003
高木崇世芝 近世日本の北方図研究 署名入 北海道出版企画センター 8,000 初ｶﾊﾞ 328p 2011

高木崇世芝 近世日本の北方図研究 北海道出版企画センター 9,400 初ｶﾊﾞ 328p 2011

打田元輝,高木崇世芝 ＜インターネットで見る＞蝦夷地の古地図＜裏から『蝦夷地の探検と地図』＞ 後志調査設計協会＝札幌 2,500 初 2015

打田元輝,高木崇世芝 蝦夷地の探検と地図＜インターネットで見る＞蝦夷地の古地図 私刊＝倶知安, アイヌ語地名研究
会＝札幌

800 初 2011.3

札鉄二十年間訴訟事件要録 札幌鉄道局 10,000 並 746p 1930
武井静夫 北鉄線物語＜余市豆本７＞ 余市豆本の会 1,500 78p 1988

北海道地図今昔展目録　特別展５ 北海道開拓記念館 1,800 26p 1972
成田修一編 蝦夷地図抄 沙羅書房 5,000 初箱 1989

北海道新道一覧双六 （小井田武解説付き） 森地方史研究会 1,000 大版折畳 1988
翠堂中島編述 改正大日本図　折畳ｶﾗｰ （嘉永甲寅八月官許） 澤文庫 50,000 僅痛 嘉永7年

蝦夷全図 100,000 虫損,補修有
蝦夷国全図 35,000 虫損 幕末

出雲寺大次郎 増訂 大日本国郡與地路程全図 全 70,000 再刻 1871

北蝦夷地図 70,000 63×153㎝

高倉新一郎,柴田定吉 我国に於ける北海道本島地図の変遷２ 北大北方文化研報告７ 1,200 別刷少ﾔｹ 70p 1952
高倉新一郎,柴田定吉 我国に於ける北海道本島地図の変遷１,２ 2冊共 北大北方文化研報告６,７ 3,000 別刷 1942-52
アメリカ伊能大図展実行委員会編 アメリカにあった伊能大図＜とフランスの伊能中図＞ 日本地図センター 1,000 初 2004
高倉新一郎 明治以後の北海道測量史 北方文化研究報告18 1,000 別刷 1963

北海道関係地図・図類目録 北海道大学附属図書館 3,800 359p 1981
二十万分1帝国図 尻屋崎，函館～標津，根室，知床岬（以上北海道全域）から色丹島，安渡移矢岬まで 大日本帝国陸地測量部 80,000 29枚共 1921-39

＜最新実測＞北海道全図＜附樺太千島＞ 和楽路屋　袋痛ｶﾗｰ 4,000 55×79cm 1916
＜実用＞北海道新地図　明治38年成 小島大盛堂 12,000 再ﾔｹ少ｼﾐ 1905
北海道全図 和楽路屋＝大阪 1,500 53×76㎝ 1964
＜最新＞北海道全図 和楽路屋＝大阪　袋破れ有 2,000 1934頃
昭和新刻 最新北海道全図 附各市街乃樺太地図 布川栄助＝札幌 3,000 破れ,痛 1927
大日本分県地図併地名総覧附録 1,500 痛,ﾃｰﾌﾟで補修 [1961]

２万５千分１ 石狩国上川郡忠別原野区画図 北海道庁 3,000 1895
留萌港在住者案内地図 留萌労働者互助会 25,000 79×107㎝ 1933

２万分の１ ＜最新＞札幌市全図（裏札幌案内） 青塚孝龍＝札幌市北６西５ 1,500 少痛 1925
45×57㎝ 札幌案内図＜裏面グレートサッポロ案内図＞ 札幌鉄道局指定旅館協会 7,000 僅痛 1935

小樽市全図 いろは堂書店＝小樽 4,000 55×79cm 1938
函館市全図案内（縮尺二万分之一） 3,000 1枚物
釧路港実業家名鑑明細全図 釧路地方の地名を考える会 2,500 復刻 2003

（林子平の写図,渡辺氏蔵書印）

（従来の研究をはるかに越える優れた北海道古地図研究。氏の50余年にわたる集大成。）

（『＜インターネットで見る＞蝦夷地の古地図』＝高木崇世芝＝解説，打田元輝＝図版合成。DVD付き。後ろから，打田元輝『蝦夷地の探検と地図－間宮林蔵の蝦夷地実測を主題として』私家版であり。）

（従来の研究をはるかに越える優れた北海道古地図研究。氏の50余年にわたる集大成。）

（打田元輝『蝦夷地の探検と地図－間宮林蔵の蝦夷地実測を主題として』11ページ。　高木崇世芝＝解説，打田元輝＝図版合成『＜インターネットで見る＞蝦夷地の古地図』47ペー
ジ。CD-ROM版とDVD版あり。）

（鈴木驥園増訂,元版嘉永５年,痛み補修。）

（北辺東西海岸何レモ オロスコ人 スナレンワル人 住居候由ナリ,アイヌ語地名記入あり）
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堀淳一 地図・イメージ・その美 古今書院 2,000 初ｶﾊﾞ 1987
堀淳一 北海道かくれた風景＜地図を紀行する＞ 北海道新聞社 3,000 初ｶﾊﾞ 2001
堀淳一,山口恵一郎,籠瀬良明 地図の風景　北海道編Ⅱ＜道東・道北＞ ㈱そしえて 1,000 初ｶﾊﾞ,少ｼﾐ 1980
堀淳一,他編 地図の風景　日本の海岸・島＜東日本編＞ ㈱そしえて 1,000 初ｶﾊﾞ 1983
堀淳一,他編 地図の風景　日本の山＜東日本編＞ ㈱そしえて 1,000 初ｶﾊﾞ 1985

ロシア国立図書館所蔵地図展＜18･19世紀＞ 国立国会図書館 1,000 45p 1995
堀淳一 アジアの地図 いまむかし 文化史散歩 スリーエーネットワーク 1,500 初ｶﾊﾞ 1996
織田武雄 地図の歴史 講談社 1,000 再ｶﾊﾞ,天に少ｼﾐ 330p 1973
日本第四紀学会 日本第四紀地図 東京大学出版会 2,000 箱 1987

札幌新道工事誌 札幌開発建設部 2,000 箱が並 1983
堀淳一 忘れられた道＜北の旧道・廃道を行く＞ 北海道新聞社 1,500 初ｶﾊﾞ 1992
写真多し ＜札沼線＞石狩川橋梁架設工事概要 鉄道省道鉄道省北海道建設事

務所
4,500 痛ﾔｹ 1934

通信料金案内 札幌逓信局 1,500 折畳 1926
北海道企業局二十五年のあゆみ 北海道企業局総務課 2,000 初 1990
北海道沿岸水路誌＜北海道沿岸・北海道東方・津軽海峡・宗谷海峡＞ 海上保安庁 7,000 4冊共 1993

岩内港平面図，修築沿革，他 岩内町 3,800 僅痛補修 1934
＜廣井勇・伊藤長右衛門両先生胸像帰還報告書＞小樽港民 廣井勇・伊藤長右衛門両先生胸像

帰還実行委員会
2,500 91p 1999

小樽港（昭和11年版） 小樽港湾事務所 2,800 付図 38p 1937

苫小牧港史 苫小牧市 2,500 箱 908p 1982
苫東の二十年 苫小牧東部開発株式会社 2,000 初箱 1992

中村嘉夫 漁港新論　献呈署名 第一法規出版 3,500 1953
港湾労働 北海道立総合経済研究所 4,000 並 641p 1964

寺谷利勝編 苫小牧東港建設史 北海道開発協会 2,500 箱並 757p 1992
陸運人名録 北海道陸運懇話会 2,000 氏名住所訂正 34p 1965
職員録 札幌陸運局 2,000 氏名訂正 26p 1965
職員録（昭25,26,36,40,41） ５冊 札幌陸運局 10,000 1950-66

梅森武 北海道の鉄道７０年 北方民生協会＝札幌 5,000 初,印 1948
北海道鉄道百年史　全３冊 日本国有鉄道北海道総局 6,500 箱 1976

札幌鉄道管理局編 北海道 車窓案内 日本国鉄札幌鉄道管理局 5,000 1961

＜鉄道100年＞旭鉄略年表（1972年）,旭鉄略年表（1982） 旭川鉄道管理局 2,000 付図印２冊共 78p 1972,82
頭に嵐をおこそう 旭川鉄道管理局 2,500 初ｶﾊﾞ,個人印有 318p

卜部信臣編 空知の鉄道と開拓 空知地方史研究協議会 3,000 初 2001
田中和夫 北海道の鉄道 北海道新聞社 1,000 初ｶﾊﾞ 335p 2001
田中和夫 北海道の鉄道のあゆみ＜北海道青少年叢書23＞ 北海道科学文化協会 2,500 2006

札幌駅80年史 札幌駅長 7,000 初,表紙が少破れ 1960
堀井利雄 函館駅百年物語 幻洋社 1,000 初ｶﾊﾞ 2003

電車賃値上げ反対理由書＜並に市電運営上の改革代案＞ ＜電車賃値上げ反対＞函館市民大会 1,000 ﾔｹ 30p 1953

（『Ⅰ地形・地質・活構造図』３葉,『Ⅱ先史遺跡・環境図』１葉,解説書）

（先頭に昭和12年開催の北海道博覧会趣意書が2p有。）

（２冊赤線,氏名訂正あり,１冊破れ）

（桑園－岩見沢間,志文－豊浦間の鳥瞰図）

（書誌第104号追補第1～３付き,追補第３に裏表紙日付書込）
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年表と写真でつづる65年 札幌車掌区北州会 6,000 箱 1978
＜汽車汽船＞旅行案内　第1号　復刻 あき書房＝広島市 1,500 付図 94p 1981
春から初夏への行楽地案内 札幌鉄道局 2,000 折畳 1933
レイル（THE rail） NO.98 エリエイ 2,000 98p 2016

混合列車 NO.６～27 14冊 （欠８,９,11,12,13,15,17,22） 北大鉄道研究会 28,000 14冊 1977-97
外崎公浩他編集 ＜投稿集＞駅 VOL.9 北海道札幌南高等学校鉄道研究部 2,800 初 59p 1991

上山賢一 ＜上山賢一写真集＞後志の汽笛 須田製版 1,700 ｶﾊﾞ 1996
加藤達也 北海道北部地方蒸気機関車変遷史　1897－1975 空知古書館 1,800 96p 1996
小河原博 最果ての機関車たち 中西出版 1,000 初ｶﾊﾞ 63p 2009
小樽市総合博物館監修 北海道開発の夢を運んだ鉄道遺産 小樽市総合博物館 保存展示車両解説書 北海道鉄道文化保存会 3,000 再 59p 2013
運輸省鉄道技術研究所編 分岐器図集 信号保安協会 18,000 ﾔｹ 544p 1949
札幌鉄道局保線課編 線路用器具及備品類図集 札幌鉄道局 12,000 印痛ﾔｹｼﾐ 1931
加藤勇 ＜北海道＞絵で見る国鉄百年史＜まんが作品集＞ 同刊行会＝札幌 1,500 ｶﾊﾞ 64p 1985

＜鉄道90年記念＞北海道の鉄道唱歌集 国有鉄道道支社 1,800 復刻 96p 1970頃
＜鉄道開通100年記念＞北海道の蒸気機関車　全12枚 鉄道弘済会北海道支部 2,000 箱が痛 [1971]
線路縦断面図 北海道鉄道管理局 20,000 個人印,小型,折畳

北海道線々路一覧表 （上川,天塩,十勝,釧路,工事中線） 札幌鉄道作業局出張所 4,000 折畳 1906
宝賀寿子版画文 私のRail-way　札幌－手宮沿線の旅 共同出版社 3,000 初,箱が痛 1980

建築物保守規程 総裁達第777号 日本国有鉄道 2,000 個人印,赤線,書込,難 40p 1956
東倶知安線建設概要 鉄道院北海道建設事務所 25,000 1919
鉄道建築構造計算基準 第１集 運輸省鉄道総局施設局建築課 3,000 個人印 61p
＜北海道鉄道＞網走線全通記念図表 北海道鉄道管理局 6,000 並,帙欠 33p 1912
＜北海道鉄道＞網走線全通記念図表 北海道鉄道管理局 5,000 印並下,帙欠 33p 1912
石北線建設概要 鉄道省　他写真20頁 10,000 背等少痛 44p 1932

太田幸夫 レールの旅路 富士書院 3,500 再ｶﾊﾞ 1994
長谷部秀見 日本一赤字ローカル線物語 草思社 1,200 初ｶﾊﾞﾔｹ 1982
田中和夫監修 ＜写真で見る＞北海道の鉄道　全２巻 北海道新聞社 3,500 初ｶﾊﾞ 計640p 2002
佐藤正五編著 湯の川温泉と馬車鉄道＜佐藤祐知の物語＞ 幻洋社＝函館 3,000 初ｶﾊﾞ 1997
小林実 十勝の森林鉄道＜森とともに生きた幻の鉄路を捜して＞ 森林舎＝中札内 5,000 初ｶﾊﾞ 302p 2012
寺本孝広 中国東北鉄道紀行 私刊＝東京都 2,000 2002

トンネル100年＜日本の鉄道＞ 毎日新聞社 1,000 初ｶﾊﾞ 1968

今井貞男企画・写真 ＳＬ＜100年目の雄姿＞ 三栄プロセス(株) 3,000 12枚 1972
６箇国語対照鉄道用語辞典 日本国有鉄道 5,000 ｶﾊﾞ少難 1335p 1967
久慈線建設概要 鉄道省 5,000 ｼﾐ 計61p 1930

藻岩三麓 遠ざかりゆく日本国有鉄道への郷愁の覚え書 北書房 2,000 初ｶﾊﾞ 79p 1981
堀淳一 れいる残照 ㈱そしえて 2,000 1989

日本国有鉄道百年写真史 日本国有鉄道 1,000 ｶﾊﾞｰ痛 448p 1972
鉄道旅行案内 鉄道院 8,000 484p 1918

吉田初三郎鳥瞰図多 鉄道旅行案内 鉄道省 3,000 375p 1924
鉄道旅行案内 鉄道省 3,000 箱少痛 650p 1930

（「大夕張のキューロク」）

（「（特集）深名線」pp.10-47,他）

（1ページ破れ,見返しに鉄道のシール貼付）
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吉田初三郎鳥瞰図多 大井川鉄道沿線名所図絵 大井川鉄道 10,000 少痛 1931
＜最新版＞鉄道地図 アトラス社＝東京 1,800 ｼﾐ僅痛 1940
入場券セット（青函航路開設77周年記念 NO.1～NO.3) 2,000 ６点,２枚,ﾀﾄｳ入

橋本説夫,久田進一 日本記念乗車券総合図鑑 日本交通趣味協会 4,000 表紙少痛 1972
宇川隆雄 北海道宿駅（駅逓）制の研究　上巻 北海プリント社出版企画，史学研究会 6,000 初箱少難 628p 1988
福井卓治編 郵便札幌縣治類典　全５冊 私刊＝札幌　特価 5,000 ５冊共 1983-90
子藤田紘 私の郵票ノート 私刊＝帯広 3,000 70p 1891
高橋善七 郵便風土記　東北北海道編他　全６冊 逓信新報社＝大阪 6,000 1971,72

葉書発行百年記念（葉書３枚,封書２枚） 川口スタンプ社,エド・メイルスタンプ 2,000 袋５点 1973
＜1944-45年＞馬来郵便切手価格表 大日本南方切手会 1,200 記名朱線 1944

梅木通徳 北海道交通史 北方書院 1,500 初ﾔｹ強,ｼﾐ 318p 1950
梅木通徳 北海道交通史 北方書院 1,000 初,ｶﾊﾞｰ破れ,ﾔｹ,少ｼﾐ 318p 1950
阿部要介編著 北を走る＜北海道トラック協会30年記念誌＞ 北海道トラック協会 2,800 1986
古川達郎 鉄道連絡船100年の航跡 成山堂書店 2,800 初ｶﾊﾞ 360p 1988

＜小樽利尻，礼文，航路＞閉航記念誌  利尻郷土研究７ 利尻郷土史研究会 3,000 70p 1995
上前淳一郎 洞爺丸はなぜ沈んだか 文芸春秋 1,000 再ｶﾊﾞ 1981

青函連絡船史 日本国有鉄道青函船舶鉄道管理局 14,000 箱が不美 計524p 1970
航跡＜青函連絡船70年のあゆみ＞ 青函船舶鉄道管理局＝函館 8,000 箱保存良 351p 1978
青函連絡船＜栄光の航跡＞ 北海道旅客鉄道株式会社 5,500 箱 412p 1988

金丸大作著,高橋,竹山序 写真集 青函連絡船 朝日イブニングニュース社 1,800 初ｶﾊﾞ箱が不美 1984
世界へTake off＜新千歳空港建設誌＞ 北海道開発協会 3,500 箱 373p 1988

成田智志 監獄ベースボール＜知られざる北の野球史＞ 亜璃西社 700 初ｶﾊﾞ,折れ 2009
中河原喬 近世北海道行刑史 同成社＝東京　特価 1,500 箱並 339p 1988
重松一義 屯田兵監獄から衛戌監獄への歩み　行刑参考資料２ 私刊 600 正誤表付 9p 1969
重松一義編 北海道行刑史 図譜出版 700 初箱がﾔｹ 500p 1970
増補覆刻 ＜司法保護の先覚＞寺永法専師 網走監獄保存財団 3,000 箱 1993
重松一義 ＜博物館＞網走監獄 網走監獄保存財団 800 初 79p 2002
重松一義 史料 北海道監獄の歴史 信山社 1,300 初ｶﾊﾞ 2004
重松一義 日本獄制史の研究 吉川弘文館 4,000 初ｶﾊﾞ 計398p 2005
重松一義 図鑑　日本の監獄史 雄山閣出版 5,000 箱良 522p 1985
西村英樹編 壁の中 網走監獄の世界 網走観光振興公社 1,000 初ｶﾊﾞ帯 80p 1985
竹谷源太郎 監獄部屋廃止論 北海道庁学務部社会課 3,000 赤鉛筆線 42p 1931

旧釧路集治監史稿 標茶町開基百年記念事業推進会 1,000 30p 1985
高塩博今野久代編 北海道集治監勤務日記 北海道新聞社 4,000 初ｶﾊﾞ箱 956p 2012

北海道開発と更生保護 北海道地方保護司連盟 2,000 数ﾍﾟｰｼﾞ折れ 1962
三栖達夫編 釧路集治監の記録シリーズ　１～８,別冊,完揃い 釧路集治監を語る会 20,000 9冊共 89-2002
三栖達夫編 釧路集治監に勤務した教誨師＜釧路集治監の記録シリーズ６＞ 釧路集治監を語る会 1,500 306p 1994
三栖達夫編 ＜釧路集治監教誨師＞大塚素　日誌と友愛＜釧路集治監の記録シリーズ７＞ 釧路集治監を語る会 1,000 初 373p 1996
三栖達夫編 ＜釧路集治監教誨師＞｢原胤昭｣の標茶日記とその足跡＜釧路集治監の記録シリーズ８＞ 釧路集治監を語る会 1,000 574p 1998
長谷川嗣編 ＜空知集治監初代典獄＞渡辺惟精の日記 北海道出版企画センター 1,500 初ｶﾊﾞ 400p 1983
供野外吉 ＜北門鎖鑰の礎石＞渡邊惟精 三笠民衆史研究会 1,500 1982
第36回特別展 集治監－開拓と囚人労働　（開拓記念館のスタンプあり） 北海道開拓記念館 1,500 図録 48p 1989
第36回特別展 集治監－開拓と囚人労働 北海道開拓記念館 1,500 図録 48p 1989
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那須邦枝 空知集治監の食生活 私刊＝岩見沢 1,500 初ｶﾊﾞ 1987
司法研究８＜報告集２＞ 司法省調査課 3,000 線 1928

堅田精司編 北海道開拓殉難者調査報告書 北海道総合文化開発機構 7,000 折れ有 447p 1991
ル・ペシ・ペの墓標＜中央道路に斃れた囚れ人への鎮魂譜＞ 中央道路犠牲者＝留辺蘂 2,000 改訂３刷 1993

安部譲二 囚人道路 講談社 1,500 初ｶﾊﾞ 1995
＜体験者が語る＞戦後も続いたタコ部屋労働＜真駒内米軍基地＞ ｼﾘｰｽﾞ1 札幌郷土を掘る会 700 74p 1987
かたむいた天秤－非国民とみなされた札幌弾圧犠牲者　ｼﾘｰｽﾞ4 札幌郷土を掘る会 500 初ｶﾊﾞ 1990
戦争に反対した人たちがいた ｼﾘｰｽﾞ5 札幌郷土を掘る会 500 初ｶﾊﾞｰが少難 1991
＜証言 加害と被害＞戦争を掘る＜中国から東南アジアへ＞ ｼﾘｰｽﾞ7 札幌郷土を掘る会 1,000 初ｶﾊﾞ 335p 1995
＜証言植民地体験＞ポンソンファ＜日本統治下の朝鮮・サハリンの生活＞ｼﾘｰｽﾞ8 札幌郷土を掘る会 700 初ｶﾊﾞ 1997
憲法・平和主義を掘る＜ベトナム戦争・コスタリカ・矢臼別＞ ｼﾘｰｽﾞ9 札幌郷土を掘る会 600 初ｶﾊﾞ美 2001

原田勇，他編 さっぽろのタコ部屋＜このままでは殺される＞ 札幌郷土を掘る会 500 初ｶﾊﾞ 2009
「札幌民衆史シリーズ11」編集委員会 小説『血の呻き』とタコ部屋 札幌郷土を掘る会 1,290 初ｶﾊﾞ 2010
札幌郷土を掘る会編 写真で見る札幌の戦跡 北海道新聞社 1,800 初ｶﾊﾞ 2010

ドキュメント 長谷川証言 ろうあ者のタコ労働体験 札幌ろうあ問題研究ゼミナール 1,500 初少ｼﾐ 94p 1982
播磨秀幸 荒井組　慰霊碑建立の歴史調査報告書 私刊 1,000 初 2012

☐秘　司法研究＜報告書28集17＞ 司法省調査部 10,000 個人印 468p 1940

高田玉吉 ＜実録＞土工･玉吉＜タコ部屋半生記＞ 太平出版社 600 再 1974
高田玉吉 ＜実録＞土工･玉吉＜タコ部屋半生記＞ 太平出版社 800 再ｶﾊﾞｰが少痛 1974
高田玉吉 タコ部屋一代＜続・土工玉吉＞ 太平出版社 1,200 初ｶﾊﾞﾔｹ 1977
森岡武雄 霧の中の祖国 空知民衆史講座出版部 1,000 初ｶﾊﾞ 360p 1985
金賛汀 雨の慟哭＜在日朝鮮人土工の生活史＞ 田畑書店 1,000 初ｶﾊﾞ並 1979

当事者が書いた強制連行＜北海道・闇に消えた十一人＞ 彩流社 1,000 初ｶﾊﾞ 1999
2007 年浅茅野調査報告書＜―北海道浅茅野飛行場、朝鮮人強制動員の歴
史を掘りおこす―＞

強制連行・強制労働犠牲者を考え
る北海道フォーラム

3,000 初表紙が少難 2008

北海道と朝鮮人労働者＜朝鮮人強制連行実態調査報告書＞ 札幌学院大学生活協同組合 6,000 初 642p 1999
朝鮮人強制連行強制労働の記録＜北海道・千島・樺太篇＞ 現代史出版会 2,000 初ｶﾊﾞ並 685p 1974
＜記録集＞芦別市が朝鮮人強制連行を認めるまで 芦別市と朝鮮人強制連行について

話し合う会
600 57p 2009

朴慶植 朝鮮人強制連行の記録 未来社 900 再ｶﾊﾞ 341p 1995
＜日本語+韓国語版＞北千島に眠る＜「太平丸事件」と朝鮮人強制連行＞ 「北千島に眠る」刊行会＝川崎市 1,500 80p 2002
＜韓国語+日本語版＞北千島に眠る＜「太平丸事件」と朝鮮人強制連行＞ 「北千島に眠る」刊行会＝川崎市 1,500 80p 2002
内なる国際化のすすめ 外国人登録法問題と取り組む北海

道キリスト教連絡協会
500 1990

森岡武雄 はるかなる海峡＜蔡晩鎮物語＞ 民衆史道連出版部 1,200 改訂ｶﾊﾞ 1988
中国人強制連行・労働事件 劉連仁高裁訴訟の全面勝利に向けて 中国人強制連行・劉連仁裁判勝利

実行委員会
2,000 ｼﾐ,ﾑﾚ 48p 2002

鳳儀萍著,足永昭訳 ＜北海道･角田礦,中国人強制連行鳳少年の証言＞仲間に守られて僕は，地
獄を生き抜いた

中国人殉難者全道慰霊祭実行委
員会

2,500 初 2009

吉田邦彦 都市居住･災害復興･戦争補償と批判的「法の支配」 有斐閣 8,600 初ｶﾊﾞ 計470p 2011

（１ページ破れ,「北辺の労働と出稼関係 附 之に基く犯罪現象」）

（石田廣「所謂監獄部屋の研究」，他）

（劉連仁さんのあゆみと裁判のあらまし）

（「第三部 東アジアの戦争補償問題」pp.152-302，「第七章 中国人強制連行和解の現状と課題 」pp.236-267，他）
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上野志郎 室蘭における中国人強制連行・強制労働の記録 中国人殉職者慰霊祭事務局＝
札幌

1,400 初 1994

上田広 原始林の野獣と共に＜劉連仁日本潜伏記＞ 穂高書房＝東京 1,000 初ｶﾊﾞ 1959

松本成美編 滑走路と少年土工夫　＜母と子でみる29＞ 草の根出版会 1,600 再ｶﾊﾞ 1997
小松豊 おれは、にんげんだ　＜母と子でみるA33＞ 草の根出版会 2,000 初ｶﾊﾞ 2003
欧陽文彬 穴にかくれて十四年 三省堂 1,100 初ﾔｹｶﾊﾞ 1972
たかしよいち ライヤンツーリーのうた＜小説・北の逃亡者＞ 理論社 1,700 初ｶﾊﾞ 1993
村井之也 基本的人権の制限に関する研究 第一法規出版 1,000 1988
小池喜孝 秩父颪　秩父事件と井上伝蔵 現代史出版会 2,800 再ｶﾊﾞ 1979
小池喜孝 伝蔵と森蔵＜自由民権とアイヌ連帯の記録＞ 現代史出版会 2,500 初ｶﾊﾞ 1976
田丸誠 ＜中間報告＞野付牛における井上伝蔵 北見市史編さん事務室 2,800 66p 2004
小池喜孝 常紋トンネル 朝日出版社 1,000 初ｶﾊﾞ並 1977
小池喜孝 常紋トンネル 朝日新聞社　　朝日文庫 700 初ｶﾊﾞ,隅に小折れ 322p 1991
中嶋幸三 井上伝蔵＜秩父事件と俳句＞ 邑書林 1,000 初ｶﾊﾞ帯 2000
小池喜孝 北海道の夜明け＜常紋トンネルを掘る＞ 国土社 1,200 再ｶﾊﾞ 1983
小池喜孝 谷中から来た人たち 新人物往来社 3,000 初ｶﾊﾞ 1972

北辺に立ちて 釧路の民権家たちへ 自由民権百年釧路実行委員会 2,000 初 35p 1981
松本成美編 北海道道東民衆史の旅 歴史教育者協議会釧路支部 2,000 80p 1993

雨竜川の祈り　＜北海道民衆史ｼﾘｰｽﾞ１＞ 民衆史道連 1,000 表紙にｼﾐ 48p 1980
小池喜孝,佐藤写 北の獅子たち＜自由民権と北海道＞ 同百年道集会実行委会 800 初 67p 1981
小池喜孝,佐藤写 北の獅子たち＜自由民権と北海道＞ 同百年道集会実行委会 800 再 67p 1981
杉山四郎 語り継ぐ民衆史　正・続 北海道出版企画センター 2,000 2冊共 1993-97
杉山四郎 続　語り継ぐ民衆史 北海道出版企画センター 1,000 初ｶﾊﾞ 314p 1997
小池喜孝，他 語り出した民衆の記録＜オホーツク民衆史＞ オホーツク民衆史講座実行委員会 1,300 初 [1977]

名もなき民衆の証言 オホーツク民衆史講座 1,000 初表紙にｼﾐ 1982
森山軍治郎 北海道民衆俳句の旅 日本放送出版協会 1,500 初ｶﾊﾞ並 1978
道歴史教育者協 掘る＜北海道の民衆史掘りおこし運動＞ あゆみ出版 1,300 再ｶﾊﾞ 1978

民衆の歴史に光を＜第２回人権と民主主義を守る北海道集会＞ 空知の民衆史を語る会 1,500 初 1978
オホーツク民衆史講座編 民衆史運動＜その歴史と理論＞ 現代史出版会 1,100 初ｶﾊﾞ 279p 1978
オホーツク民衆史講座編 民衆史運動＜その歴史と理論＞ 現代史出版会 1,100 再ｶﾊﾞ 279p 1980
榎森,小池,高橋,関谷,森山,船津 北海道民衆の歩み 札幌商科大学生活協同組合 1,000 初ｶﾊﾞ 317p 1982

船津功 歴史学と民衆史運動 北海道出版企画センター 1,000 初ｶﾊﾞ 257p 1994
森山軍治郎 民衆精神史の群像　北の底辺から 北海道大学図書刊行会 1,500 並 1974
小池喜孝賀沢昇 雪の墓標 朝日新聞社 1,300 初ｶﾊﾞ 1979
賀沢昇 続　雪の墓標 同刊行委員会＝東京 1,300 初ｶﾊﾞ 1988

笹の墓標＜朱鞠内・ダム工事掘りおこし＞ 空知民衆史講座＝深川 500 再 1986.9
＜朱鞠内・韓国・民衆＞和解のかけ橋（続　笹の墓標） 空知民衆史講座＝深川 500 初ｶﾊﾞ破 1994
朱鞠内と強制連行・強制労働　出会う・掘る・学ぶ '97日韓共同ワーク
ショップ in shumarinai

空知民衆史講座 1,500 ２冊共 1996,99

朱鞠内と強制連行・強制労働　民衆史ブックレットNO.1 空知民衆史講座 800 1996

（ﾔｹ,ｼﾐ,地に赤ペン跡が１か所）

（船津功「北海道民衆史の動向」pp.243-314。同運動に対して今の所唯一，若干の批判も含み重要。）

（民衆史ブックレットNO.1,2,NO.2は背痛、折れ ）
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殿平善彦 若者たちの東アジア宣言＜朱鞠内に集う 日・韓・在日・アイヌ＞ かもがわ出版 1,400 初ｶﾊﾞ 2004
春秋　8.9　No.521 春秋社 500 32p 2010

杉山四郎 私の民衆史［正］,続,続々　全３冊 みやま書房 3,000 初 1980-82
杉山四郎 古老が語る民衆史Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ みやま書房 3,000 ３冊共 1985-88

民衆史を掘る 歴史教育者協議会第33回釧路大会現地見学のしおり 歴史教育者協議会第33回大会 1,000 89p 1981
民衆史研究会編 民衆史を考える 校倉書房 1,000 初ｶﾊﾞ 1988
佐藤毅 ＜写真集＞鎖塚・常紋トンネル オホーツク民衆史講座 2,000 ｶﾊﾞに印 95p 1977
佐藤毅 ＜写真集＞鎖塚・常紋トンネル オホーツク民衆史講座 1,800 ｶﾊﾞ欠印 95p 1977
福田隆三 北海道の自由民権家＜本多新の生涯＞ 清水書院 1,300 初ｶﾊﾞ 1996
永井秀夫編 北海道民権史料集 北海道大学図書刊行会 1,000 初箱 計920p 1986
久保井規夫 近代の差別と日本民衆の歴史 明石書店 1,200 再ｶﾊﾞ 1998
高橋哲夫 福島事件 三一書房 1,000 初ｶﾊﾞＣ 1970
花崎皋平 田中正造と民衆思想の継承 七つ森書館 2,000 初ｶﾊﾞ帯 2010
堅田精司，富樫編 ＜兵庫県における自由民権家＞法貴発草稿集 堅田精司私刊＝京都 4,000 表紙少痛 1961
野添憲治 花岡事件を見た20人の証言 御茶の水書房 1,000 表紙が汚れ 1993
野添憲治 ＜大隊長耿諄の蜂起＞花岡事件と中国人 三一書房 1,600 初ｶﾊﾞ 1997
石飛仁 花岡事件「鹿島交渉」の軌跡 彩流社 2,400 初ｶﾊﾞ 422p 2010
新井勝紘編 近代移行期の民衆像　＜民衆運動史４＞ 青木書店 600 初ｶﾊﾞ 313p 2000
田中延雄 語りつぐ岳南労農運動史 旗と花と歌ごえと 福島義一とその周辺 岳南民衆史刊行会 1,500 初ｶﾊﾞ 1980

秩父事件文献総覧＜新編埼玉県史 別冊＞ 埼玉県 1,000 少鉛筆線耳折れ 計380p 1987
西野辰吉 秩父困民党 東邦出版社 1,000 再ｶﾊﾞ 1971

女性史研究ほっかいどう　創刊号 札幌女性史研究会 800 初 2003

女性史研究ほっかいどう　２号 札幌女性史研究会 800 初 2005

女性史研究ほっかいどう　３号 札幌女性史研究会 800 初 2008

女性史研究ほっかいどう　４号 札幌女性史研究会 800 初 2010.8

女性史研究ほっかいどう 創刊～５号 札幌女性史研究会 4,000 初 2003-15
オホーツクの女たち　創刊号 オホーツク女性史研究会＝網走市 2,500 再 51p 1976
2000年噴火を生きる女たち　＜聞き書き＞ 室蘭女性史研究会「蘭灯」 2,000 2001
北の命を抱きしめて＜北海道女性医師のあゆみ＞　謹呈署名入 ドメス出版 2,500 初ｶﾊﾞ 2006
道南女性史研究　１～15揃 道南女性史研究会 28,000 77-2005

語り継ぐ女の歴史　１，４～６ 斜里女性史をつくる会 4,000 ４冊共 96-2001
北海道女性史研究１～39終刊（18，27，28号欠） 北海道女性史研究会 50,000 36冊共

高橋三枝子編 北海道女性史研究 終刊号 北海道女性史研究会 1,500 初 2004

高橋三枝子編 北海道女性史研究 特集号１～５号 北海道女性史研究会 3,000 ５冊共 2008-11

（「特集 豊かさと家庭の役割）

（殿平善彦「遺骨と出会う」pp.9-11，他）

（角が少痛,ｶﾊﾞｰが少ｼﾐ）

（西田秀子「戦時下北海道における朝鮮人『労務慰安婦』の成立と実態」pp.16-36，海保洋子「米軍基地チトセの売買春の実態と住民の動向」pp.37-54，中村一枝「19世紀～20世紀初頭ミス・ブライアントの平
取におけるアイヌ民族への伝道（１）」pp.55-73，他）

（特集は「戦後60年を考える」と題し，女性の視角からこの60年をふりかえる。）

（特集は「北からの女性史30年」）

（特集は「それぞれの時代を生きた女たち」）

（１～３号まで発行所は「公民館講座ミセスアカデミー＝函館」）
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高橋三枝子編 北海道女性史研究25号 北海道女性史研究会 1,000 初背痛 1990

高橋三枝子 牛飼の女たち　献呈署名 北海道女性史研究会 1,500 初ｶﾊﾞ 1991
高橋三枝子 蜂須賀の女たち 北海道女性史研究会 1,000 初ｶﾊﾞ並 1974
高橋三枝子 小作争議のなかの女たち　謹呈署名入 ドメス出版＝東京 1,000 初ｶﾊﾞ 1978
高橋三枝子 戦争と女たち ドメス出版＝東京 900 初ｶﾊﾞ 1983
扇谷チヱ子 萩の根は深く＜屯田兵の妻たち＞ ドメス出版 1,000 初ｶﾊﾞ 1986
宮内令子 札幌商家の女 北海タイムス社 1,000 再ｶﾊﾞ 1982
谷川美津枝 青年将校と慰安婦 みやま書房 1,300 1986
吉川千鶴 胡蝶の灯り＜昭和の花街で生きた母と娘＞ 幻冬舎 1,000 初ｶﾊﾞ少難 2009

道南の唄（小唄） 函館観光協会 1,500 初 40p 1937
中橋正三編 札幌芸妓名鑑 札幌割烹料理店組合 10,000 ｶﾊﾞ並下 1958
小寺平吉 北海道遊里史考 北書房 2,000 初ｶﾊﾞ 1974

小樽遊郭娼妓稼業に関する書類　７点 宮城県石巻町在住者 55,000 1912

渡辺憲司 江戸遊女紀聞＜売女とは呼ばせない＞ ゆまに書房 1,890 初ｶﾊﾞ帯 364p 2013
畑中加代子 玉葱王＜今井伊太郎とその父佐次平＞ 私刊＝大阪府阪南市 3,000 箱 2002

試掘鉱業権出願関係資料一括 100,000 戦前

小池説夫編 思い出を語る 佐竹さんの退官を記念して 私刊 1,500 限50 92p 1990

石川利紀之助 適産調将来心得　上巻　和装 5,000 表紙不美,少ﾔｹｼﾐ 1901
北海道視察記 佐渡米改良協会 2,500 ｶﾞﾘ僅痛ﾔｹ 16p 1933

山之内千代次編 石狩農地改革史 石狩管内農地委員会協議会 3,000 少痛 1950
＜賜台覧＞蜂須賀農場要覧 蜂須賀農場 5,000 並 1923頃

農場土地段別表，農場資料３点 蜂須賀農場 15,000 ４点 1934頃
野間海造 農地改革対価問題批判 産業経済法研究会 1,500 初ﾔｹ 1959

全国農地訴訟連盟規約 全国農地訴訟連盟 1,000 初 7p 1959
野間海造 革命のおそろしさ 産業経済法研究所 1,000 初 24p 1959

北海道農業技術研究史1981～2000 北海道農業試験場 2,500 箱 532p 2002
同刊行協力会編 碑＜記念碑に見る北海道農業の軌跡＞ 北海道協同組合通信社 2,000 初ｶﾊﾞ 318p 2008

北海道農地開拓事業統計 北海道農地開拓部 1,000 初 71p 1960

竹田英子 秋色清香＜追想 重井鹿治 しげ子＞ 私刊＝倉敷市 1,800 初箱 267p 1998

北海道農民組合運動五十年史 同記念祭北海道実行委 2,200 箱 699p 1974
藤平隆執筆 風雪三十年＜十勝農民運動史＞ 全十勝地区農民連盟 2,000 初箱 611p 1979

山野菜食用記 資料第五十編 北海道農会 2,000 初ﾔｹ,ｼﾐ 50p 1942
村井信仁 北海道の農機具図譜＜「北の証し」から＞ エー・アイピー＝札幌 2,000 1993
赤堀香苗 西洋蔬菜の栽培 育農シリーズ第５巻 タキイ種苗株式会社出版部 1,000 初ﾔｹ,少痛 1962
岩間誠造 西洋蔬菜の栽培 富民社 2,500 初ﾔｹ,ｼﾐ 1956
中條屋正雄 西洋蔬菜の栽培法 泰文館 2,200 初箱が痛,ｼﾐ 1941

（謄本２枚，印鑑証明願２枚，承諾書(小樽遊郭に於て娼妓稼業を行う事)１枚，借用書４枚，契約証(娼妓稼業)１枚，連帯金員借用証１枚，𣴎諾書(承諾𣴎)署名・印のみ５枚。）

（「北海道農民運動の黎明」pp.47-100，他）

（「特集 女たちのサハリン（旧樺太）」pp.43-105,他）

（曲渕イ、ロ号＝稚内,第１～26鉱区＝猿払,紙ファイル入計28点＋三井宗谷炭鉱（曲渕＝鉱区）対畔高定行解決本証類綴（三井榮一宛）,昭和10年代,厚さ約15cm）

（佐竹撤夫さんが北海道農業試験場を退官した記念文集）

（本文10p,他に写真頁７枚）

（「北海道の農地開拓」附属統計資料,訂正書込,正誤表付,ﾔｹ,少汚れ）
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吉野平八 蔬菜栽培大意 宮城農園 15,000 1903

田中一郎成田武四 北方の農作物病害 北方出版社 1,500 再Ｃ 1947
山田松波 あま ダイヤモンド社 1,000 初ｶﾊﾞ 1961
玉利高之 養蚕組合経営論 成美堂書店 1,000 1936

農家の金庫　(63.67.71.72.74.78.80.81.82.84)10冊共 札幌興農園東京支店 3,500 表紙不美僅痛 1906-07
積雪寒冷地帯農業の諸問題　第一部 農林協会 1,200 87p 1953
清流　松倉川＜私たちの川,いまダム問題を考える＞ 幻洋社 800 初ｶﾊﾞ 1997
金山ダム周辺環境整備事業＜昭和62年３月20日製作完了脚本（VTR10分）＞ （北海道開発局石狩川開発建設部

＝企画）
1,000 20p

桂沢ダム小史 同編集委員会 1,200 裏表紙痛 1970
藤森四平編 北海道土功組合史 私刊＝札幌 2,500 見返し欠,印消跡,小口

等ｼﾐ
計900p 1938

藤森四平編 北海道土功組合史 私刊＝札幌 5,000 箱並 計900p 1938
近文土功組合規約規程関係法規 近文土功組合 3,500 表紙少痛 1926

茂野幽考 奄美糖業残酷史 徳之島犬田布騒動（戯曲） 奄美文化の会 2,800 初並 63p 1963
甜菜 北海道農事試験場彙報第49号 北海道農事試験場 3,000 表紙に個人印,書込 1929

樋口弘 本邦糖業史 味燈書屋 3,000 1943

ドイツ製糖工業会編 製糖技術（TECNOLOGIE DES ZUCKERS） 芝浦精糖株式会社 3,000 箱が難,小口が少
汚れ

654p 1962

細川定治 甜菜 養賢堂 2,000 箱,有益書込 1980
北海道の甜菜糖業 日本甜菜製糖株式会社 2,000 73p 1953
第九十三回報告書 大日本製糖株式会社 2,500 折れ,ｼﾐ 31p 1942
道樺産業調査報告書 第二輯 甜菜 北海道拓殖銀行調査課 3,000 33p 1942

黄紹恒 明治期日本の殖産興業政策に関する一考察 近代製糖業の成立という側面から 富士ゼロックス小林節太郎記念基金 3,000 44p 1992
桂真幸 日本糖業創業史 「砂糖の道」をたどって 四国民家博物館 3,000 1987

北海道製糖株式会社 設立趣意書 起業目論見書 収支予算書 定款 北海道製糖株式会社 3,500 表紙にｼﾐ 22p 1919
社業大要 明治製糖株式会社 2,000 折れ,ｼﾐ,図版 22p 1923
EEC 英国および米国のてん菜糖業 日本ビート糖業協会 2,000 初,背が少痛 1971

黒野張良 製糖の神 斎藤定雋翁 昭和3年好学書院発行の復刻
版

5,000 初,有益書込
糖業資料目録 西原町立図書館 1,000 初 55p 2008
甜菜栽培に関する注意 北海道農事試験場時報第30号 北海道農事試験場 1,800 ﾔｹ,ﾍﾟｰｼﾞ折れ 34p 1924
明治前期産業発達史資料 別冊(104）１ 明治文献資料刊行会 1,000 廃棄印 1971
合衆国に於ける甜菜糖業及び甜菜栽培 北海道庁産業部 2,000 8p
第拾弐期事業報告書 北海道製糖株式会社 2,000 折れ 42p 1925
日糖最近廿五年史 大日本製糖株式会社 1,500 箱が痛,ｼﾐ 333p 1934
日糖最近廿五年史 大日本製糖株式会社 1,500 箱が痛 333p 1934
日本甜菜製糖70年小史 日本甜菜製糖㈱＝東京 1,000 箱が少難 1989
日本甜菜製糖90年史 日本甜菜製糖㈱＝東京 2,000 箱 2009
NIPPON TENSAI SEITO（会社案内） 日本甜菜製糖株式会社 1,000 23p 2012

林顕三 ＜殖民富源＞馬鈴薯誌 ［私刊＝北海道］ 800 復刻 56p 2000

（僅痛ｼﾐ,裏表紙に記名をマジックで消した跡あり）

（ﾔｹ,ｼﾐ,痛み,数ページはずれ）

（表紙が痛,少破れ,ﾔｹ,印）

（讃岐及び周辺地域の砂糖製造用具と砂糖しめ小屋・釜屋 調査報告書より抜刷,2ページ少痛）
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道農業試験場編 馬鈴薯 北方出版社 2,000 Ｃ 1945
館和夫 ＜男爵薯の父＞川田龍吉 男爵記念館＝上磯町 1,000 初 1986

北海道大学農学部邦文紀要１巻１．２号 北海道大学農学部 4,000 ２冊共ﾔｹ 1951.52
サッポロビール120年史＜SINCE1876＞ サッポロビール株式会社 3,800 箱美 1009p 1996
展示資料目録 サッポロビール資料室 1,000 14p 1967

浜田徳太郎 大日本麦酒株式会社三十年史 大日本麦酒株式会社 2,500 初少痛 1936
斉藤明 大正金時の父＜奥村喜十郎小伝＞ 北海道豆類価格安定基金協会 1,000 初ｶﾊﾞﾃｰﾌﾟ跡 54p 1974
小崎道雄,石毛直道編 ＜食の文化フォーラム＞醗酵と食の文化 ドメス出版 1,000 再ｶﾊﾞ,数ﾍﾟｰｼﾞ折れ 1989
高島正彦，他 北海道農家負債実態調査報告書 北海道立農業研究所 2,500 表紙難 計362p 1956

泥炭地の変遷＜サロベツ総合調査報告書 1975-1977＞ 北海道開発局 2,000 1978
羽山聡君の追憶 北海道購買農業協同組合連合会 1,000 初,綴じゆるみ 1950

田畑，宇野編 地域農業の構造と再編方向 農業総合研究所 1,800 393p 1990
北海道畜産界の恩人石澤達夫業績顕彰録 北海道畜産界の恩人故石沢達夫

氏業績顕彰会
3,000 ﾔｹ背少痛 1944

酪農社十周年記念誌 酪農社 1,000 箱 1958
北倉公彦 北海道酪農の発展と公的投資 筑波書房 1,500 初箱 255p 2000
佐々木章晴 草地と語る＜＜マイペース酪農＞ことはじめ＞ 寿郎社 2,500 初ｶﾊﾞ 2017
川村秀雄 ＜図説＞畜舎・尿溜堆肥場・サイロ 酪農学園出版部 2,500 初 1955
曽根樫次 ＜碑建立五十年記念誌＞屠場と獣魂碑建立の由来 北海道畜産振興公社 1,500 署名印,有益書込 28p 1985

＜昭和十三年十月＞開庁式記念絵葉書 軍馬補充部根室支部 2,500 袋全５枚 1938
釧路馬市　絵葉書 釧路畜産組合 2,000 袋入２枚 1928

日高産馬案内 日高畜産組合 1,200 11p 1928
米沢雄一 北海道養鶏史 北海道養鶏協会 3,500 箱少痛 536p 1969
米沢雄一 北海道養鶏史 北海道養鶏協会 3,000 箱欠 536p 1969
津村昌一 北海道林業発展史 道造林振興協会 1,800 1953

北海道山林史－戦後編 北海道林業会館 3,800 箱が並 1477p 1983
道有林五十年誌 北海道 2,000 付図 549p 1956

津村昌一編 北海道山林史餘録 北海道造林振興協会 1,000 1953
北海道上川世傳御料地小作争議誌＜大正期における帝室御料地の開放＞ 北海道農地開拓部 4,000 ｶﾞﾘ痛書込 1954

金巻鎮雄 北海道御料地争議の顛末 みやま書房 1,000 箱 1982
戸田良吉編著 林木育種関連日本文献抄　＜Ⅰ・A，Ⅰ・B＞ 農林出版 5,500 ２冊共 1970,72

北海道の名木美林 （正誤表付） 北海道 2,500 蔵書印,ｼﾐ 1968
研究報告19号 鰊漁場からみた北海道の近現代史 北海道開拓記念館 1,800 2006
村岡夏雄,外崎正次,秋田俊一 続北海道漁業史　＜（山口和雄監修）＞ 北海道水産部 18,000 900p 1969

村岡夏雄,外崎正次,秋田俊一 続北海道漁業史　＜（山口和雄監修）＞ 北海道水産部 20,000 箱ﾔｹ 900p 1969
北海道漁業志稿 国書刊行会 3,000 復刻,箱が少痛 874p 1977
斜里漁業史 斜里町 3,000 箱 786p 1979

勝木重太郎 漁具図説（図譜欠） 左文字書店＝小樽 2,000 表紙痛ﾔｹ 1946
長澤和也鳥澤雅編 ＜漁業生物図鑑＞北のさかなたち 教育普及版 北日本海洋センター 1,000 再ｶﾊﾞ 415p 1992

＜漁業生物図鑑＞新 北のさかなたち 北海道新聞社 2,500 645p 2003

（箱痛,本体の背痛み,本文に問題なし）

（付録・製作者の「複製に寄せて」＝折畳。原本は1893年刊。）

（袋は折畳みで説明文有）
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合同記念沖取鮭鱒漁業発達史 合同記念沖取鮭鱒漁業発達史刊行会 5,000 ﾔｹ 1935
吉岡道夫編著 鮭－旅立ちから味覚まで 第一法規出版 1,000 初ｶﾊﾞ,署名入 1981
秋庭鉄之 鮭の一生＜北方文化写真シリーズⅥ＞ 楡書房＝札幌，東京 900 64p 1958
市川健夫 日本のサケ－その文化誌と漁 日本放送出版協会 1,800 1977
前川光司編 サケ・マスの生態と進化 文一総合出版 5,000 初ｶﾊﾞ 335p 2004

鮭・鱒の民俗 三一書房　しおり付 3,000 初箱美 524p 1996
三面川鮭漁場沿革概要 村上鮭産育養所＝新潟 1,200 ﾔｹｼﾐ 6p 1881

福士廣志御船達雄 ＜国指定史跡＞佐賀家ニシン番屋 佐賀家ニシン番屋調査会 3,000 65p 2000
三浦正幸 北海道春ニシンの消滅と内陸森林 グリーン・エージ７月号 500 抜刷 7p 1962頃
林善茂 鰊漁場の食生活と農耕 （『経済論集』21巻４号別冊） 北海学園大学経済学会 400 21p 1974

小樽市博物館シリーズ　２，４ 小樽市博物館 2,000 ２冊共 1959

大滝重直 ニシン山に登る 参玄社 1,000 初ｶﾊﾞ並 1974
今田光夫 ニシン文化史 共同文化社＝札幌 1,500 再 1990
高橋明雄 鰊＜失われた群来の記録＞ 北海道新聞社 3,000 初ｶﾊﾞ 1999

［英文］Crab (蟹) 全日本水産写真協会 2,800 大判 1983
鯨者連編著 鯨 イルカ雑学ノート＜観る・触る・蒐める＞ ダイヤモンド社 800 初ｶﾊﾞ 1996
森田勝昭 鯨と捕鯨の文化史 名古屋大学出版会 1,500 初,ｶﾊﾞｰ少汚 446p 1994
平瀬信太郎 原色日本貝類図鑑　新増補改訂版 丸善株式会社 5,000 箱が少痛 1954
岡本正一 北洋漁業之大革命 水産通信社＝東京 4,000 箱欠 1933
岡本正一 北洋漁業国策 水産通信社＝東京 1,200 僅ｼﾐ 43p 1934
岡本正一編著 北洋漁業論叢 水産社＝東京 4,000 箱少痛, 痛み,破れ,

線
1936

親潮 北大水産学部同窓会 1,500 350p 1957
スラブ研究　49 北海道大学スラブ研究センター 2,000 2002

わが生涯の想い出の記＜勲五等青木貞治小伝＞ 私刊 2,000 初 98p 1965
水産増殖調査書　第１～４ 農林省水産局 20,000 並 1926,27

羽原又吉 日本近代漁業経済史　全２冊 岩波書店 1,800 再箱,個人印 1982
定置漁業免許願　綴 4,000

小池弓夫，田畑智博，後藤篤志 地底の葬列＜北炭夕張56.10.16＞ 桐原書店 2,800 初ｶﾊﾞ 1983
回顧　ゆうばり－１集爆発関係 夕張市郷土資料保存研究会 2,800 1975
規約規程協約集 夕張炭鉱労働組合 6,000 １p破れ,痛 235p 1957頃

自由法曹団夕張新鉱災害調査団編 きけ炭鉱の怒りを＜北炭夕張新鉱大災害の責任＞ 笠原書店 1,000 初ｶﾊﾞ 1982
＜筑豊炭坑絵図＞山本作兵衛展～ヤマの生活 夕張市美術館 1,000 57p 2001

小縄龍一 夕張の郷 光陽出版社 1,000 初ｶﾊﾞ 332p 2012
田巻松雄編 夕張は何を語るか 炭鉱の歴史と人々の暮らし 吉田書店 1,500 初ｶﾊﾞ 2013
山影静子 夕張岳よ 永遠に愛を 野薔薇舎 3,000 2006
小林小一 夕張 小林近江堂 10,000 32p 1918
安藤文雄,他 夕張＜あの頃の炭都＞ 河出書房新社 4,000 初ｶﾊﾞ 2007
大谷和男 北海道炭鉱（ヤマ）の軌跡 私刊 5,000 地ｼﾐ [2008]

（荒木友吉申請,後志国美国町在）

（２「小樽市のストーンサークル遺跡　鰊御殿」，４「にしん場の風習　松前神楽と松前城」）

（神長英輔「北東アジアにおける近代捕鯨業の黎明」pp.51-79，他）

（第２の裏表紙の一部欠）
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夕張生写真 30,000

白石節子 ウエディング・ドレス 私刊 2,000 初ｶﾊﾞ 1997

朝日新聞の夕張報道全記録１ 2007年崩落。それでも生きてゆく 献呈署名入 寿郎社 1,500 初ｶﾊﾞ,少汚れ 444p 2008
稲沢潤子 夕張のこころ 大月書店 900 ｶﾊﾞ欠, 地に個人印 1983
風間健介 ＜風間健介写真集＞夕張 寿郎社 1,200 喉弛み,ｶﾊﾞｰ並 2005

炭都夕張（絵葉書） 3,500 袋欠７枚
夕張炭鉱（絵葉書） 北海道炭鉱汽船㈱ 4,000 袋入７枚 1933頃
夕張炭鉱（絵葉書） 北海道炭鉱汽船㈱ 6,000 袋入8枚
夕張鉱業所（絵葉書） 夕張鉱業所，印刷＝横浜

HAMADA
5,000 袋全８枚 1956頃

平和よ永遠に　解散記念史［夕張］ 平和炭鉱労働組合 5,500 少難 440p 1977
炭鉱に生きる（夕張集会） 夕張働く者の歴史を記録する会 1,100 初印 1979
二十年史 大夕張炭鉱労働組合 4,000 箱,個人印 493p 1966

宍戸光雄 ＜資料が語る＞大夕張炭鉱株式会社の十年 私刊＝長沼 3,500 初ｶﾊﾞ 317p 2004
＜解散記念誌＞夕張の火は消えず 夕張炭鉱労働組合 6,000 箱 385p 1978
＜解散記念誌＞郷愁 北炭夕張炭鉱職員組合 5,000 箱 1983
＜創立十周年記念＞労働運動史 夕張炭鉱労働組合 4,000 印ｼﾐ 421p 1956
＜創立二十周年＞労働組合史 夕張炭鉱労働組合 4,500 1966
＜創立三十周年記念＞労働運動史 夕張炭鉱労働組合 4,500 1975

白山友正 松前地古武井熔鉱炉の研究並に考証年表 北海道経済史研究所,尻岸内町教
育委員会

1,200 35p 1966

イマイカツミ 谷間のゆり 夕張＜イマイカツミ探訪画集１＞ 寿郎社 800 初 2008
イマイカツミ 北海道の駅舎 上下巻＜イマイカツミ探訪画集３・４＞ 寿郎社 2,900 初箱 2011,12
高橋揆一郎 友子 河出書房新社 1,200 初ｶﾊﾞ 1991

＜第51回特別展＞ヤマがあゆんだ近代 北海道開拓記念館 1,800 2001
強力道信，他 わが夕張＜知られざる炭鉱の歴史＞ 煉瓦社 2,500 初 351p 1977
強力道信，他 わが夕張＜知られざる炭鉱の歴史＞ 機関紙印刷出版企画室 1,800 再ｶﾊﾞ 351p 1982
供野外吉 幌内炭山暴動始末 みやま書房 2,000 箱 313p 1975

明治初期における炭鉱の開発＜茅沼炭鉱社会における生活と歴史＞ 北海道開拓記念館 2,000 初 51p 1972
明治初期における炭鉱の開発＜幌内炭鉱における生活と歴史＞ 北海道開拓記念館 2,000 初並 86p 1974
明治初期における炭鉱の開発＜日曹炭鉱における生活と歴史＞ 北海道開拓記念館 2,000 初不美 68p 1973

矢野,丹治,桑原 石炭の語る日本の近代 そしえて 1,000 初ｶﾊﾞ並 1978
第12回特別展 炭鉱－＜「ヤマ」の移りかわり＞（目録） 北海道開拓記念館 1,500 50p 1974

北海道炭鉱港湾案内 石炭鉱業連合会 5,000 1931

茂尻炭砿五十年史 雄別炭砿㈱茂尻砿業所 15,000 並 410p 1967
内田大和編著 北海道炭鉱資料総覧 空知地方史研究会 5,000 本文459p 2009

岸本定吉 炭 丸ノ内出版 1,000 初ｶﾊﾞ 1976
吉岡宏高 明るい炭鉱 創元社 1,680 初ｶﾊﾞ 2012
十万分の１ 大北炭鉱株式会社鉱区図 6,000 戦前

（2006年度日本写真協会新人賞受賞。人間と時代を印画紙に定着させた傑作写真集。）

（鉛筆線,表紙改装,裏表紙欠）

（表紙,数ﾍﾟｰｼﾞにｼﾐ）

（明治中頃の写真が大6枚,小３枚,他に複製写真多数）

（編集責任者＝関川修司）
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穂積肇 ヤマ＝ゆうばり 草土文化 1,800 ｶﾊﾞ 71p 1983
北海道における炭鉱の発展と労働者 北海道開拓記念館 2,000 1978

卜部信臣編 空知を知る＜空知地方史文献目録とその手引き＞ （「空知管内炭鉱変遷附図」） 空知地方史研究協議会 1,800 初附図 2004
内田大和監修 石狩炭田炭鉱変遷図 空知地方史研究協議会 600 袋２枚 2005

石炭国家統制史 日本経済研究所 2,500 箱が痛 939p 1958
永井幸一郎,森山軍次郎 坑夫一代 北方文芸刊行会 2,000 初ｶﾊﾞ 1987

空知の開拓文化財　炭鉱資料編１＜空知文化財シリーズ４＞ 空知地方史研究協議会 1,500 62p 1975
空知の開拓文化財　炭鉱資料編Ⅱ＜空知文化財シリーズ５＞ 空知地方史研究協議会 2,300 99p 1976

久保山雄三 炭砿めぐり＜北海道の巻＞ 公論社 3,500 ﾔｹ 1949
＜夕張散歩＞ズリ山 炭住 日暮坂　ズウ文庫３ スタジオ・ズウ 2,000 1988
社史 明治鉱業株式会社 3,000 箱 506p 1957
三井美唄炭鉱案内 美唄鉱業所 2,500 付図,５行削り跡 6p 1937
（創立満三十年）記念（写真帖） 北海道炭鉱汽船㈱ 12,000 木箱欠 1920
（創立満三十年）記念（写真帖） 北海道炭鉱汽船㈱ 10,000 表紙が痛み 1920
五十年史 北海道炭鉱汽船㈱ 1,500 箱が痛,天にｼﾐ 1939
［北海道炭鉱汽船株式会社］七十年史 北海道炭鉱汽船㈱ 5,500 箱 839p 1958
北海道炭礦汽船株式会社社債売出 三井銀行 1,000 1枚物 1921
＜’文化’資源としての＜炭鉱＞展＞＜ヤマ＞の美術・写真・グラ
フィック・映画

［目黒区美術館］ 10,000 初 414p 2009

北海道新聞空知「炭鉱」取材班 そらち炭鉱遺産散歩　風間健介写真 共同文化社 800 初ｶﾊﾞ,少難 348p 2003
鉱物調査報告13号　北海道之部 農商務省 2,500 印痛 60p 1913
保安部情報＜（昭和28年4月[１号]～12月[９号]，昭和29年1月[１号]～6月[６
号]）＞合本２冊

［三井鉱山株式会社保安部] 18,000 ﾔｹ 1953,54

斗いの足跡＜組織合同十周年記念＞ 清水沢炭鉱労働組合 10,000 贈呈印 1964
太平洋炭鉱労働組合三十年史 太平洋炭鉱労働組合＝釧路 3,000 初ｶﾊﾞ 654p 1976
＜太平洋炭鉱労働組合＞四十年史 太平洋炭鉱労働組合＝釧路 3,000 箱 526p 1986

林えいだい 筑豊坑夫塚＜ルポルタージュ叢書８＞ 晩聲社 600 初ｶﾊﾞ,少ｼﾐ 1978
わが社のあゆみ 住友石炭鉱業株式会社 10,000 箱 524p 1990

上野英信 地の底の笑い話 岩波書店　新書 1,000 再 1975
朝日新聞宇部支局 宇部石炭史話 すみをいかしたひとたち 朝日文化センター 2,000 初並 1981
武松輝男 ＜地底の記録 呪咀＞坑内馬と馬夫と女坑夫 創思社出版 3,000 初ｶﾊﾞ,天にｼﾐ 1982
鈴木伸吾 韓国の炭鉱労働者 陽光出版社 2,000 初ｶﾊﾞ 1979
山崎英昭 望郷手帖 崎戸炭砿物語 私刊 2,000 再ｶﾊﾞ 1994
毎日新聞西部本社編 三池閉山 葦書房 1,000 再ｶﾊﾞ 1998
岡崎正之 長いトンネルの道＜炭鉱生活の記録＞ 釧路新書 800 1981
朝日新聞西部本社編 石炭史話＜すみとひとのたたかい＞ 謙光社 1,000 初箱,個人印２か所

有
475p 1970

筑豊近代遺産研究会,北九州地域
史研究会

＜ポケット版＞北九州・筑豊の近代化遺産100選 弦書房 1,000 初ｶﾊﾞ 2009

古今炭鉱名鑑　増補改訂版 久保山石炭研究所 18,000 1964
石炭統制会東部支部資料目録＜史料目録39＞ 茨城県立歴史館 1,000 初,裏表紙少ｼﾐ 1996

高野江基太郎 日本炭鉱誌 私刊＝福岡 15,000 痛み,印,書込 1908
隅谷三喜男 日本石炭産業分析 岩波書店 2,000 箱 488p 1968
久保山雄三 日本石炭鉱業発達史 公論社 4,000 再ﾔｹ,ｼﾐ 343p 1947
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上野英信編 ＜近代民衆の記録２＞鉱夫 新人物往来社 2,000 箱が少痛,数ﾍﾟｰｼﾞ
折れ

617p 1978

橋本英吉 ＜長篇＞炭坑 ナウカ社 3,500 初痛 316p 1935
橋本英吉 炭坑＜日本プロレタリア長篇小説集６＞ 三一書房 3,500 初ｶﾊﾞ 1955
全国三井炭鉱労働組合連合会編 英雄なき113日の斗い＜三鉱連企業整備反対斗争史＞ 労働法律旬報社 2,000 少痛印,赤線 303p 1954
C.H.フリッチェ 採鉱学　Ⅰ上下，Ⅱ上下 日本石炭協会 3,000 ４冊共 1954
池田浩士 石炭の文学史＜「海外進出文学」論２＞ インパクト出版会 6,000 初ｶﾊﾞ 516p 2012.9
山崎喜与志 ＜山崎喜与志小説集＞炭坑夫 土曜美術社 2,500 1974
パーカー著,筒井雪路訳 ハートレー炭鉱 新日本出版社 1,000 初ｶﾊﾞ 313p 1984
イストシン,コバレフ共著,日本鉱
業会訳

海底鉱山 ラテイス＝東京 1,000 初箱 1970

北海道の鉱業 札幌鑛山監督局 2,000 印３箇所 1943
札幌通商産業局編 札幌通商産業局管内 鉱区一覧 札幌商工協会 5,000 印,付図の袋破れ 304p 1955
掘淳一 ＜北海道＞産業遺跡の旅＜栄華の残景＞　謹呈署名入 北海道新聞社 1,000 ｶﾊﾞ 1995

日本の鉱山文化＜絵図が語る暮らしと技術＞ 国立科学博物館 1,500 初 1996
一括資料目録36 岡田明氏資料目録 北海道開拓記念館 1,000 初 77p 2002
二本木光利 わたくしとアンモナイト 芸術教室札幌学映＝札幌 7,500 改訂増補 344p 1979
弥永芳子 日本の金＜古代から近世まで＞ 弥永北海道博物館 500 18p 2004
和田秀穂 鴻之舞鉱山＜金，住友，廃墟の谷間から＞ サンケイプリント社 9,500 初ｶﾊﾞ 2006.2

久保田定二土屋裕 鴻之舞鉱山の想い出（未定稿） ＜鴻之舞金山資料＞ 住友金属鉱山株式会社 2,000 抜刷,穴あき 28p 1957
鴻之舞五十年史 住友金属鉱山鴻之舞鉱業所 10,000 初,個人印 1968

脇とよ,北代祐二 大地の砂金＜砂金掘り物語と平成の砂金掘り＞ 中西出版 3,000 初ｶﾊﾞ 2005
吉田延司 砂白金に想う　謹呈署名入 北海道豊談クラブ 3,000 初ｶﾊﾞ 66p 1965
日塔聡 北辺のゴールドラッシュ 北海道出版企画センター 2,000 初ｶﾊﾞ 1982
加藤公夫 ＜北海道＞砂金掘り 北海道新聞社 2,000 初ｶﾊﾞ 1980
加藤公夫 ＜写真版＞北海道の砂金掘り 私刊＝帯広　復刻 3,000 ｶﾊﾞ 2007

北海道に於ける人口中心及び正中點に關する研究 第３～５報 北海道帝国大学農学部経済学農
政学研究室

1,000 3冊共,少ｼﾐ [1928-]

津軽海峡の天気とことわざ 北海道新聞社 700 初ｶﾊﾞ 1989
大震火災惨状実況写真帖 大震災救護会＝札幌 1,500 痛 1923

東大地震研究所編 ＜新収＞日本地震史料　補遺＜別巻＞ (社)日本電気協会 8,000 992p 1989
武者金吉 ＜復刻＞日本地震史料 明石書店　半額 15,000 箱厚冊 1995

樽前山爆発調査報告 北海道庁第三部 1,500 僅痛 20p 1909
田中館秀三 北海道有珠山噴火史料 斉藤報恩会時報39号 1,000 別刷ﾔｹ 26p 1930

阿寒動物化石群調査研究報告書(一) 阿寒町教育委員会 1,000 2000
阿曽沼次郎輯製 北海道山系之図　（『北海道地質報文』附図） 北海道庁 8,000 痛 1892
鈴木醇・石川俊夫・石橋正夫 登別温泉及び倶多楽湖　北海道地質見学案内書第２輯 北海道帝国大学理学部地質学鉱

物学教室
2,000 個人印,見返に書

込
16p 1943

佐々保雄 北海道地質図変遷史（３） 北方文化研究報告20 1,000 別刷 1965
札幌第52号 白老図幅説明書＜５万分の１＞ 北海道立地下資源調査所 1,500 37p 1953
釧路 大樹地域の地質＜地域地質研究報告５万分の１図幅＞ 地質調査所 1,000 図有,少ｼﾐ 1974
釧路第49号 ＜５万分の１地質図幅説明書＞床潭 北海道立地下資源調査所 3,000 図有,表紙が少難 1963
下河原寿男，他編 佐々保雄教授還暦記念論文集 佐々保雄教授還暦会 2,500 背ﾔｹ 757p 1967

（裏見返し遊び紙に、日付記名）



2022/6/25
教育・地図・他

26/26

著者名 書名 出版社 金額 状態表示 ページ数 発行年

十勝平野＜地団研専報22＞ 地学団体研究会 1,000 ｽﾚ,割れ 433p 1978
ナウマン象化石発掘調査報告書 北海道開拓記念館 1,500 1984
北海道本島沿岸水路誌 別冊　＜書誌第３号Aノ２＞ 水路部 2,000 初,表紙汚れ,鉛筆

書込
83p 1948


