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佐沢広胖 奥羽婦人伝　全４冊 香雪精舎　和装 15,000 印少痛 1902,03

菊池勇夫 義経伝説の近世的展開＜その批判的検討＞ サッポロ堂書店発行◆藤田ｴｸｾﾚﾝﾄ
ﾌﾞｯｸｽ発売

1,700 初ｶﾊﾞ 2016

菊池勇夫 東北から考える近世史＜環境・災害・食料，そして東北史像＞ 清文堂出版 8,600 初ｶﾊﾞ 359p 2012
小野寺満 およの話 私刊＝弘前 600 初 47p 2012
近藤鍬之介 古川古松軒 橋本病院＝米国加州桑港市 32,000 和装 64p 1911

古川古松軒 東遊雑記 奥羽・松前巡見私記＜東洋文庫＞ 平凡社 2,500 再箱 305p 1973
赤坂憲雄責任編集 東北学　４＜特集　南北論の視座＞ 東北芸術工科大学東北文化研究セ

ンター
1,000 初 411p 2001

＜シンポジウム報告＞日本の狩猟文化について考える 東北芸術工科大学東北文化研究セ
ンター

500 初 64p 2005

赤坂憲雄，他編 真壁仁研究　１ 東北芸術工科大学東北文化研究セ
ンター

2,000 初 438p 2000

赤坂憲雄，他編 真壁仁研究　５ 東北芸術工科大学東北文化研究セ
ンター

2,000 初 350p 2004

工藤雅樹 古代蝦夷の英雄時代 新日本新書 新日本出版社 1,000 再ｶﾊﾞ 206p 2001
＜平成10年度特別展＞描かれた青森 青森県立郷土館 2,000 79p 1999

工藤雅樹 古代蝦夷 吉川弘文館 3,300 初ｶﾊﾞ 計332p 2000
青森県篤農者列伝 靑森県農会 8,000 1916
典籍趣味　16輯＜菅江真澄研究号＞ 典籍研究会＝名古屋 1,000 並 43p 1941

長谷川成一編 北奥地域史の新地平 岩田書院 7,000 初ｶﾊﾞ 343p 2014
真澄紀行＜菅江真澄資料センター図録＞ 秋田県立博物館 1,000 再 47p 1997

国立劇場事業部宣伝課編 ひなの一ふし・になの遊びⅠ・Ⅱ＜菅江真澄の旅と日記より＞ 日本芸術文化振興会 3,000 ４冊共 1997,98

国立劇場事業部宣伝課編 ひなの一ふし・になの遊びⅠ＜菅江真澄の旅と日記より＞ 日本芸術文化振興会 1,500 ２冊共 1997

網野善彦石井進編 蝦夷の世界と北方交易＜中世の風景を読む１＞ 新人物往来社 2,500 初ｶﾊﾞ 423p 1995

間山洋八 青森県読書運動明治大正史＜郷土創造と焚火仲間＞ 津軽書房 2,800 初箱 576p 1981
青森県立図書館史編集委員会編 青森県立図書館史 青森県立図書館 4,000 初箱 1083p 1979
松本明 日本民族の血液型 津軽書房 1,500 1976
田中紀子 蝦夷と古代王朝の研究＜菊池山哉と日本古代史の研究＞ 批評社 1,500 初ｶﾊﾞ 316p 1998
日本歴史地理学会編 奥羽沿革史論 仁友社 3,000 箱不美 436p 1916
菊池敬一 北天鬼神＜阿弖流為・田村麻呂伝＞ 岩手日報社 1,400 初ｶﾊﾞ 303p 1998
工藤雅樹，新野直吉，他 ＜みちのく古代＞蝦夷（えみし）の世界 山川出版社 1,000 再ｶﾊﾞ 2000
福田豊彦 東国の兵乱ともののふたち 吉川弘文館 2,000 初ｶﾊﾞ 1995
喜田貞吉 喜田貞吉著作集14　六十年の回顧・日誌 平凡社 5,000 初箱 622p 1982
山田安彦 古代東北のフロンティア 古今書院 3,500 箱 1976
高橋富雄 古代蝦夷－その社会構造 学生社 1,800 初ｶﾊﾞﾔｹ 1974
田中忠三郎写真文 私の蝦夷ものがたり 北の街社 4,500 初痛 157p 1979
小口雅史編 津軽安藤氏と北方世界＜藤崎シンポジウム　北の中世を考える＞ 河出書房新社 2,000 初ｶﾊﾞ 369p 1995
森浩一編 列島の地域文化　＜日本の古代２＞ 中央公論社 1,000 初ｶﾊﾞ 422p 1986

（４巻＝坤の背表紙にガムテープ貼り）

（奥付けの後に，英文「古川古松軒翁小伝」３頁あり）

（国立劇場第14回・16回特別企画公演，上演台本共。）

（国立劇場第14回特別企画公演，上演台本共。）

（菊池徹夫「遺跡に見る中世蝦夷地の風景」pp.199-236，赤坂憲雄「菅江真澄」pp.369-421，他）

（工藤雅樹「海峡をはさむ蝦夷文化＜東北･北海道＞」pp.175-210，他。）
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入間田宣夫 北日本中世社会史論 吉川弘文社 3,000 初ｶﾊﾞ 348p 2005
奥州南部小郡田名部目名村　不動院 東通村教育委員会 2,800 初箱 472p 1990

東北学院大学史学科 歴史のなかの東北＜日本の東北・アジアの東北＞ 河出書房新社 1,000 初ｶﾊﾞ 308p 1998
児玉幸多,北島正元編 東北・北関東の諸藩＜第二期物語藩史＞ 人物往来社 1,500 初箱 482p 1966
加藤周一編 ハーバート・ノーマン 人と業績 岩波書店 1,500 初ｶﾊﾞ 323p 2002
安永寿延 安藤昌益＜平凡社選書＞ 平凡社 800 初ｶﾊﾞ不美 306p 1976
安永寿延編著,山田福男写真 ＜増補写真集＞人間安藤昌益 農村漁村文化協会 1,500 初ｶﾊﾞ 1992
寺尾五郎 先駆 安藤昌益 徳間書店 1,000 初箱並下 413p 1976
稲葉克夫 八戸の安藤昌益＜八戸の歴史双書＞ 八戸市 800 初ｶﾊﾞ 2002
渡辺大濤 安藤昌益と自然真営道 勁草書房 1,000 再箱不美 433p 1974
田中喜男編 日本海地域史研究７＜東北史研究の諸問題＞ 文献出版 2,000 初ｶﾊﾞ 351p 1985
半谷清寿 将来之東北 モノグラム社＝北上市 2,000 復刻不美 312p 1977
河西英通 近代日本の地域思想 窓社＝東京 2,500 初ｶﾊﾞ 374p 1996
国立歴史民俗博物館編 中世都市十三湊と安藤氏 新人物往来社 2,200 初 1994

工藤達 柾子舘跡古実見聞記 私刊 3,000 51p 1975
みちのく叢書　全22巻完揃 国書刊行会 110,000 箱 1982,83

松木明，松木明知 ＜続＞津軽の文化誌 津軽書房 1,500 初ｶﾊﾞ 389p 1995
楠美鉄二 あっぱれ五郎治＜蝦夷地警固と青森県＞ 東奥日報社 900 初ｶﾊﾞ印 331p 1974
楠美鉄二 あっぱれ五郎治＜蝦夷地警固と青森県＞ 東奥日報社 1,200 初ｶﾊﾞ 331p 1974
長谷川成一編 津軽藩の基礎的研究 国書刊行会 6,000 初箱 670p 1984

青森県立郷土館展示品図録 青森県文化振興会議 700 77p 1976
松内源次郎 野辺地沿革大要　復刻 私刊＝青森 5,500 帙和装29丁 1977
盛田稔編 ＜国立史料館蔵＞津軽家文書抄 青森県文化財保護協会 6,000 初ｶﾊﾞ帯 366p 2001
工藤欣一著,三浦忠司編 現代八戸の歴史と経済・文化の展望＜工藤欣一著作集＞ 工藤欣一著作集刊行会 2,000 箱 2013
鳥瞰図吉田初三郎 馬のみやこ七戸町 青森県上北郡七戸町役場 2,800 折畳 1934

青森県史　資料編　古代１ 青森県 5,600 箱大判 911p 2001
CD-ROM付き 青森県史　資料編　古代１補遺 青森県史友の会 3,500 大判 310p 2003

青森県史　資料編　近世２ 青森県 7,200 箱大判 2002
青森県史　別編　三内丸山遺跡 青森県 20,000 箱大判 501p 2002

青森県環境生活部県史編さん室 青森県史研究　５ 青森県史友の会＝青森 950 2000

目で見る青森の歴史 青森市役所 1,800 ｶﾊﾞ 1969
浅虫・久栗坂・野内の民俗＜青森市史叢書２＞ 青森市 1,500 2000
三厩村誌 三厩村役場 付図10枚 6,500 箱 618p 1979

青森市史編纂室 青森市史 第７巻 資料編１ 青森市 2,000 箱が痛ﾔｹ 1053p 1966
一戸町誌 上下 一戸町 15,000 箱２冊 1982,86

工藤睦男編 木造町史　近世編　上巻 青森県木造町役場 1,500 箱付図 640p 1984
八戸市史編さん委員会 八戸市史 史料編 近世２ 八戸市 4,000 箱がﾔｹ,天ｼﾐ 640p 1970

青森県電話番号簿訂正書 仙台逓信局 3,000 痛 1935
内藤官八郎 弘藩明治一統誌月令雑報摘要抄＜青森県立図書館郷土双書７＞ 青森県立図書館 2,000 背ﾔｹ,少ｼﾐ 1975
北辰日報編集部編 第五連隊遭難始末＜附第三十一連隊雪中行軍記＞ 不明 3,800 復刻 不明

（ｶﾊﾞｰ,帯が少し破れ）

（『平山日記』のみ，小口・地に少しシミあり）

（斉藤利男・佐々木馨「ロシア連邦内での奴皃干都司・永寧寺跡および永寧寺碑・重建永寧寺碑，調査報告」pp.40-56，他）
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歩兵第五聯隊 遭難始末＜復刻版＞ 広文庫＝東京都 4,500 並下付図 1972
歩兵第五聯隊 遭難始末＜復刻版＞ 広文庫＝東京都 5,000 付図,少汚れ 1972
歩兵第五聯隊 遭難始末＜復刻版＞ 稽古館＝青森 4,200 並付図 1977
松木明知 八甲田雪中行軍遭難事件の謎は解明されたか 津軽書房 1,700 初 2008
小笠原孤酒 ＜八甲田連峰＞吹雪の惨劇　全２冊 私刊＝青森県十和田町 5,000 少ﾔｹｶﾊﾞ 1977,75

小笠原孤酒 ＜八甲田連峰＞吹雪の惨劇　第二部 私刊＝青森県十和田町 1,300 初並 1974
村越潔 ＜改訂＞青森県の原始時代 北方新社 700 再ｶﾊﾞ 1990
戸川幸夫 下北と都井＜北と南の岬の記録＞＜野性への旅３＞ 新潮社 900 初並 1963
柴田重男 津軽新伝説考 コーセイ印刷＝青森市 1,700 初ｶﾊﾞ 2000

秋田県勢要覧 秋田県 2,800 1933

男鹿史談会編 男鹿文苑 男鹿市制十周年記念企画委員会 4,000 箱がﾔｹ 301p 1964
本荘市史 通史編Ⅰ 本荘市 2,000 箱 717p 1987

村松長太 秋田でかせぎ物語＜漁業編＞ 秋田文化出版社 1,000 再 1975
男鹿半島＜その自然と歴史＞ 男鹿市商工観光課 1,500 1970

進藤長作 慶應戊辰ノ役戦死者館林歩兵隊進藤常吉之履歴書 150,000 18丁 1917

奥州藤原氏と柳之御所跡 吉川弘文館 500 305p 1992
仙台市編さん委員会 仙台市史 通史編１原始◆通史編１原始 旧石器時代（改訂版） 仙台市 2,000 2冊共,月報付 99,2005

みちのくを訪れた人々 仙台市博物館 1,000 1988
小倉博 仙台　昭和15年版 （付図２枚,内１枚朱線） 私刊＝仙台市 2,500 再 1940
氏家昇 虹の奔流 創童舎＝仙台市 1,000 初ｶﾊﾞ 1999

山形県史　第１巻 山形県 2,000 箱 計1036p 1982
山形県史　資料編13　村差出明細帳 山形県 3,000 箱僅ﾔｹ 計1022p 1974
山形県史　資料編14　慈恩寺史料 山形県 10,000 箱僅ﾔｹ 計1063p 1974

伊藤長太郎編 羽前米沢宮内・酒田屋文書資料 三四クラブ＝山形県南陽市 3,000 箱正誤表 595p 1978
スキーの五色温泉 宗川旅館＝山形県 2,000 折畳 戦前

第37回特別展 北に生きた会津武士と農民－福島県と北海道 北海道開拓記念館 2,000 51p 1990
松木明知,花田要一編 津軽医事文化史料集成＜御国日記上,下＞ 第86回日本医史学会＝弘前 10,000 箱２冊 1993,94
松木明 津軽地方の血液型＜津軽地方人血清人類学研究＞ 津軽書房 2,500 箱がﾔｹ 558p 1979
中村道太郎 湖沼調査野帳 錦城出版社＝大阪 700 印,表紙少汚れ 1942
義江彰夫，入間田宣夫，斉藤利男 十和田湖が語る古代北奥の謎 校倉書房 3,990 初ｶﾊﾞ 2006

月刊雑誌 十和田散歩 1月号（通巻20号） 十和田散歩社 1,000 並 62p 1980
赤石宏 ＜みちのく犯科帳　大正篇＞謎の白骨 津軽書房 1,000 1982

盛田稔学長古稀記念論文集 盛田稔学長古稀記念委員会 3,000 箱が少汚 312p 1988
渡辺利雄 地場産業と地域社会＜青森県の域内循環のすすめ＞ 北の街社＝青森市 800 初ｶﾊﾞ,ﾍﾟｰｼﾞ折れ 1984
岩本由輝 東北地域産業史＜伝統文化を背景に＞ 刀水書房 1,200 初ｶﾊﾞ 356p 2002
鳴海勇蔵 創農者物語＜津軽から全国へ21世紀農業発信＞ 筑波書房＝東京 900 初ｶﾊﾞ 1996

青森県農地改革史 農地委員会青森県協議会 3,000 ３方ﾔｹ 659p 1952
二葉宏夫 土石流裁判＜岩木山・百沢＞ 北方新社＝弘前市 1,300 初ｶﾊﾞ 1989
圖司安正 ＜東北地方大凶作の＞原因現状対策 泰文堂 2,000 印ﾔｹ並ｶﾊﾞｰ欠 323p 1934

（原本は弘前の近松書店発行。その1902年４月８版原本を戦後に復刻。）

（一部は1977年６版，二部は1975年２版）

（ﾔｹ,付図,綴じはずれ）

（明治32年２月脱稿後,修正増補,館林藩歩卒隊の戦死者と戦地の状況等）
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菊池勇夫 近世の飢饉 吉川弘文館 4,800 初ｶﾊﾞ 1997
菊池勇夫 飢饉の社会史 校倉書房 1,500 再ｶﾊﾞ 1995
西木正明 養安先生，呼ばれ！ 恒文社21 2,000 486p 2003
荻窪清子 こぎん・刺子＜日本の染織13＞ 京都書院 2,000 95p 1993
盛田稔 南部小絵馬 青森大学出版局 4,500 箱が不美 1973
上野洋三 芭蕉自筆「奥の細道」の謎 二見書房 1,000 初ｶﾊﾞ帯 308p 1997
工藤隆雄 マタギに学ぶ登山技術 山と渓谷社 700 再ｶﾊﾞ 1992
甲斐崎圭 第十四世マタギ＜松橋時幸一代記＞ 筑摩書房 1,000 初ｶﾊﾞ,線 1989
甲斐崎圭 第十四世マタギ＜松橋時幸一代記＞ 中央公論社　文庫 700 初ｶﾊﾞ 313p 1996
田口洋美 ＜新編＞越後三面山人記＜マタギの自然観に習う＞ 山と渓谷社 1,000 再ｶﾊﾞ 381p 2020
工藤茂美 ＜世界遺産＞白神山地 秋田魁新報社 1,000 再ｶﾊﾞ 1998

＜ハンドブック＞白神山地の自然 青森県立郷土館 500 64p 1995
根深誠 白神の四季＜クマゲラの棲む森＞ 白水社 700 初ｶﾊﾞ 1992
根深誠 白神山地＜恵みの森へ＞ JTB日本交通公社出版事業 1,000 230p 1995
池田宗機 庄内札所霊場　豆本 みちのく豆本の会 700 58p 1990
澤渡吉彦 北の国の昔ばなし 青少年社会教育会＝仙台 1,300 ﾔｹ,一部補修 1949

東北の民間信仰 明玄書房 3,000 再箱がｽﾚ 1991
山田千里編 津軽民謡の流れ 青森県芸能文化研究会 2,000 1978
西澤潤一 東北の時代＜もはや一極集中の時代ではない＞ 潮出版社 700 初ｶﾊﾞｰが少汚れ 1995

秋田魁新報百二十年史 秋田魁新報社 2,000 初箱 厚冊 1995
象潟写真帖 3,500 計34p 1915

監修渡辺信夫 東北の街道＜道の文化史いまむかし＞ 東北建設協会＝仙台 2,600 初ｶﾊﾞ 1998
庄司力蔵 安東船　全２冊　小説 津軽書房 3,000 再ｶﾊﾞ 1981

川岸信一郎 鱈の来る村＜下北半島民俗画文集＞ 伝統と現代社 1,000 初ｶﾊﾞ 1982
出關之郷友 私刊＝札幌 2,000 1934

福士幸次郎 原日本考＜続編＞ 三宝書院＝名古屋 1,000 初Ｃ 1943
田中圭一編 佐渡相川志 県立佐渡高等学校同窓会 2,000 箱,背痛み 1968
真野町史編纂委員会 真野町史 上巻　［新潟］ 真野町教育委員会 1,500 箱欠 1976
上田雄,孫栄健 日本渤海交渉史 六興出版 1,500 再ｶﾊﾞ 1990
朱栄憲 渤海文化 雄山閣 1,400 初箱 1979
岩波書店編集部編 男鹿半島　＜岩波写真文庫168＞ 岩波書店 1,000 初 64p 1955
岩波書店編集部編 福井県＜新風土記＞　＜岩波写真文庫244＞ 岩波書店 1,000 初 64p 1957
岩波書店編集部編 青森県＜新風土記＞　＜岩波写真文庫250＞ 岩波書店 1,000 再 64p 1959
岩波書店編集部編 秋田県＜新風土記＞　＜岩波写真文庫253＞ 岩波書店 1,000 再 64p 1960
岩波書店編集部編 新潟県＜新風土記＞　＜岩波写真文庫256＞ 岩波書店 1,000 初 64p 1958
岩波書店編集部編 福島県＜新風土記＞　＜岩波写真文庫259＞ 岩波書店 1,000 初 64p 1958
岩波書店編集部編 宮城県＜新風土記＞　＜岩波写真文庫273＞ 岩波書店 1,000 初 64p 1958
岩波書店編集部編 岩手県＜新風土記＞　＜岩波写真文庫279＞ 岩波書店 1,000 初 64p 1958
岩波書店編集部編 平泉　＜岩波写真文庫69＞ 岩波書店 1,000 初 64p 1952

白い国の詩　平成九年度版 東北電力 4,500 合本 1998

（謹呈署名入,ｶﾊﾞｰ折れ･少ﾔｹ,書込消跡あり）

（遊び紙に少書込み,天に少しｼﾐ）

（北海道樺太岩手県人会名簿,個人印,箱が少難）
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林広志 遠軽町の植物ガイドブック 私刊＝遠軽 1,000 2012
平田剛士 非除染地帯＜ルポ3.11後の森と川と海＞ 緑風出版 1,700 再ｶﾊﾞ 2014
編集人福本昭男,発行人野坂志朗 夕張の自然　第１号 夕張自然科学研究会＝夕張 1,500 43p 2013
編集人福本昭男,発行人山口若生 夕張の自然　第２号［野坂志朗追悼号］ 夕張自然科学研究会＝夕張 2,000 73p 2015
編集人福本昭男,発行人山口若生 夕張の自然　第３号 夕張自然科学研究会＝夕張 800 39p 2017
旭川市北邦野草園編 旭川市北邦野草園 研究報告１～５ 旭川市公園緑地協会 4,500 ５冊共 2013-17
石城謙吉 自然は誰のものか エコ・ネットワーク 1,500 初ｶﾊﾞ 334p 2016
黒田長礼 雁と鴨 修教社書院　厚冊 7,500 小口扉ﾔｹ 1939
高橋秀樹 千島列島の植物 北海道大学出版会 12,500 初ｶﾊﾞ 509p 2015
E.J.スターングラス 赤ん坊をおそう放射能 新泉社 5,000 再ｶﾊﾞ 366p 1983

E.C.Pielou AFTER THE ICE AGE the Return of Life to Glaciated North America The University of Chicago 2,000 ｶﾊﾞ,ｼﾐ 366p 1991
井上寿 北海道十勝国飛蝗発生史 私刊＝帯広 6,000 初 1983

山草［2］～13（１冊欠） 北海道山草会 7,000 11冊共 1975-86

北方山草　４～35（23,24,33欠） 北方山草会＝札幌 20,000 29冊 83-2018
北方山草　４ 北方山草会＝札幌 1,000 1983
北方山草　５ 北方山草会＝札幌 1,000 1984
北方山草　６ 北方山草会＝札幌 1,000 1986
北方山草　８ 北方山草会＝札幌 1,000 1989

北方山草　９（創立10周年記念号） 北方山草会＝札幌 1,000 1990

北方山草　10 北方山草会＝札幌 1,000 1992
北方山草　10 北方山草会＝札幌 700 1992

北方山草　12 北方山草会＝札幌 1,000 1994
北方山草　15 北方山草会＝札幌 1,000 1998

松井洋編 北方山草　19 北方山草会＝札幌 1,000 2002
松井洋編 北方山草　22＜小特集：隔離分布＞ 北方山草会＝札幌 1,000 2005
五十嵐博編 北方山草　27＜小特集：超塩基性岩植物＞ 北方山草会＝千歳 1,000 2010
五十嵐博編 北方山草　28＜小特集：サクラソウ類＞ 北方山草会＝千歳 1,000 口絵2p 128p 2011
五十嵐博編 北方山草　29＜小特集：日本海離島の植物＞ 北方山草会＝千歳 1,000 口絵2p 149p 2012

北方山草　32＜小特集：バラの仲間＞ 北方山草会＝千歳 1,000 2015

北方山草　34 北方山草会＝千歳 1,000 2017
李時珍先生原本 三楽斎重訂 本草綱目 38冊 150,000 1735

B. Huntley Vegetation history （Handbook of Vegetation Science 7） KLUWER ACADEMIC PUBLISHERS 40,000 803p 1988
伊藤浩司 北海道の植生 北海道大学図書刊行会 15,000 初箱,訂正書込 378p 1987
伊藤浩司，他 北海道植生図　＜60万分１＞ 日本造船振興財団　袋入 1,200 78×109cm 1982
伊藤浩司，他 北海道植生図（北海道植生概説共） 日本造船振興財団 3,000 78×109cm 1982
伊藤浩司 北海道植生概説 ［日本造船振興財団］ 500 初 32p 1982

（献呈署名,表紙折れあり）

（カラー写真部分はカラー複写）

（花のスケッチ欠）

（堀江健二,松井洋,五十嵐博「野坂志朗先生追悼文」pp.106-109，他）

（雍正十三年,一部虫食い,全冊会社印あり）

（反原発科学者連合,個人印）

（［2］号は1975年発行。その表紙に「50周年記念」とあり）
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天然記念物緊調 北海道（桧山渡島支庁）＜植生図・主要動植物地図＞ 文化庁 2,000 18p 1979
天然記念物緊調 北海道（石狩・空知・上川支庁）＜植生図・主要動植物地図＞ 文化庁 2,000 34p 1980
天然記念物緊調 北海道（釧路・根室支庁）＜植生図・主要動植物地図＞ 文化庁 2,000 40p 1981
梅沢俊 続＜北海道＞花の散歩道 北海道タイムス社 500 ｶﾊﾞ 1984

利尻礼文の高山植物＜北海道の植物２＞ 北海道自然保護協会 400 袋全６枚 1955頃?
菅原繁蔵小松泰造 函館山植物誌 市立函館図書館 6,500 少痛ﾔｹ 1959
大野林二郎 函館山の植物 北海道新聞社 1,000 再 301p 1984

菩多尼訶12，16，17，18，25～27 北海道植物友の会 4,800 ７冊共 1996-09

中居正雄 苫小牧地方植物分布図 郷土の研究２号別図 1,500 表紙不美 1967
苫東環境コモンズ ハスカップとわたし 勇払原野のハスカップ市民史 中西出版 1,000 初ｶﾊﾞ 2019

みついしの植物＜三石町文化財調査報告＞ 三石町教育委員会 3,500 初 79p 1978
高橋誼 アポイ岳の高山植物 様似町 1,000 改訂 1995
伊藤浩司,春木雅寛 十勝ダム環境調査報告書＜植生調査＞ 十勝ダム環境アセスメント委員会 900 抜刷 60p 1980
伊藤浩司,春木雅寛,他 十勝川水系上流地域の生態調査報告書　＜ⅩⅦ富村発電所建設の事後生

態調査(1998)＞
北海道電力 1,000 2001

伊藤浩司,春木雅寛 十勝川水系上流地域の生態調査報告書12　＜富村発電所建設の事後生態
3河川流域の植生＞

北海道電力 600 別刷 17p 1983

豊富地区における植生変化の原因究明及び保全対策調査報告 北海道自然保護協会 2,800 1986
郷土の植物観察の手引 鹿追町立瓜幕中学校 3,000 1988
植物標本目録１～５完揃　＜収蔵資料目録３，４，７，８，９＞ 釧路市立郷土博物館 13,000 1983-89

伊東俊和 花の湿原　霧多布 北海道新聞社 800 再ｶﾊﾞ 95p 2001
田中瑞穂 釧路の植物　＜釧路叢書５＞ 釧路市 5,000 ｶﾊﾞが並 1963

植物園研究報告　１号 北海道大学 3,500 1964

Koji Itou ［英］野付崎の植生－群落記述 （Environ. Sci., Hokkaido１） 500 抜刷 計38p 1978
Koji Itou ［英］北海道の森林植生概要（Ⅰ） 500 別刷 22p 1980

合田勇太郎 釧路地方の植物写真図鑑 私刊＝釧路 3,500 1973
合田勇太郎 釧路地方の植物写真図鑑＜中編＞ 私刊＝釧路 1,000 初ｶﾊﾞｼﾐ 1975
合田勇太郎 釧路地方の植物総説 私刊 3,000 ｶﾊﾞが並 265p 1981
滝田謙譲 東北海道の植物 私刊＝釧路 18,000 箱 1116p 1987
滝田謙譲 東北海道の植物 私刊＝釧路 14,000 箱欠 1116p 1987
小清水町教育委員会 小清水の花 小清水町役場 1,000 初 1992
伊藤浩司 オホーツク生物研究1,2･3 北大環境科学研究科 1,000 ２冊共 1985
伊藤浩司 オホーツク生物研究1,2･3,4･5 北大環境科学研究科 1,800 ３冊共 1985-90
米原ふさ子 紋別市オホーツク沿岸部植物調査報告書 私刊＝紋別市 1,000 72p 2007
川代善一遺稿集 北見の植物とともに 林野弘済会北見支部 2,500 記名,背痛,赤線 1968
松野力蔵編著 利尻・礼文両島の高山植物とその景観 利尻礼文の自然守る会 3,500 Ｂ 1974
富士元寿彦 ＜フォトガイド＞道北の植物 北海道新聞社 500 初 1992

上士幌町ひがし大雪博物館研究報告6-12,14，33，34 上士幌町ひがし大雪博物館 3,500 10冊共 83-2012
塩田惇編 旭川の帰化植物　14，16～39報 旭川帰化植物研究ｻｰｸﾙ 600 分売各 91-2014

（署名入,表紙少痛）

（北海道植物友の会会報。12表紙汚れ。16僅かｼﾐ。27裏表紙僅か痛。）

（伊藤浩司「北海道東部塩湿地植物群落の研究」pp.1-102，他）

（「Brief comments on the forest vegetation of Hokkaidou（Ⅰ）」北海道教育大学大雪自然教育研究施設研究報告15号。）
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塩田惇編 旭川の帰化植物　　[40周年記念号] 旭川帰化植物研究会 1,200 2015
野呂，山口，田村 大雪の高山植物 北海道新聞社 1,000 再箱 1980
鮫島惇一郎,佐藤謙 知床半島現存植生図　（概説と地図） 北海道自然保護課 2,000 箱 1981
伊藤浩司佐藤謙 大雪山系現存植生図　（概説と地図） 北海道自然保護課 1,400 箱 1981
佐藤正三，他 自然保護調査報告書５＜神居古譚・嵐山地域＞ 旭川市 3,800 1982
佐藤昭三 新十津川の花 新十津川町教育委員会 2,000 ｶﾊﾞ 1990
松木光治編著 植物標本山本［岩亀］コレクション 小樽市博物館 6,500 合本 1981

桑原義晴 羊蹄山植物図説 倶知安郷土研究会 2,500 初 1996
桑原義晴 ニセコ連峰の植物図説 倶知安町教育委員会 2,500 初,数ﾍﾟｰｼﾞ折れ,少ｼﾐ 328p 1997
桑原義晴 ニセコ連峰の植物図説 倶知安町教育委員会 3,000 初 328p 1997

雷電山の植物 岩内町 2,800 初 42p 1967
井上藤二 札幌第一中学校構内植物誌　＜学友会雑誌第66号附録＞ 札幌第一中学校学友会 9,500 48p 1933
原松次編著 札幌の植物－目録と分布表 北海道大学図書刊行会 3,800 1992
Kingo Miyabe On The Laminariaceae Of Hokkaido 札幌で刊行 3,800 初並 1957

舘脇操 黒龍江上流およびアルグン河流域の植生調査報告書 日本林業技術協会 3,000 36p 1972
笠原安夫 日本雑草図説 養賢堂 3,000 箱,訂正３版 518p 1969

＜富村水力発電所＞緑化工事記録 北海道電力 3,500 362p 1981
舘脇操 茶内道有林の植生 北方林業７月号 300 別刷 7p 1953
舘脇操 円山原始林 日本林業技術協会 500 11p 1954
舘脇操 支笏湖を中心とする森林植生 北海道 4,000 写真20枚 1961
舘脇操,五十嵐恒夫 北大天塩・中川地方演習林の森林植生 北海道大学農学部演習林研究報

告28巻１号
2,500 別刷 1971

舘脇操編著 石狩川上流高原温泉の植生 北海道大学植物園研究報告 1,200 別刷図版10枚 43p 1969
舘脇操 北方の植物 アルス 2,000 ﾔｹ 1944
舘脇操,辻井達一 根釧原野開発計画調査資料＜北海道牧野の植物学的研究－東部北海道を中心とした＞ 北海道開発局 5,500 1956
舘脇操，他 植物の分布 河出書房 1,200 初Ｂ 1948
舘脇柴草松下他 渡島駒ガ岳の植生　図版13p 日本森林植生研究会 500 本文82p 1966
舘脇操校閲 北海道森林植物　写真図譜　全２冊 森林植物同好会 2,000 痛 1954,55
舘脇操校閲 北海道森林植物　写真図譜(Ⅱ木本篇) 森林植物同好会 900 印 1955
舘脇操 ＜大東亜共栄圏＞植物誌　北方篇 積善館＝大阪 2,000 初ｶﾊﾞﾔｹ 348p 1945
舘脇操 ＜北海道の＞植物 日本国有鉄道北海道支社 700 62p 1964
舘脇操編著 知床岬の植生 日本森林植生研究会 800 57p 1966

舘脇操文献集　写真１,付図２ 舘脇操還暦記念出版会 2,000 ２版 89p 1960
舘脇操 摘草百種　全３冊 北方出版社 3,000 並下 1946
舘脇操，松江 野幌国有林植物調査書　(巻末に11図) 北海道林業試験場 5,500 献呈署名 1934
舘脇操 北見国チミケップ湖畔の森林植生 北海道林務部 2,800 図版５p 36p 1954
舘脇操 北海道牧野植物　第一輯 北海道牧野協会 2,800 88p 1942
館脇操 植生スケッチ集 名古屋営林局 7,500 付図 1954

札幌農林学会報　 147号 札幌農林学会 2,300 印 83p 1939
（舘脇操「満洲国に於ける植物分布と農林業」pp.355-370，他）

（『小樽市博物館シリーズ９』№１～13巻揃）

（宮部金吾著。初版は『Journal of the Sapporo Agricultural College』で刊行。）

（他に，カラー植生図２頁，写真６頁）
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舘脇操,石塚和雄編著 日光戦場ガ原湿原の植生 北海道大学植物園研究報告 3,500 別刷図版20p 72p 1969
伊藤浩司，他編 北海道高等植物目録　全４冊 たくぎん総合研究所 26,000 1985-94
伊藤浩司，他編 北海道高等植物目録３　離弁花植物 たくぎん総合研究所 3,500 480p 1994
荒沢勝太郎 ＜随筆＞花の釧路原野　献呈署名識語入 やち坊主同人会＝釧路 3,500 初ｶﾊﾞ 324p 1971
荒沢勝太郎 花の釧路海岸線　献呈署名 やち坊主同人会＝釧路 1,800 初ｶﾊﾞ 338p 1972
荒沢勝太郎 花の釧路海岸線 やち坊主同人会＝釧路 1,000 初ｶﾊﾞ僅痛 338p 1972
荒沢勝太郎 亜寒帯の花　Ⅳ やち坊主同人会＝釧路 1,000 1974
荒澤勝太郎 亜寒帯の花　Ⅴ　署名識語 艸人舎＝釧路 1,000 1975
荒澤勝太郎 釧路湿原春夏秋冬 艸人舎＝釧路 2,000 314p 1977
荒澤勝太郎 知床の草木花－花の楽園をたずねて 北海タイムス社 600 1984
稲垣貫一 北海道の植物　道北の植物を中心に 旭川市（旭川叢書） 6,500 234p 1970
菅原繁蔵 北海道植物銘鑑（第二版） 函館植物研究会 900 1958
梅澤俊 ＜野外見分け図鑑＞北海道の高山植物 北海道新聞社 900 初 1986
山本高畑森田 北海道山菜誌 北海道大学図書刊行会 900 初ｶﾊﾞ 1980
宮部金吾,工藤祐舜 ＜復刻＞北海道主要樹木図譜 北海道大学図書刊行会 18,000 夫婦箱 1984
宮部金吾,工藤祐舜 ＜普及版＞北海道主要樹木図譜 北海道大学図書刊行会 2,000 ｶﾊﾞ僅難印 1989
原秀雄編著 北海道の高山植物 創土社　定価39,000 4,000 再背皮 429p 1987

日本植生誌　北海道付表 至文堂 7,500 20枚 1988
日本の野生植物　全３巻 平凡社 2,500 箱が少痛み 1982,87

小林孝人,高橋英樹編 きのこの自然史　北海道大学総合博物館 旭図書刊行センター 2,000 58p 2004
松尾栄佐々木他 当麻町野生植物図鑑 当麻町 4,000 1985

＜子どものための＞手稲山植物図鑑 手稲中央小学校＝札幌 1,200 1984
鮫島和子惇一郎 エンレイソウ属植物 北海道大学図書刊行会 30,000 初,箱が少汚,ｶﾊﾞ 237p 1987
伊藤浩司小坂佐久馬坂本亮吉岡
一郎編

伊藤角兵衛先生追悼 追悼文集刊行委員会 500 初 32p 1974

伊藤浩司 北海道の高山植物と山草 誠文堂新光社 1,800 初ｶﾊﾞｰが少難 1981
谷口弘一,三上日出夫編 北海道植物教材図鑑－野の花　正続　全２冊 北海道新聞社 1,000 正の箱が少痛 1977,79
谷口弘一,三上日出夫編 北海道植物教材図鑑＜野の花,野の花 改定版,山の花＞ 北海道新聞社 1,500 箱３冊共 1977-86
谷口弘一,三上日出夫編 ＜新版＞北海道の植物－野の花　上下 北海道新聞社 1,800 再全２冊 1993
谷口弘一,三上日出夫編 ＜増補改訂＞続　北海道の植物＜野の花・山の花＞ 北海道新聞社 1,300 初美 383p 1996
塩田惇 北の草花散歩＜じぶんの植物図鑑＞ 私刊＝旭川 1,000 初 2001
佐藤孝夫 ＜北海道＞樹木図鑑 亜璃西＝札幌 1,200 303p 1990
山岸喬，敦子 北海道の木の実 北海タイムス社 700 再 1992

北海道桐樹研究会報　創刊号,2,5,8号 北海道桐樹研究会事務所＝小樽 1,500 ４冊共 1915-25
桑原義晴 北海道の野草の自然誌点描 倶知安町教育委員会 2,500 1998
須崎忠助画 須崎忠助植物画集 「大雪山植物其他」 北海道大学出版会 1,000 初ｶﾊﾞ 2016
本間尚次郎畑山 北の薬用植物　＜名寄叢書８＞ 市立名寄図書館 1,500 初 1988
佐藤孝夫 知りたい北海道の木100 身近な街路樹・庭木・公園樹 亜璃西社 700 初ｶﾊﾞ並 2014
鮫島惇一郎 北海道の樹木 北海道新聞社 700 初箱 305p 1986
鮫島惇一郎 草樹との出合い　署名入 北海道新聞社 1,200 初ｶﾊﾞが難 234p 1995
鮫島惇一郎 藻岩山の観音さま 北方林業会 1,000 77p 2003
高橋健 森と生きる＜どろ亀さんと東京大学北海道演習林＞ ポプラ社 1,200 再ｶﾊﾞ 2001
菊地和雄編 ＜岩手大学教授菊地政雄追悼集＞岩手の植物に生きる 菊地政雄追悼集編集委員会＝岩手 2,000 印 1987
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七尾善麿 原色青森県海藻図鑑 私刊＝青森市 1,000 箱 1980
日本植物学集報　20巻１号 日本学術会議 1,800 記名 1978
ふるさと　№11＜アポイ岳植物研究の先達＞ 様似郷土館 1,000 初 73p 1998

森田弘彦 植物図集 ６ 私刊 1,000 折れ,少痛 61p 1985
清水敏一編 小泉秀雄植物図集＜没後50年記念記念出版＞ 小泉秀雄植物図集刊行会＝札幌 2,800 箱美 1995
栗林元二郎,平尾秀一編 花菖蒲大図譜 朝日新聞社 4,000 ２重箱 1971

原色野外植物検索図鑑　全８冊 全教図 4,500 箱 1979

長田武正,長田喜美子 検索入門野草図鑑　全９巻揃 保育社 4,000 箱 1984
＜天然記念物＞ムジナモ保護増殖事業調査報告１ 羽生市教育委員会 1,000 僅ﾔｹ 55p 1978

村田懋麿 ＜土名対照＞満鮮植物字彙 成光館書店 4,000 再箱欠並 778p 1934
井上幸三 マクシモヴィッチと須川長之助＜日露植物学界の交流史＞ 岩手植物の会＝盛岡 3,000 初ｶﾊﾞ 331p 1996
高橋英樹編 ＜北海道大学総合博物館企画展示図録＞マキシモヴィッチ・長之助・宮部 北海道大学総合博物館 1,500 初 61p 2010
林永信責任編集 ［中国語］中国甘草野生変家植 東北林業大学出版社 1,800 73p 1989
沖津進 環オホーツクの植生抜刷６種 2,500

孫雲蔚編 青島農林事務所植物名彙 青島農林事務所 2,800 40p 1938
三木茂 メタセコイア（生ける化石植物） 日本砿物趣味の会 3,000 箱,2p赤線・鉛筆線 1955
奥田，山田 北海道海産動物図説 新日本教育社 1,000 背少痛み,ｼﾐ 71p 1950

北の新博物記 株式会社太陽 1,000 1975
桑原康彰 北海道の動物記＜観察記録編＞ 新生出版 1,000 再ｶﾊﾞ 2006
芳賀良一代表 日高山系自然生態系総合調査報告書（動物篇） 北海道 1,800 表紙僅痛 1979
桑原康彰 日高の動物記 南雲堂 1,200 再ｶﾊﾞ 1996
犬飼哲夫 野幌国有林内の動物調査書＜改訂増補＞ 北海道林業試験場 1,500 ２版 48p 1936
佐藤正三 北ぐにの動物誌＜旭川叢書15＞ 旭川振興公社 1,200 初ｶﾊﾞ 1985
永田洋平 ＜新訂＞北海道動物記　謹呈署名入 みやま書房 1,300 初ｶﾊﾞ 1977
戸川幸夫 マタウンパ 野生動物追跡の記録＜野性への旅Ⅳ＞ 新潮社 2,500 初ｶﾊﾞ,ｼﾐ 1964

野生のふるさと 北海道新聞社 1,700 ｶﾊﾞ 1976
門崎允昭 野生動物痕跡学事典　謹呈署名入 北海道出版企画センター 1,200 初ｶﾊﾞ 303p 1996
今泉吉典監修 滅びゆく野生動物 タイムライフブックス 2,000 箱 1976

ヒグマ＜第15回特別展目録＞ 北海道開拓記念館 1,000 29p 1976
犬飼哲夫,門崎允昭 ヒグマ 北海道新聞社 1,000 353p 1987
犬飼哲夫,門崎允昭 ヒグマ　献呈署名 北海道新聞社 1,000 初ｶﾊﾞ 353p 1987
犬飼哲夫,門崎允昭 ＜新版＞ヒグマ　献呈署名 北海道新聞社 1,200 初ｶﾊﾞ 365p 1993
木村盛武 エゾヒグマ百科 共同文化社 1,800 490p 1983
木村盛武 春告獣＜エゾヒグマその素顔＞ 共同文化社 800 初ｶﾊﾞ 1995

あしなか　60号　表紙不美 山村民俗の会＝東京 1,000 ｶﾞﾘﾔｹ 26p 1956

西村武重 北海の狩猟者 山と渓谷社 7,500 初 1967
ヒグマ　２～30(28･29号は合併号) のぼりべつクマ牧場 15,000 28冊共 1976-91

岡田昇 ヒグマのコグマ 三五館 700 ｶﾊﾞが少痛 59p 1995
坂東忠明 けもの道を追われたヒグマとエゾシカたち ｴｺﾈｯﾄﾜｰｸ＝販売 700 初ｶﾊﾞ 2012

シカ・クマ国際フォーラム北海道1990報告書 野生生物情報センター 1,000 ｶﾊﾞ 1990

（ビニールカバー付。各冊検索図表付。個人印あり。）

（「カムチャツカ半島中部ダリナヤープロスカヤ山の森林限界付近に分布する高山ツンドラ植生」`1996~，「サハリン南部に分布するエゾマツ」`1996~，等６種。）

（西村武重「北辺の狩猟」pp.16-24,他）
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＜創立十五周年記念＞アイヌ犬の姿＜関東支部会員愛犬集 第三編＞ 天然記念物北海道犬保存会関東支部 2,500 初ｼﾐ 1970

林一編 ＜北海道犬＞純千歳系写真集 私刊＝札幌 30,000 初箱 1979
渡辺洪 北海道犬の話 北海道出版企画センター 1,000 初ｶﾊﾞ 1983

＜創立30周年記念＞名犬写真集 日本ケネルクラブ，天然記念物アイ
ヌ犬登録協会

2,500 印 1975

日本犬資料誌 牙 第２号 牙の会＝三重県 2,000 46p 1987
ゲイ・デイ・ド◆ウリケイト 野生ｸﾛﾃﾝの生態とグレートシャンタール島に於るクロテン飼育事業に関する研究資料 林野庁猟政調査課 3,500 ｶﾞﾘ並 1955
林大作，小川巌 札幌の鳥たち 北海道大学図書刊行会 1,000 初ｶﾊﾞ 43p 1983

根室市鳥類生息調査報告書 根室市教育委員会 2,500 2005
琴似防風保安林に生息する野生鳥類の調査報告書 北海道営林局 1,000 47p 1982
野鳥生息環境実態調査報告書―総括 北海道自然保護課 1,500 87p 1981

大畑孝二 ウトナイ湖＜サンクチュアリ物語＞ ひくまの出版 1,000 初ｶﾊﾞ 2001
飯島良朗 大樹の鳥Ⅲ＜大樹町鳥類目録＞ 私刊＝帯広市 1,500 少痛み 87p 2016
大舘和広 コムケ湖の野鳥＜郷土誌７＞ 紋別郷土史研究会 800 43p 2002
ネチャエフ 南千島の鳥類　藤巻裕蔵訳 日本鳥学会 1,200 並印 1979
ネチャエフ 南千島の鳥類　藤巻裕蔵訳 日本鳥学会 1,600 1979
V.ネチャエフ,藤巻裕蔵 南千島鳥類目録＜国後，択捉，色丹，歯舞＞ 北海道大学図書刊行会 2,000 1994
藤巻裕蔵編 極東の鳥類１～27　完揃 極東鳥類研究会＝帯広，美唄 28,000 保存良 86-2010
ロフコフ著 極東の鳥類１ 極東鳥類研究会＝帯広 2,000 並 50p 1986
E.N. Panov 極東の鳥類５＜南ウスリーの鳥類1＞ 極東鳥類研究会＝帯広 1,000 1990
E.N. Panov 極東の鳥類７＜南ウスリーの鳥類2＞ 極東鳥類研究会＝帯広 1,000 1992

極東の鳥類９＜南ウスリーの鳥類3＞ 極東鳥類研究会＝帯広 1,000 1993
極東の鳥類16＜ガン，ハクチョウ特集＞ 極東鳥類研究会＝帯広 1,200 1999
極東の鳥類26＜ハクチョウ・ガン・カモ類特集＞ 極東鳥類研究会＝美唄 1,200 2009
極東の鳥類28＜ロシア極東鳥類目録１＞ 極東鳥類研究会＝美唄 1,200 2011
極東の鳥類29＜ロシア極東鳥類目録２＞ 極東鳥類研究会＝美唄 1,200 2012
極東の鳥類30＜ロシア極東鳥類目録３＞ 極東鳥類研究会＝美唄 1,200 2013
鶴の日記 阿寒中学校 1,000 81p 1960
日本の白鳥　10～18，19･20･21合併号 日本白鳥の会＝札幌 4,800 10冊共 1984-96
タンチョウ＜その保護に尽くした人々＞ 特別天然記念物タンチョウ保護30

周年記念事業実行委員会
2,000 箱 1982

林田恒夫 タンチョウ＜根釧原野に生きる＞ 平凡社 600 ｶﾊﾞ 87p 1976
林田恒夫 タンチョウ＜北の原野に舞う神＞ 教育社 1,800 ｶﾊﾞ 1984
岩松健夫 丹頂鶴　［写真集］ 雪華社＝東京 1,000 大判箱 1966

日本の鶴 阿寒中学校ツルクラブ 2,000 82p 1964
大山信義 鶴が消えた村 北海道新聞社 800 初ｶﾊﾞ 233p 1988
伊藤正清 ハヤブサ＜断崖の狩猟者＞ 山と渓谷社 1,000 初ｶﾊﾞ帯欠 71p 1986
山本純郎＝写真,神沢利子＝文 しまふくろう(月刊かがくのとも１月号) 福音館書店 900 初,折込ふろく共 28p 1989
藤巻裕蔵監修 ＜新版＞北海道の野鳥 北海道新聞社 800 再僅ｼﾐ 1994
高橋達明 鳥のいる風景 淡交社＝京都 1,100 初ｶﾊﾞ 1995

札幌昆虫記＜さっぽろ文庫52＞ 北海道新聞社 1,000 ｶﾊﾞ僅線 307p 1990
神田正五，北山勝弘，荒木哲 北海道西部の蝶（終刊号）＜その分布と変異へのアプローチ＞ 道南昆虫同好会＝苫小牧 2,000 初 1982

（「附」戦前の北海道犬）

（日本中心にサハリンシベリアも含む。背景の歴史や哲学的考察も加え，旅と詩歌で綴る楽しく優れた野鳥歳時記。）
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畜大糠平生物研 東大雪地域生物相　蝶蛾編 上士幌町 3,000 1967
北大昆虫研究会 北海道の高山蝶＜ヒメチャマダラセセリ＞ 北海道新聞社 1,000 初ｶﾊﾞ 1975
朝日純一,他 ＜原色図鑑＞サハリンの蝶　献呈署名 北海道新聞社 1,200 初ｶﾊﾞ 310p 1999

森林病虫害図説＜病害編＞１，２ 帝室林野局林業試験場 1,800 ２冊共 1938,39
北方昆虫生態図鑑 北海道生物教育会 2,000 91p 1981

石井象二郎 昆虫学最近の進歩 東京大学出版会 2,000 初箱 599p 1981
松村松年 大日本害虫全書　全２冊　献呈署名 六盟館＝東京 6,000 印 計783p 1910,15
松村松年 最近昆蟲学 警醒社書店 2,000 再,赤線,書込,蔵書印 1912
松村松年 蟲界の驚異 春日書房 1,000 再痛不美 1949
小樽市博物館編 小樽海岸の自然（海産）調査報告書 小樽市博物館 1,800 並 1987

知床半島自然生態系総合調査報告書（総説・植物） 北海道 3,000 180p 1981
知床半島自然生態系総合調査(動物篇) 北海道生活環境部 2,800 1981

永田洋平 野生のキタキツネ＜北方動物記１＞ 偕成社 1,000 初ｶﾊﾞ 1980
竹田津実 キタキツネ飼育日記　全２冊 平凡社 1,200 初ｶﾊﾞ 1982,84
西島浩編集代表 北海道の自然と生物　創刊～10号完揃 榧書店＝根室　重要誌 15,000 1989
西島浩編集代表 北海道の自然と生物　２～５,８,10号 榧書店＝根室　重要誌 1,500 分売各 1990-95
西島浩編集代表 北海道の自然と生物　６号 榧書店＝根室　重要誌 600 1992
工藤樹一 カモシカの森から＜白神・津軽 北の自然誌＞ NTT出版株式会社 1,000 初ｶﾊﾞ 1996

ふくしま動物・植物誌 福島民報社 1,200 1974
ｻｰｳﾞｧ・ｳｽﾍﾟﾝｽｷｰ シロクマ物語＜北極の動物たち＞ モスクワ プログレス出版所 2,000 初,ｶﾊﾞｰ少破れ 1984
飯嶋良朗 牧場のまわりで＜獣医の動物タワゴト記＞ エコ・ネットワーク＝札幌 700 初ｶﾊﾞ 2005
佳山良正 牧人日記 朝日出版社 1,000 初ｶﾊﾞ 1987
周はじめ 草の中の伝説 法政大学出版局 2,500 初箱少ﾔｹ 1971
周はじめ カラスの四季＜改訂版＞ 法政大学出版局 3,000 箱ｶﾊﾞ少ﾔｹ 1967
山下次郎 エキノコックス－その正体と対策 北海道大学図書刊行会 1,000 初箱 1978
山下次郎 エキノコックス－その正体と対策 北海道大学図書刊行会 1,500 新装版 1987
大木隆志 ＜北海道＞湖沼と湿原＜水辺の散歩道＞ 北海道新聞社 1,500 初ｶﾊﾞ 2000
栗田昌輝近藤憲久 ＜自然ガイド＞野付　風連　根室 北海道新聞社 800 再ｶﾊﾞ 2002
河合大輔写真文 北海道の森と湿原をあるく 寿郎社＝札幌 800 再ｶﾊﾞ帯 2005

釧路湿原＜釧路叢書18＞ 釧路市 3,500 初ｶﾊﾞ 429p 1977
後藤昌美写真,ニコル文 釧路湿原　後藤の献呈署名 時事通信社 3,500 初ｶﾊﾞ 62p 1997
共同調査団編 春採湖　＜釧路叢書15＞ 釧路市 2,800 ｶﾊﾞ 303p 1974
石井寛編著 ＜前田一歩園財団創立20周年記念＞復元の森 前田一歩財団 5,000 箱付録共 300p 2002

財団法人前田一歩園財団 10年の歩み 財団法人前田一歩園財団 1,000 1992
釧路湿原保全対策調査報告書 北海道生活環境部自然保護課 2,800 1983

田英郞,鈴木康之,他 湿原の生態学 内田老鶴圃新社　２版 4,000 箱が少ﾔｹ,線 410p 1974
琅玕洞　(佐々木栄松) ＜北海道のさかな＞魚拓　５枚 私刊 3,500 箱５枚共 1950頃
佐々木栄松 ヨーロッパ美術の旅 私刊＝釧路 1,500 初箱ｶﾊﾞ 1969
佐々木栄松 ＜中南米の旅＞インカの国のデッサン 私刊＝釧路 2,500 初ｶﾊﾞ,箱が並 1970
佐々木栄松 ＜佐々木栄松作・油絵＞湿原 ３枚　＜解説付＞ 釧路パークホテル 3,800 箱がﾔｹ 1973頃
佐々木栄松 佐々木栄松作品集　（「略歴と画題の解説」付き） 私刊＝釧路 3,000 初箱 1975頃
佐々木栄松 佐々木栄松作品集２ 私刊＝釧路　限定100 2,800 箱痛ﾔｹ 1980

（GLACIALIS終刊号）



2022/7/20
東北・植物・文学

12/24

著者名 書名 出版社 金額 状態表示 ページ数 発行年

佐々木栄松 湿原＜佐々木栄松素描集＞　５枚,解説付 ＪＲ北海道釧路支社 2,500 箱がﾔｹ 1985
阿寒国立公園の自然1993　上･下･附図 前田一歩園財団 2,000 箱 1994

片岡秀郎編著 阿寒国立公園を歩く ＜コモンサイエンス・インスティテュート＞ 900 初 1996
三浦二郎 樽前ガロウのほとりで１ 樽前自然教育研究所 2,200 1990

あなたの心が森になる＜蒜沢川河畔林再生プロジェクト＞ 北の森と川・環境ネットワーク＝函館 700 初 84p 2006
支笏湖の人と自然編集委員会 支笏湖の人と自然 支笏湖の水とチップの会 3,000 　 本文597p 2007
富士元寿彦 利尻・礼文・サロベツ植物・花図鑑　署名入 偕成社 1,000 初ｶﾊﾞ 1992

積丹半島の自然と歴史＜自然編＞ 北海道開拓記念館研究報告12 北海道開拓記念館 1,500 初 1992
ウッドペッカー　２号 大雪山自然観察講座を記録する会 1,200 1985

寺島一男，他２名編 日本の森と生活を考える知床ｼﾝﾎﾟ報告書 北海道自然保護連合 1,200 1990
大雪山系自然生態系総合調査＜中間報告１十勝川流域，２石狩川流域＞ 北海道生活環境部自然保護課 2,500 再 計409p 1982
小樽海岸の自然（陸産）調査報告書 小樽市博物館 1,500 1983
知床半島＜北海道文化財シリーズ９＞ 北海道教育委員会 1,000 84p 1967
札幌円山の自然科学的研究 札幌市教育委員会 2,500 1958

周はじめ 原野の四季 理論社 1,500 初箱並 1958
八木健三,鮫島淳一郎，他 神々の遊ぶ庭　北の自然はいま 築地書館 1,000 初ｶﾊﾞ 1987

モーリー　創刊号～７号 北海道新聞野生生物基金，北
海道新聞社

3,000 ７冊共 1999-02

モーリー　４号＜特集高山植物の奇跡＞ 北海道新聞野生生物基金 400 2001
岡田昇 知床越冬記 情報センター出版局 1,500 初ｶﾊﾞ 1988
小野有五,五十嵐八枝子 北海道の自然史＜氷期の森林を旅する＞ 北海道大学図書刊行会 1,000 再ｶﾊﾞ 1993

北大自然史タイプコレクション　128年知の伝承 北海道大学総合博物館 1,000 2004
三浦二郎編 ［根室の自然と教育］48年集録　［創刊号］ 根室自然保護教育研究会 1,500 ｶﾞﾘ 約300p 1974
八木健三辻井編 北海道＜自然と人＞ 築地書館 1,500 ｶﾊﾞ 1985
岡田昇写真文 ＳＯＵＬ＜知床 岡田昇写真集＞ 響文社＝札幌 700 初ｶﾊﾞ帯 2006

カムイ・トー　写真集 新北海道教育新報社 1,000 ｶﾊﾞが並 1982
奥田実 大雪山＜山渓山岳写真選集10＞ 山と渓谷社 1,200 初ｶﾊﾞが並 1992

雅路庵通信１～13（４のみ１冊欠） 樽前自然教育研究所 2,500 1985-86
NORTHERN NATURE CONSERVATION 1988年度版 北海道大学自然保護研究会 900 1990
前田一歩園財団調査研究報告　１号 前田一歩園財団 4,500 531p 1987

許酒井原内編 かぱっ・ちぇぷ　１～５号 支笏湖の水とチップの会 3,000 1989-93
西島浩会長，他 かぱっ・ちぇぷ　２号 支笏湖の水とチップの会 600 55p 1990
俵浩三 北海道の自然保護 北海道大学図書刊行会 1,000 初ｶﾊﾞ 308p 1979

知床横断道路に係る自然環境保全緊急対策報告書 北海道自然保護協会 1,200 1983
八木健三 北の自然を守る＜知床，千歳川そして幌延＞ 北海道大学図書刊行会 1,000 初ｶﾊﾞ 1997

自然保護関係資料集　＜部内資料＞ 北海道生活環境部 1,500 1980
自然保護関係資料集　＜部内資料＞ 北海道生活環境部 3,000 1983

『会誌』改題 北海道の自然　創刊号～39号 北海道自然保護協会 25,000 39冊共 66-2001
『会誌』改題 北海道の自然　創刊号～33号（20号欠） 北海道自然保護協会 20,000 32冊共 1966-95
『会誌』改題 会誌　１～18 北海道自然保護協会 5,000 18冊共 1966-79
小川浩一郎 北海道フットパスガイド１ エコ・ネットワーク 1,500 初 87p 2013
小川巌 フットパスに魅せられて＜私のフットパス遍歴＞ エコ・ネットワーク 1,200 初 2011
清水善和 小笠原自然年代記＜自然史の窓３＞ 岩波書店 1,000 初ｶﾊﾞ帯 1998
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水越武 ＜水越武写真集＞森林限界 山と渓谷社 2,000 初ｶﾊﾞ 1986
水越武 カムイの森 北海道新聞社 1,500 初ｶﾊﾞ 1996
水越武 ＜水越武写真集＞熱帯雨林　解説湯本貴和 岩波書店 3,000 初ｶﾊﾞ 2001
水越武 天然の蘭 小学館 2,500 初ｶﾊﾞ 2002
中村道太郎 湖沼調査野帳　（奥羽など） 錦城出版社 800 ﾔｹ,表紙書込 1942
荒垣秀雄，他 ＜自然破壊黒書Ⅰ＞自然は泣いている 社会問題調査会 1,800 1972

生態学からみた北海道 北海道大学図書刊行会 7,000 初ｶﾊﾞ 373p 1993

桑島和夫編 日本の河川　日本の文明を育んだ河川 北海道タイムス社 3,000 1979

東三郎 緑間的認識試論 森林空間研究所＝札幌 560 初ｶﾊﾞ 1992
石狩川流域誌 石狩川流域100年の歩み,未来へ 2,000 折れ跡 132p [2010]

浅田英祺,他 サミットの案内人＜平成十年度報告＞ 石狩川サミット実行委員会＝旭川大学 1,300 初 1999

浅田英祺 自然主義治水論＜岡崎文吉著『治水』を読む＞ 石狩川サミット実行委員会＝旭川大学 1,000 初 82p 1999
浅田英祺 〔解説〕『生きていた百年の夢』　流水の科学者岡崎文吉 札幌テレビ放送株式会社 2,000 初 91p 1999
浅田英祺,他監修 石狩川治水の祖　岡崎文吉　改訂版 北海道開発局石狩川開発建設部 2,000 ３版 1996
浅田英祺 石狩川治水と岡崎博士 国土交通省北海道開発局石狩川開発建設部 5,000 DVD付 2003
浅田英祺,三木毅,竹中英泰編著 石狩川サミット議事総集 旭川大学地域研究所 2,000 初ｶﾊﾞ 1003p 2001
浅田英祺選並読 石狩川下航＜岡崎文吉漢詩選＞ 北海道開発局石狩川開発建設部 1,000 初 1992
石狩川振興財団編 石狩川舟運史　全２冊 北海道開発局石狩川開発建設部 2,000 箱が少痛 2003
石狩川振興財団編 石狩川舟運史　全２冊 北海道開発局石狩川開発建設部 3,000 箱 2003

石狩川100話 石狩川治水100年の歴史をたどる 石狩川開発建設部 1,000 [2010]
「石狩川の記憶」写真選考委員会 歴史を刻む母なる川 石狩川の記憶 国土交通省北海道開発局石狩川開発建設部 2,000 初 2003
北海道開発局石狩川開発建設部監修 石狩川　流域発展の礎・治水 石狩川振興財団 1,000 2002

石狩川の碑 石狩川振興財団 2,000 箱 1996
＜十勝川の川舟文化史＞澪標＜（みおつくし）＞ 十勝川川舟文化史「澪標」刊行会 7,000 箱付図 675p 2004

堀淳一 誰でも行ける 意外な水源・不思議な分水 ドラマを秘めた川たち 東京書籍株式会社 2,000 初ｶﾊﾞ 1996
鵡川・沙流川物語 北海道開発局室蘭開発建設部 1,500 初ｶﾊﾞ 97p 1998

堀淳一 わたしの北の川＜源流・悠流のドラマ＞ 北海道新聞社 800 初ｶﾊﾞ,少ｼﾐ 1994
治川回想　期成会30年の歩み 石狩川治水促進期成会 1,800 箱 453p 1982

沢四郎編 春採湖の会々報　第１輯 春採湖の会＝釧路市 2,000 44p 1969
水産調査報告39＜河川湖沼調査(層雲峡)＞ 北海道水産試験場 2,000 9p 1936

高安三次 釧路市外鳥取村冨士製紙株式会社鳥取工場廃液調査複命書 北海道水産試験場在勤技師 2,000 付図ｶﾞﾘ 18丁 1940
浅田英祺解題校訂 ＜復刻＞石狩川治水計画調査報文 全 石狩川サミット実行委員会＝旭川大学 2,500 1989

天塩川治水史 北海道開発協会 5,000 箱が汚れ 901p 1989
小林峻編集 忠別川と共に生きて＜忠別ダムふるさと誌＞ 忠別ダム建設事業所 1,500 箱が汚れ 379p 1987

常呂川治水史 北海道開発協会 4,500 箱印 472p 1987
中尾務，他 石狩川治水史 北海道開発協会 7,000 箱が不美 1015p 1980
大谷直郎編 ＜続＞石狩川治水史 北海道開発局石狩川・旭川建設部 7,000 箱 978p 2001
寺島柾史 日本科学者物語 文松堂書店＝東京 1,000 初痛 324p 1942
寺島柾史 日本科学者物語 文松堂書店 1,500 再ﾔｹ,ｼﾐ,痛 278p 1944

（東正剛，阿部永，辻井達一編。天に少シミ）

（箱が少痛,汚れ,建設省監修）

（岡崎文吉著，校訂注釈浅田英祺「石狩川下流に於ける河岸原生林に就いて」pp.175-188，他）

（1899年の報告を復刻）



2022/7/20
東北・植物・文学

14/24

著者名 書名 出版社 金額 状態表示 ページ数 発行年

寺島柾史 世界的な日本科学者 泉書房 1,500 初 1944
若濱五郎 雪と氷の世界＜雪は天からの恵み＞ 東海大学出版会 1,000 初ｶﾊﾞ 1995
島田保久編著 蝦夷地医家人名字彙 私刊＝札幌 4,800 初ｶﾊﾞ 333p 2015
松本明知 北海道の医史 津軽書房 1,000 箱印 1973
松木明知,花田要一編 津軽医事文化史料集成＜続＞ 第86回日本医史学会 2,500 初箱限 1988
松木明知編 直舎伝記抄 第86回日本医史学会＝弘前 3,500 箱 541p 1985
松木明知編 得と不得　＜限定300部＞ 私刊＝弘前 2,500 箱 315p 1991
松木明知 医と学と史 私刊＝弘前 2,800 箱 1996
松木明知編著 斉藤真教授と脊椎麻酔　＜限定300部＞ 私刊＝弘前 2,000 箱 336p 2000
松木明知 日本における脊椎麻酔死 克誠堂出版 2,000 2000
松木明知編 華岡青洲と「乳巖治験録」 私刊＝弘前 3,000 箱 2004
松木明知編 序跋集 私刊＝弘前 2,000 箱 2004
島田保久 初代会長 関場不二彦とその周辺 札幌市医師会史昭和完結編 1,000 抜刷 1996
石橋猛雄編 小樽市医師会史 小樽市医師会 1,000 箱少痛 405p 1957
小竹英夫 柏倉忠粛とその周辺＜札幌の開業医第一号＞ 北海道出版企画センター 2,000 初ｶﾊﾞ 548p 1992

札幌病院史 市立札幌病院 2,500 僅痛 46p 1925
今博士還暦記念誌 北海道帝国大学医学部病理… 2,500 378p 1939

S.コールマン著,岩舘葉子訳 ＜検証＞なぜ日本の科学者は報われないのか 文一総合出版 1,600 再ｶﾊﾞ 384p 2002
月刊 日曜日　8月号（第２号） 「日曜日」編集室 2,000 52p 1954

高見順色紙 30,000 僅ｼﾐ

早川珍竹林 俚謡集 相沢商会 6,500 署名入 1932
散文派 １～３ 北海道文学者会 5,000 1949-50

吉村昭 羆嵐,海の祭礼,黒船,文芸春秋（吉村昭)　４冊共 4,000 署名入 77-2006
坂本龍三編 ＜市立函館図書館蔵＞啄木文庫資料目録 函館啄木会 1,300 印ﾔｹｼﾐﾗﾍﾞﾙ跡 1964

葛西善蔵文学資料目録 葛西善蔵芦別顕彰会 1,000 77p 1996
極北の思想 ４ 廃刊号 北海道解放大学出版会＝札幌 2,500 初,背痛み,ﾔｹ 1971

石川啄木 一握の砂＜函館版＞ 森屋 3,000 箱 1960
村山知義他編集 テアトロ 合本 河童書房 10,000 1947-48

中河与一書簡　６通(消印昭和27,28年) 原千代海宛 50,000 ６通共 1952,53

北方文芸　1969年７月号～1991年１月号内44冊 北海道文芸協会 5,000 44冊 1969-91

北方文芸　全８冊 北海道文芸協会 35,000 初並下 1941-44
鈴見健次郎 雪の美しい国＜鈴見健次郎第二詩集＞ 北方詩話会＝札幌 12,000 初不美 1951

江上寿幸編著 備忘録 北海道芸術 札幌インターネット画廊 2,000 初ｶﾊﾞ 厚冊 2008
岡和田晃編 現代北海道文学論＜来るべき「惑星思考」に向けて＞ 藤田印刷エクセレントブックス 1,800 初ｶﾊﾞ 2019
岡和田晃 「世界内戦」とわずかな希望 伊藤計劃・SF・現代文学 アトリエサード 2,000 初ｶﾊﾞ 319p 2013
頼山陽 漢詩 ３行 50,000 文政７

（「光は声を持たないから 光は声で人を呼ばない 光は光で人を招く」）

（78,84～91号,９冊合本）

（ペン書き。封筒付。中は1枚２通,2枚２通,3枚２通。封筒シミ有り。）

（藤本英夫「金田一博士の死」,上西晴治「雪の来るまで」,木野工「襤褸 正,続」,他道内作家）

（献呈書名入,印刷＝栗山町小柄皎。白交）

（額装21.5㎝×30㎝,異なる落款２ヶ所）

（更科源蔵「裸馬」pp.32-33，他）
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＜文学の鬼を志望す＞八木義徳展 町田市民文学館ことばらん 1,000 88p 2008
土合弘光 心には北方の憂愁(ﾄｽｶ)八木義徳書誌 同刊行会＝室蘭 700 初並 1986
佐々木啓子編 中城ふみ子資料目録 佐々木政夫私刊＝札幌 1,000 初 136p 2000

船山馨 自筆葉書 ８通,妻（翠） １通 青山光二宛 30,000 ９通共 1957-79
子母沢寛 子母沢寛自筆書簡・葉書12通　(書簡６通，葉書６通) 75,000 1947-65

渋沢秀雄　自筆原稿　６種 200字原稿用紙 20,000 ﾔｹｼﾐ

森田たま 森田たま自筆書簡６枚 中央公論清水某宛て 15,000 1939

大場啓志 三島由紀夫 古本屋の書誌学 ワイズ出版 1,500 再ｶﾊﾞ帯 1998
常設展 北海道文学の流れ　図録 北海道文学館 1,000 1995

更科源蔵葉書１枚,年賀状１枚 脇とよ宛 3,000 ２枚 1970,84

米村喜男衛書簡葉書（更科源蔵宛３通,和田義雄宛２通） 3,000 1953-71

＜福山奇談＞陸奥の松風　全２冊 法木菊次郎原版井上翻刻 20,000 和装Ｂ 64p,41p 1883

＜福山奇談＞陸奥の松風　前編 法木菊次郎原版井上翻刻 5,000 和装痛 35p 1882
本庄陸男 石狩川 上下　角川文庫 角川書店 1,000 再 1956

札幌文学 第17号 札幌文学会 1,000 痛 66p 1955

本庄陸男 本庄陸男全集 第1～4巻 影書房 4,000 初箱 1993-96

本庄陸男 オホーツク作品集 紋別郷土史研究会 1,000 再,表紙少痛 1974
久保栄 のぼり窯 新潮社 1,000 初箱ﾔｹｼﾐ 1952

久保栄研究１～７ 「久保栄研究」発行所 2,500 ７冊共並 1959-64
山田善靖編集代表 久保栄演技論講義 三一書房 600 初ｶﾊﾞ 1976
久保栄 ＜戯曲＞林檎園日記 中央公論社 800 初ﾔｹ,ｼﾐ 1947

鶴田知也 北方の道 錦城出版社 1,000 初,ﾍﾟｰｼﾞ折れ,少汚 447p 1942
鶴田知也 鶴田知也作品集 新時代社 1,000 再箱痛 702p 1971
小正路淑泰編 鶴田知也作品選 鶴田知也顕彰事業推進委員会 1,500 初 1992
坂東三百 雪みち 巌松堂書店 1,500 初ﾔｹ,少難 306p 1946
高野斗志美 ＜屯田作家＞板東三百－人と作品 旭川市＜旭川叢書６＞ 2,000 ﾔｹ 1972
寒川光太郎 自筆書簡　（松田悦夫宛） ペン書き４枚 20,000 1966

寒川光太郎書簡１通,葉書４枚　人美勝彦宛 20,000 ５点共 1969-
寒川光太郎自筆書簡 １枚 えぞ文庫宛 3,000

寒川光太郎 北風ぞ吹かん 桜井書店＝東京 1,000 再ﾔｹｼﾐ,蔵書印 351p 1942
李恢成 自筆原稿『ﾓｰﾊﾟｯｻﾝ｢ピエールとジャン｣』 ペン書き，２枚完 15,000 1986

李恢成 またふたたびの道 講談社 1,000 再ｶﾊﾞ 1971

（ﾔｹ,個人印,上巻の目録1ページ破れ・書込み,本文は問題なし）

（本庄陸男「＜遺稿＞この力だ！進め！」pp.21-27,他）

（1巻にボールペン線（1pのみ）,4巻帯破れ,他は本体美）

（記名,ページ折れあり）

（他に、もう少しくわしいこの草稿もあり。つまり活字になったのは圧縮されたもの。）

（『乳房喪失』などで知られる歌人中城ふみ子の書簡，新聞記事，同人誌等を系統的に集成した労作。遺族所蔵の資料も含まれ，今後の研究に大きく貢献する初の重要な資料目録。）

（「親一人子一人」28枚。「透明な瞼」12枚。「拍手考」22枚。「古い唱歌の思い出」。「句会礼讃」16枚。「わが音楽史」23枚。）

（上海より航空便,封筒は切手が剥がれている）

（「新春来る セタウシヌプリは 狼の天くだる山 セタは犬なるも オオカミもまた セタという」）

（米村博物館長還暦記念モヨロ祭パンフレット内容,古代文化協会会長山本多助,古代舞踏プログラム,美幌,釧路,樺太各班による25の舞踊のﾁﾗｼあり（1枚破れあり,1953年））

（前編は美,後編僅か痛）
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夏堀正元 北の墓標＜小説郡司大尉＞ 文芸春秋 1,000 初ｶﾊﾞ 1975

夏堀正元 小樽の反逆＜小樽高商軍事教練事件＞ 岩波書店 1,000 初ｶﾊﾞ帯 1993
中沢茂 海盤車の旗かつぎ 北方文芸刊行会 1,000 初ｶﾊﾞが痛 361p 1977

柿本良平 石狩の歌 越後屋書房 1,000 初ｶﾊﾞ 311p 1942

牧野昭一 風の中の紙のように　献呈署名 マルス社 1,000 初ｶﾊﾞ 544p 1985
宮之内一平 造材飯場 北方公論社 2,000 初 371p 1958

宮田久 私の「亜寒帯」＜新聞コラムを書いて十余年＞ 北海タイムス社 800 初箱 363p 1978
村上元三 北斗の鐘 新小説社 3,500 僅痛ﾔｹ 309p 1941
中山正男 馬喰一代　風雪篇 東光書房＝東京 3,000 初印,ﾔｹ,ｼﾐ 1953

＜別冊＞文学岩見沢＜辻村もと子・未発表作「山脈」＞ 文学岩見沢の会 1,000 初 2018
荒井良夫 森の精霊＜辻村もと子の短すぎた生涯＞北国に光を掲げた人々＜北海道青少年叢書＞ 北海道科学文化協会 2,000 1997
畔柳二美 姉妹 大日本雄弁会講談社 800 初ｶﾊﾞ帯,ﾔｹ,ｼﾐ 1955
竹内てるよ 自筆簡易書簡　黒木祥一宛 10,000 １枚,鉛筆書き14行 1950
竹内てるよ 雪のある素描 鄰(ﾘﾝ)友社＝東京 3,000 初ﾔｹｼﾐ,個人印 1943
竹内てる代 ＜詩集＞静かなる愛 第一書房 1,000 初ｼﾐ 1941
竹内てるよ 生命の歌 第一書房 1,000 初ﾔｹ,ｼﾐ 310p 1941
竹内てるよ 美しき朝 明治美術研究所 1,000 初ﾔｹｼﾐ難 1943
竹内てるよ 霜の来る朝 南北書園 900 初ﾔｹ 1946
竹内てるよ 黎明の書 萬里閣 1,000 初ﾔｹ 1946
竹内てるよ いのち新し 主婦之友社 3,000 初ﾔｹｼﾐ 321p 1952
竹内てるよ 北のふるさと物語 白都書房＝札幌 1,500 初不美,1p破れ 1947
竹内てるよ 愛と孤独と 寳文館 1,000 初ﾔｹ 1950
竹内てるよ 花とメノコと 第二書房 1,500 初ｶﾊﾞ並 1958
戸沢みどり 分教場の娘　署名入 北書房 2,000 初ｶﾊﾞ帯 1974
伊藤桂子 十勝丘陵 謹呈署名入 北海タイムス社 1,000 初ｶﾊﾞ,2p折れ 1988
三浦綾子 われ弱ければ 矢嶋楫子伝 小学館 1,000 初ｶﾊﾞ 1989
三浦綾子 ちいろば先生物語 朝日新聞社 1,000 初ｶﾊﾞ 409p 1987
三浦綾子 命ある限り 角川書店 1,000 初ｶﾊﾞ 1996
高野斗志美 評伝　三浦綾子＜ある魂の軌跡＞　旭川叢書27 旭川振興公社 1,000 初ｶﾊﾞ,小口にｼﾐ 369p 2001

北国に光を掲げた人々 北海道青少年叢書36 北海道科学文化協会 2,000 2018

原田康子 原田康子書簡　封筒付毛筆３枚 38,000 1959

原田康子 風の砦　全２冊 新潮社 1,000 初ｶﾊﾞ帯 1983
津島佑子 夢の記録 文芸春秋 1,000 初ｶﾊﾞ帯 1988
田所篤三郎 有島武郎の思出 共成舎 25,000 再,赤線 1927

有島武郎個人雑誌　泉　全10冊 叢文閣 10,000 痛 1922-23
有島武郎と札幌 有島武郎記念会 1,500 少汚れ 61p 1963

高山亮二 有島武郎とその農場・農団 星座の会 800 僅ｼﾐ 78p 1986

（小田実宛て献呈署名入り）

（著者の「エッセー集 贈呈」の書込みと印）

（ページ折れ,印,ﾔｹ,ｼﾐ）

（ﾔｹ,ｼﾐ,ﾍﾟｰｼﾞ折れ跡）

（合田一道「「氷点」が問いかけるもの 三浦綾子の生涯」pp.79-141，他）

（菊地康雄宛,昭和34年6月30日付,本人自筆の略歴・詳しい作品一覧あり）
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回想の有島武郎＜有島武郎記念誌第３集＞ 有島武郎記念会 2,000 初 67p 1966
田中潜 有島武郎とその時代 有島武郎記念会 800 69p 1961
田中潜 有島武郎とその時代 有島武郎記念会 500 背痛 69p 1961

有島武郎文学アルバム　図録 北海道文学館 900 ﾔｹ 40p 1967
山田風太郎 地の果ての獄 上下（山田風太郎明治小説全集５,６） 筑摩書房　文庫 1,000 初２冊共 1997
白樺文学館多喜二ライブラリー企画,編 生誕100年記念 小林多喜二 国際シンポジウムPartⅡ報告集 私刊 1,000 数ﾍﾟｰｼﾞ折れ 2004
中村武羅夫 ＜随筆＞濤聲 文松堂 1,000 初ﾔｹｼﾐ 324p 1943
中村武羅夫 恋愛行進曲 青踏社 1,200 初ﾔｹｼﾐ 1946

伊藤整 裁判　下 晶文社 1,000 初帯ｶﾊﾞ 369p 1997
緑丘－伊藤整追悼号 小樽商大同窓会誌 2,000 並 1971
亀井勝一郎書簡 20,000 1953

島木健作 随筆と小品 河出書房 600 再,ﾔｹ,ｼﾐ,少難 308p 1939
脈　90号　特集 吉本隆明の『全南島論』 脈発行所 1,000 2016
脈　96号　特集 芥川賞作家・東峰夫の小説 脈発行所 1,000 2018
文学評論 第三巻第三号（二周年記念特集） ナウカ社 2,000 1934

文学評論 第二巻第六号 ナウカ社 2,000 1934

新創作　第11,12,13号 新創作同人会＝札幌 4,500 ３冊共 1964

向井豊昭 DOVADOVA＜ドバドバ＞ 四谷ラウンド 1,300 初ｶﾊﾞ,2p少痛 2001
船山馨 稚情歌 創美社 1,000 初少痛印 1946
船山馨 笛 文化書院 1,000 初帯ﾔｹ,木村文庫印 1947
船山馨 笛 文化書院 900 初ﾔｹ,僅痛 1947
船山馨 雨季 銀座出版社 900 初ﾔｹ少痛 1948
船山馨 魔術師 文化書院 1,000 初ﾔｹｼﾐ 1948
船山馨 お登勢　角川文庫 角川書店 500 再改版 700p 2002
船山馨 続　お登勢 毎日新聞社 2,500 初ｶﾊﾞ 1973
船山馨 刺客の娘 角川書店 1,000 初ｶﾊﾞ帯,ｼﾐ 1974
船山馨 花と濤　全２冊 河出書房新社 1,000 初ｶﾊﾞ並 1976
船山馨 旅の手帖 青娥書房 1,000 再,ｶﾊﾞｰ汚れ 62p 1977
船山馨 茜いろの坂　全２冊 新潮社 1,000 初ｶﾊﾞ帯 1980
船山馨，他 キング　昭和21年９月号 講談社 1,000 82p 1946

船山馨 新潮　第39年第９号 新潮社 2,500 並 1942

新潮　第42年第４号 新潮社 2,000 72p 1945

川西政明 孤客　船山馨の人と文学 北海道新聞社 1,000 初ｶﾊﾞ帯 1982
沢田誠一 牡丹　限定300部　署名入 朱鳥書屋＝札幌 1,000 初箱 69p 1980
八木義徳 劉廣福 成瀬書房 5,000 特装箱 1980

（吉田洋一宛,1枚,昭和28年8月6日）

（痛,表紙欠損,島木健作「私事」pp.７-８，他）

（ﾔｹ,ｼﾐ,森谷茂「個性の問題と島木健作論」pp.140-151，他）

（表紙にｼﾐ,島木健作特集,補遺2冊）

（船山馨「浅草慕情」 pp6-17，他）

（船山馨「竹取」pp.106-115,他）

（表紙,小口に書込み）

（ﾔｹ,背痛み,島木健作「黒猫」pp.64-72,他）
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八木義徳 私のソーニャ　献呈署名 文芸春秋新社 4,000 初ﾔｹｼﾐ,少難 1949
八木義徳 摩周湖　署名入 土筆社 3,000 初箱帯 1971
八木義徳 摩周湖 土筆社 1,000 初箱帯 1971
八木義徳 一枚の絵 河出書房新社 600 初帯,箱が少ｼﾐ 1981
八木義徳 漂雲 河出書房新社 700 初,箱が少ｼﾐ 1984
八木義徳 家族のいる風景 福武書店 500 再ｶﾊﾞ帯,天にｼﾐ 1986
八木義徳 文学の鬼を志望す 福武書店 800 初ｶﾊﾞ帯,天のｼﾐ 1991
八木義徳 何年ぶりかの朝＜八木義徳自選随筆集＞ 北海道新聞社 1,600 初ｶﾊﾞ帯 1994
武田泰淳 文人相軽ンズ 構想社 1,000 初箱 346p 1976
比嘉美津子 素顔の伊波普猷 ニライ社 2,000 再ｶﾊﾞ帯 1997
佐々木譲 暴雪圏＜新潮文庫＞ 新潮社 300 初ｶﾊﾞ 513p 2011
佐々木譲 ユニット＜文春文庫＞ 文芸春秋 300 再ｶﾊﾞ 526p 2009
佐々木譲 警官の紋章　署名入 角川春樹事務所 2,000 初帯ｶﾊﾞ少痛 360p 2008
佐々木譲 うたう警官　署名入 角川春樹事務所 1,500 初箱帯 351p 2004
浅田次郎 終わらざる夏 上中下＜集英社文庫＞　3冊共 集英社 600 初ｶﾊﾞ,並 2013
帚木蓬生 三たびの海峡＜新潮文庫＞ 新潮社 300 再ｶﾊﾞ,ﾔｹ,ｼﾐ 465p 1995
丸山健二 ひもとく花 新潮社 1,500 初ｶﾊﾞ 2003

森田たま ＜童話集＞鉛の兵隊＜出開美千子装画＞ 中央公論社 1,300 初箱不美 1939
森田たま はるなつあきふゆ 錦城出版社 700 初箱,ﾔｹ,ｼﾐ,少難 1943
森田たま 招かれぬ客 文潮社 1,000 初,ﾔｹ,少難 1948
森田たま 新粧 大日本雄弁会講談社 800 初少難 1956
森田たま 押絵の女 東方社 1,500 初ｶﾊﾞ,ﾔｹ,ｼﾐ 311p 1958

わたしの森田たま 東京文化センター 1,000 初箱 1972
細野孝二郎 楽園の夢 ふもと社 2,500 初,ﾔｹ,少痛 1947
志賀直哉 網走まで＜細川叢書３＞ 細川書店＝東京 700 初ﾔｹｼﾐ 46p 1947
中村南 サイドショー　署名入 柏艪舎＝札幌 1,500 初ｶﾊﾞ 2005
中村南 でぃすたんす　署名入 柏艪舎＝札幌 1,000 初ｶﾊﾞ帯 2006
中津川俊六 中津川俊六全集　全２冊 立風書房 1,000 初箱 1982

長見義三 白猿記 北海道新聞社 800 初ｶﾊﾞ 1977
長見義三 姫鱒　小説 砂子屋書房 5,000 初箱,ﾔｹ,ｼﾐ 333p 1939

21日　８号＜長見義三追悼記念号＞ 21日の会＝千歳市 1,000 少痛 174p 1995
21日　８号＜長見義三追悼記念号＞ 21日の会＝千歳市 2,000 174p 1995

畑中康雄 待つ，旅－シベリア鉄道に乗る 西田書店 2,000 初ｶﾊﾞ,天に少ｼﾐ 1992
畑中康雄 地球ふた回り八万九千キロの船旅 ㈱技術と人間 1,000 初ｶﾊﾞ 2002

日本近世自筆集,近代作家原稿集＜善本写真集一,七＞ 天理図書館 1,500 ２冊共 1953,56
秋田雨雀 国境の夜 未来社 1,000 再,表紙少難 47p 1976
浜谷一梅 鮫吉物語 小説「鮫吉物語」刊行委員会 1,000 箱が少痛 1971
工藤正廣編 永遠と軛 ボーリス・パステルナーク評伝詩集　謹呈署名入 未知谷 1,000 初ｶﾊﾞ 2015
工藤正廣 アリョーシャ年代記　全３冊 未知谷 3,500 初ｶﾊﾞ 2019
石坂洋次郎 私の鞄 高山書院 1,000 初箱が痛,ﾔｹ,ｼﾐ 300p 1940

（二百部限定版。肉筆署名落款入,外箱が少ｼﾐ）

（記名,綴じゆるみ,少ｼﾐ）

（本名＝武田暹,正誤表付）
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石坂洋次郎 わが半生の記 新潮社 800 初箱,表紙にｼﾐ 1975
＜生誕百年記念＞石坂洋次郎集 石坂洋次郎の会 1,000 初ｶﾊﾞ 2000

林真理子 白蓮れんれん 中央公論社 1,000 初箱 341p 1994
小檜山博 荒海　謹呈署名入 福武書店 2,000 初ｶﾊﾞ 1982
桜木紫乃 凍原＜北海道警釧路方面部 刑事第一課・松崎比呂＞　小学館文庫 小学館 300 再,ｶﾊﾞｰが少痛 344p 2013
佐藤泰志 海炭市叙景　小学館文庫 小学館 300 再ｶﾊﾞ並 2011
團紀彦 るにんせん 新風舎 3,000 初ｶﾊﾞ 2003
村上卿 女歴 函館春秋社 2,000 初 503p 1962

北国に光を掲げた人々 北海道青少年叢書35 北海道科学文化協会 1,000 2017

平田小六 ＜短篇集＞童児 ナウカ社 2,000 初 1935

泉兼豪 大義名分猶存す いづみ會 1,000 初ｶﾊﾞ,ｼﾐ 1955
黒川典秋 還らざる人＜ある菅江真澄伝＞　日本短編小説文庫29 近代文芸社 1,500 初ｶﾊﾞ 92p 1992

鉄塔　第二巻第一号 鉄塔書院 1,000 初痛 76p 1933

東延江 ＜詩集＞夢　謹呈署名入 「茴」クラブ 1,000 初 1998
菊池正 ＜詩集＞樺太山系 詩と歌謡の社＝東京 4,000 初背少痛,ﾔｹ,ｼﾐ 1944
吉木俊司編 小熊秀雄賞受賞詩集詩撰 しゃべり捲くれ 小熊秀雄賞市民実行委員会 800 初 2017
三吉良太郎編著 秋風の饗宴　正誤表付 道標発行所＝新十津川村 2,000 1950

現代詩 第一巻第三,七,八号 詩と詩人社 5,000 ３冊共 1946

更科源蔵 滞京日記　正誤表付 北海道文学館 1,000 初 2004
更科源蔵 北の國の物語 大鵬社＝東京 10,000 初印Ｃ 1944
更科源蔵 ＜詩集＞種薯　署名入＜付録２種＞ 風書房＝東京　限300 2,000 復刻,箱が少難 1973
更科源蔵 無明 さろるん書房 1,000 初箱痛 198p 1952
更科源蔵 ＜詩集＞如月日記　正誤表付 情緒刊行会＝旭川 1,300 初ｶﾊﾞｼﾐ 1984
北海道文学館編 ＜更科源蔵生誕100年＞北の原野の物語 北海道立文学館 1,000 初 31p 2004
更科源蔵 更科源蔵詩集　佐々木逸郎編 北海道編集センター 1,000 初ｶﾊﾞ帯 1973
更科松見 続々北海道絵本　松見八百造画刻 さろるん書房　限300 4,000 初箱 1978

渡辺茂編 原野歴程＜更科源蔵・人と作品＞ 更科文学碑建立期成会 1,000 1977
渡辺茂編 原野歴程＜更科源蔵・人と作品＞（礼状,パンフレット2点付） 更科文学碑建立期成会 1,500 1977
森川勇作 原野の中の更科源蔵　署名入　正誤表付 札幌・弟子屈会 2,000 初ｶﾊﾞ汚 1994
森川勇作 原野の中の更科源蔵 札幌・弟子屈会 1,500 初ｶﾊﾞ汚 1994

辺疆文学 辺疆文学社 2,000 背少痛 28p 1949

中家金太郎 我が墓碑銘＜中家金太郎詩集＞ 現代書房＝東京 2,000 再ｶﾊﾞ 90p 1967
佐藤喜一 中家金太郎像＜旭川叢書７＞ 旭川市 700 初 1973
加藤愛夫 ＜交響詩＞岩見沢,楽譜 岩見沢文化連盟 3,000 ２冊並 1973
加藤愛夫 詩人のいる風景　献呈署名入 青土社 1,000 初箱少汚 1970
加藤愛夫 ＜詩文集＞バイエルンの秋 情緒刊行会 1,000 初箱 1977
加藤愛夫 ＜詩集＞夕陽無限　謹呈署名入 北書房 1,000 初並,箱が少痛 1972

（佐藤春夫「半夜偶記」pp.53-54,他）

（2冊表紙に個人印,経年劣化,萩原朔太郎,更科源蔵,堀口大学,池田克己,他）

（更科源蔵，松見八百造署名。ｵﾘｼﾞﾅﾙ版画入。）

（赤木俊子「目次ｶｯﾄ」,中家金太郎「陷穽（あな）」pp.２-６他）

（合田一道「空と海と大地を詩に 時雨音羽の生涯」pp.59-121，他）

（こうづまやすひこ印記名,ﾔｹ,ｼﾐ,軽いページ折れあり）
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加藤愛夫 幻虹＜加藤愛夫詩集＞　署名入 北海道詩人協会＝札幌 1,500 初ｶﾊﾞ並 1961
加藤愛夫 幻虹＜加藤愛夫詩集＞　献呈署名 北海道詩人協会＝札幌 1,000 初ｶﾊﾞ不美 1961
坪松一郎 ＜童話＞石狩平原の子供 玄文社＝札幌 3,500 ｼﾐ 30p 1946
枯木虎夫 ＜枯木虎夫詩集＞羆　献呈署名入 北方の詩社＝倶知安町 2,500 初,少折れ 1955
枯木虎夫 ＜枯木虎夫＞石狩平原の手紙 井上二美私刊＝札幌 1,000 初 1999
江原光太 ＜詩集＞吃りの鼻唄＜第５詩集＞ 北方文学会 5,500 初 65p 1974

江原光太 ＜詩集＞吃りの鼻唄＜第５詩集＞ 北方文学会 6,500 再ｶﾊﾞ,小型本 65p 1974
江原光太 ぼくの演説・江原光太ガリ版第８詩集,石人叢論２ 創映出版,石人社 3,000 2冊共 1986

火山帯 火山帯詩社＝札幌 2,000 少痛み 38p 1958
＜詩と評論の雑誌＞眼 創刊号～２巻２号　７冊共 眼の会＝千歳 8,000 書込，経年劣化 1954-55

花崎皋平 アイヌモシリの風に吹かれて 小樽詩話会事務所 500 再 89p 2009.3
河邨文一郎 河邨文一郎詩集　献呈署名 思潮社 1,000 初箱 1982
河邨文一郎編 金子光晴抄＜詩と散文に見る詩人像＞ 冨山房 500 謹呈署名 310p 1995
河邨文一郎,他編 ＜詩と詩論＞核　１～38号（37号欠）,最終号,作品集 核の会 30,000 39冊共 1959-2005

河邨文一郎,他編 ＜詩と詩論＞核　１～35号（15冊欠） 核の会 10,000 20冊共 1959-79
山川力 寒夜に灯りが消えた－山川力詩集 れんが書房新社 600 80p 1985
山川精 ＜山川精詩集＞哈爾賓難民物語 サッポロ堂書店 1,500 再刊 76p 1987

山川精 ＜詩集＞届かぬ声 北海文学同人会＝釧路 800 初,並,ｶﾊﾞｰが欠 79p 1995
山川精 ＜詩集＞届かぬ声 北海文学同人会＝釧路 1,000 初ｶﾊﾞ 79p 1995

藤田民子 蝉の夢の上澄みを踏んで 緑鯨社＝釧路 1,500 初ｶﾊﾞ美 1998
中幡敬一郎 千載詩集 江別で謄写印刷 7,500 痛 1955

松島東洋編集代表 ＜塔崎健二を悼む＞時間の焔－無神の空＜エッセイ集・資料・年譜＞ 塔崎健二追悼文集刊行の会＝旭川 700 初,ﾍﾟｰｼﾞ少折れ 94p 1997
猪狩満直 猪狩満直全集 同刊行委員会　付録共 3,000 初箱,帯が少痛 776p 1986
北村透谷 楚囚之詩　春祥堂版 日本近代文学館 1,000 24p 1980

北村透谷 楚囚之詩 名著復刻全集 近代文学館 1,000 24p 1968
支部沈黙 ＜詩文集＞空と山の線 富貴堂 5,000 初,ﾔｹ,ｼﾐ,少難 1935

頼三樹詩集　著者謹呈署名 私刊 8,000 初,個人印,ｼﾐ 84p 1960
木村茂雄 罌粟と蜥蜴（詩集）　限定120 署名入 函館文庫 8,000 初,表紙が痛 45p 1947
笠井嗣夫 青い空 夢の死骸 詩人たち 笠井嗣夫詩論集 白夜叢書１ 白馬書房 1,000 初ｶﾊﾞ 1979

北斗の印―吉田一穂 古平町,古平町教育委員会 1,200 79p 1999

鷲巣繁男 蝦夷のわかれ(蝦夷のかたみ)　謹呈署名入 私刊 20,000 初 28p 1972
高橋渉二 ＜高橋渉二個人誌＞タダ　１～８号　８冊共 私刊＝札幌市西区 6,000 並ｶﾞﾘ 1972-74

北海道詩集 新人号 北海道詩人協会 1,000 少折れ,僅汚 1962
白袍詩存　和装 白袍詩存刊行会 700 箱・解説欠,印 1958

佐佐木信綱 ぼくたちの研究室 和歌ものがたり さ・え・ら書房 1,000 初ｶﾊﾞ 1956

（限定百部,ガリ版,署名入）

（表紙カット一原有徳）

（『ひまわりと眠る』７頁，あり）

（「哈爾賓難民物語」に続く第２詩集。哈爾賓での少年期の戦争体験を，高い批評精神の裏付けによって，美しい言葉の結晶とする。敗戦後50年の記念碑的詩集。）

（中幡小松(孫)・支部沈黙(甥)共編）

（名著復刻　詩歌文学館 連翹セット）

（吉田一穂生誕100年記念事業実行委員会＝札幌，も編集・発行に参加）

（ﾔｹ,表紙が少痛,「バチェラー八重子」pp.166-167，他）
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北海道歌壇史 北海道歌人会 1,000 初箱 533p 1971

中城ふみ子 ＜定本中城ふみ子歌集＞乳房喪失 角川書店 3,000 初ｶﾊﾞ 1976
うたり 創刊号 うたりの会 2,000 印,ｼﾐ,ﾔｹ 57p 1966
情緒 第31号 情緒刊行会 1,000 初 1961
情緒　創刊号～３号　３冊共 情緒刊行会 3,000 痛,ｼﾐ,少破れ 1947-49

山名康郎 中城ふみ子の歌＜華麗なるエゴイズムの花＞　署名入 短歌新聞社 1,000 初ｶﾊﾞ 2000
野原水嶺　１ ＜歌集＞花序　毛筆署名入＜第１歌集＞ 潮音社＝鎌倉 3,000 初ｶﾊﾞ並,ﾍﾟｰｼﾞに折れ跡 1952
野原水嶺　２ ＜歌集＞本籍地　毛筆識語署名入＜第２歌集＞ 日本文芸社 4,000 初箱 1964
野原水嶺　３ ＜合併普及版＞花序と本籍地 辛夷社＝帯広 1,500 初 1975
野原水嶺　４ 幾山河　＜第３歌集＞ 辛夷社＝帯広 1,000 初箱がﾔｹ 1974
時田則雄 夢のつづき＜時田則雄歌集＞＜５歌集＞　謹呈署名 砂小屋書房 1,000 初ｶﾊﾞ帯,小口僅ｼﾐ 1997
時田則雄 ペルシュロン＜時田則雄歌集＞＜６歌集＞　謹呈署名 ながらみ書房＝東京 1,000 初ｶﾊﾞ,帯が少痛 1999
時田則雄 ポロシリ＜時田則雄歌集＞＜９歌集＞ 角川書店 1,000 初ｶﾊﾞ帯 2008
時田則雄 オペリペリケプ百姓譚＜時田則雄歌集＞　署名入 短歌研究社 2,000 初ｶﾊﾞ帯 2012
時田則雄 野男の短歌流儀 本阿弥書店＝東京 1,000 初ｶﾊﾞ 2005
時田則雄 歌の鬼 野原水嶺秀歌鑑賞 短歌研究社 1,200 初ｶﾊﾞ 2005
時田則雄 北の家族＜エッセイ集＞ 家の光協会 1,000 初ｶﾊﾞ帯 1999

啄木と札幌 石川啄木記念像設立期成会 1,200 1981
釧路と啄木－76日間の足跡 啄木来釧80年記念の会 700 44p 1988

荒又重雄 啄木を英文で詠む＜Composing English Phrases on the base of The
Takuboku's Tankas＞

私刊＝札幌市 1,000 加筆修正 65p 2009

荒又重雄 啄木を英文で詠む＜Composing English Phrases on the base of The
Takuboku's Tankas＞

私刊＝札幌市 900 加筆修正,表紙折れ 65p 2009

阿部たつを 啄木と函館　付図 幻洋社 1,000 ｶﾊﾞ僅ｼﾐ 1988
岸本翠月 ＜歌集＞富良野路 新墾発行所＝札幌 1,500 初箱がﾔｹ並 1964
坂田資宏 北海道の歌碑 原始林社＝札幌 2,000 初ｶﾊﾞ 1990

函館俳壇史 函館俳句協会 3,000 78p 1998
井上隆明 東北・北海道俳諧史の研究＜新典社研究叢書150＞ 新典社 7,000 初箱 538p 2003
小西龍馬 オホーツク＜玉藻俳句叢書Ⅸ＞ 玉藻社 1,000 表紙が少ｼﾐ 1999
大道寺将司 棺一基　大道寺将司全句集 太田出版 1,000 再ｶﾊﾞ 2012
野ざらし延男編 俳句同人誌 天荒　60号 天荒俳句会 500 2018
柳美里 家族シネマ 講談社 500 再ｶﾊﾞ 1997
柳美里 命 小学館 1,000 初ｶﾊﾞ 2000
柳美里 魂 小学館 1,000 初ｶﾊﾞ 2001
柳美里 石に泳ぐ魚 新潮社 1,000 初ｶﾊﾞ 2002
須貝光夫 ジャコウジカものがたり 須貝光夫創作集 共同文化社 1,500 初ｶﾊﾞ 431p 2017
川越宗一 天地に燦たり 文芸春秋 1,000 再ｶﾊﾞ帯 349p 2020
澤田展人 人生の成就　署名入 中西出版 1,000 初ｶﾊﾞ 428p 2021
谷暎子 占領下の児童書検閲　資料編＜プランゲ文庫・児童読み物に探る＞ 新読書社 2,000 初ｶﾊﾞ 2004

ヘカッチ　１～９完　＜北海道子どもの文化研究同人誌＞ 北海道子どもの文化研究　同人
「ヘカッチ」の会

8,000 ９冊共 94-2005

（箱にテープ跡,本体に線,汚れ）

（謹呈署名,蔵書印,訂正書込,数ページ折れあり）

（１期，全９冊共,６に有益書込あり）
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ヘカッチ　６　＜北海道子どもの文化研究同人誌＞ 北海道子どもの文化研究同人｢ヘ
カッチ｣の会　各

800 書込み２ヶ所 2001

ヘカッチ　１～５,７　＜北海道子どもの文化研究同人誌＞ 北海道子どもの文化研究同人｢ヘ
カッチ｣の会　各

900 94-2002

山下明美 老後はサスペンス サッポロ堂書店 800 初 2021
石森延男自筆書簡 １枚（写真２枚付） 和田義雄宛 3,000

石森延男 千軒岳　献呈署名入 東都書房 1,500 初箱 318p 1969
加藤多一 フォト北海道 牧場・風がゆくところ 北海道新聞社 500 初 63p 2000
日本児童文学者協会北海道支部編　 ＜北海道児童文学作品集＞原っぱ 楡書房＝札幌 1,500 ｶﾊﾞ,ﾔｹ,ｼﾐ,並 167p 1959
なかにし礼 ＜絵本詩集＞金色の翼 CD付 響文社 1,000 初ｶﾊﾞ帯 31p 2014

般若心経　彩墨画 治海 響文社 1,500 初ｶﾊﾞ帯 63p 2021
道児童文学の会 原野の風　１～23（18,19欠）　21冊共 北書房 10,000 赤線,書込み,ｼﾐ 1970-84
稗田一俊文,夏目義一絵 ＜月刊＞たくさんのふしぎ 1989年6月（第51号） ヒグマのくる川 福音館書店 500 初,裏表紙記名 44p 1989
寺沢孝毅文・写真 ＜月刊＞たくさんのふしぎ 1991年3月（第72号） 海鳥の島 福音館書店 500 初,裏表紙修正液跡 48p 1991
道児童文学の会 原野の風　１～33号　33冊共 北書房 20,000 数冊,経年ﾔｹ 1970-95
ﾏｲｹﾙ･ﾎﾟﾗｰﾄﾞ著,松村佐知子訳 伝記 世界を変えた人々15　グーテンベルク 偕成社 1,000 初ｶﾊﾞ 1994
古沢仁,文・絵 ＜月刊＞たくさんのふしぎ 1999年7月（第172号） 時をながれる川 福音館書店 500 初 44p 1999
和田義雄編 窓　23号　豆本 「窓」編集室＝札幌 800 24p 1962

北海道文学全集　全23巻完揃 立風書房 8,000 箱帯 1981

黒川創 国境 メタローグ 1,000 初,ｶﾊﾞｰが破れ 430p 1998
＜創作五人集＞冬の宿 創作手帖発行所 1,000 初 1953

木村不二男 綴方の書 刀江書院 2,000 初ﾔｹ,少ｼﾐ 413p 1938
山音文学 70号＜特集木村不二男追悼特集＞ 山音文学会＝伊達市 2,500 初 1977

木村不二男 文学的自叙伝 山音文学会＝豊浦町 3,000 献呈署名ﾔｹ 1964

北の文学 2017 北海道新聞文学賞,短歌賞,俳句賞 北海道新聞社 1,000 初 2018

木原直彦,神谷忠孝監修 89－北の文学　改訂新版 北海タイムス社 800 ｶﾊﾞ 1990
青炎 １～24号 青炎吟社＝札幌 20,000 合本２冊 1946-49

岩見沢文学史　いわみざわ文学叢書3 同叢書刊行会＝岩見沢 1,000 1990
＜季刊＞岩見沢文苑　創刊～３号　３冊共 岩見沢文苑同人会 2,000 ﾔｹ,ｼﾐ,少痛 1964-65
室蘭文学散歩　写真,手紙共 室蘭文学館の会 1,000 改訂ｶﾊﾞ 1993
空知の文学 空知地方史研究協議会 500 初 310p 1994
日米フォーラム 第８巻第５号 好学社 1,000 初並 1962
北海道文学　１～28 北海道文学研究会 17,000 28冊共並 1962-69
北海道文学　３～28 北海道文学研究会 15,000 26冊共 1963-69

びっき文学通信　創刊～７号 道庁民主文学の会 3,500 ７冊共 1973-87

小笠原克編 位置　創刊～８号（終刊） 位置の会＝札幌 5,000 1962-67

（月報付,良好,全冊、帯と本にボールペンで数字番号記入あり）

（相内晋著者代表,表紙少しｽﾚ,ﾔｹ,ｼﾐ）

（雑誌山音に発表のものの抜刷をもって限定私家版として150部発行。）

（土橋芳美「詩集「痛みのペンリウク 囚われのアイヌ人骨」抄」pp.43-53，他）

（ﾔｹ,ｼﾐ,少痛，少線,有益書込）

（ﾔｹ,ｼﾐ,4号1ヶ所赤丸あり）

（並,ｼﾐ,２号＝対談 自治体労働者のなかにおける国民詩人石川啄木、全59頁特集）

（創刊号は痛み,他は並）
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至上律　詩と詩論　第一輯 青磁社＝札幌 2,000 初ﾔｹ 97p 1947
更科源蔵編 至上律 １～12　完揃 札幌青磁社,至上律発行所 40,000 合本並 1947-53

至上律　２＜新體詩研究特集＞ 札幌青磁社 2,500 初ﾔｹ僅痛 96p 1947

至上律＜詩と詩論＞　５ 青磁社＝札幌 1,000 初ﾔｹ 97p 1948
北方文芸　６号 北海道文芸協会 2,000 3p破れ,ﾔｹ,ｼﾐ 1942
塔 創刊号,2号　2冊共 北海道観光事業株式会社塔同人会 3,000 ﾔｹ,ｼﾐ,ｶﾞﾘ刷 1958
日本土俗資料　第一集１～10（欠３,９）,第ニ集１～９　17冊共 日本土俗研究所 15,000 痛 1924-25

畑中康雄編刊 ＜年刊＞労働者　９ 私刊＝東京 1,000 1978

畑中康雄編刊 ＜年刊＞労働者　32 私刊＝東京 700 2002

畑中康雄編刊 ＜年刊＞労働者　42 私刊＝東京 1,000 2013

畑中康雄編刊 ＜年刊＞労働者　43 私刊＝東京 1,000 2015

畑中康雄編刊 ＜年刊＞労働者　44 私刊＝東京 1,000 2016

畑中康雄編刊 ＜年刊＞労働者　46 私刊＝東京 1,000 2018

畑中康雄編刊 ＜年刊＞労働者　47 私刊＝東京 1,000 2019

浅野城編 明調　３ 明調詩社＝釧路市 6,500 初 32p 1931

セルパン 68号 第一書房 2,000 表紙が難,ﾔｹ,ｼﾐ 1936
相沢治雄 ラ・ウルソ（札幌エスペラント会会報）18冊,他４冊 札幌エスペラント会 35,000 22冊 1933-35
及川神谷木村編 北聚　創刊号～11号 響文社 4,500 11冊共 1988-96
及川神谷木村編 北聚　創刊号～５号　５冊共 響文社 2,000 ４号に有益書込 1988-90
高橋明雄 留萌沿岸文学誌 朔北詩話会＝留萌 1,200 初 1976

水甕 五十年史 臨時増刊（第五十巻第六号） 水甕社 1,500 少痛 423p 1963
蝦夷民謡集＜漫画入絵葉書＞ 大盛堂＝函館 2,000 袋全8枚 戦前

古館鼠之助 ＜蝦夷趣味＞江差追分漫画集 小島大盛堂＝函館 1,300 痛 1927
古館鼠之助 ＜蝦夷趣味＞江差追分漫画集 小島大盛堂＝函館 1,500 再ﾔｹ,ｼﾐ 1928
三木如峰 ＜北海道俚謡＞正調追分節 金門堂書店 2,000 和装痛,蔵書印 1939
高田裕編著 ＜北海道民謡・沖揚げ音頭＞そうらん節 私刊＝札幌 1,300 初ｶﾊﾞ並 1985
木部与巴仁 伊福部昭＜音楽家の誕生＞ 新潮社 1,000 再ｶﾊﾞ 412p 1997

世界の音楽と楽器＜HTML版＞ 博報堂 6,800 CD-ROM
菊井崇史監修 遊 捨て聖 一遍上人 踊り遊ぶ 響文社 2,000 初ｶﾊﾞ帯 2020

おおば比呂司外国風景スケッチ 額入 25,000

柴橋伴夫 北のコンチェルトⅡ 美の群像 響文社 1,500 初ｶﾊﾞ 333p 2009
柴橋伴夫 太陽を掴んだ男 岡本太郎　毛筆署名入 未知谷＝東京 1,500 初ｶﾊﾞ 351p 2011

（竹内てるよ「花と海音」pp.10-13,他）

（背痛み,少しﾍﾟｰｼﾞ折れ,畑中康雄「＜長編小説＞炭鉱労働者」第二部 地鳴り 580枚）

（畑中康雄「長編小説　サガレン白話」第三話 502枚）

（畑中康雄「長編小説　サガレン白話」特集号）

（畑中康雄「長編小説　いわき炭砿白話」第一話　間宮海峡からの出発）

（畑中康雄「長編小説　いわき炭砿白話」第二話　トマンガス。）

（１ページ破れ,完揃いは珍しい）

（畑中康雄「長編小説　いわき炭砿白話」第四話　胎動）

（畑中康雄「長編小説　いわき炭砿白話」第五話　マンセイ）

（表紙に印,背少痛み,折れ,渡辺茂「Ｈに送る詩」他。釧路文学運動史では２号で廃刊とあり。）

（22,3cm×29.5cm,サンデー通信82原稿付（ペン書,400字,２枚））
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柴橋伴夫 生の岸辺－伊福部昭の風景 藤田印刷エクセレントブックス 1,500 初帯 452p 2015
小田切正 戦時下北方美術教育運動 鳩の森書房 1,000 初箱が少汚 306p 1974

富沢有為男書簡 10,000 1945

斉藤武一 木田金次郎 山ハ空ヘモレアガル 北海道新聞社 1,000 初ｶﾊﾞ 2007
三岸節子原稿 旅愁運河 ２枚半 30,000

伏木田光夫 横たわる女　油絵 10,000 1970
神田ミサ子 自分をみがく 美研インターナショナル 1,000 初ｶﾊﾞ 94p 2009
栗谷川健一 栗谷川健一の世界　署名入 講談社 10,000 箱 1982
近江幸雄 ＜北の絵本作家＞小山内龍ノート 私刊＝函館 1,500 初 24p 1999
近江幸雄 小山内龍＜北の絵本作家＞ サッポロ堂書店 1,500 初 52p 2009

丸木位里，丸木俊 原爆の図 原爆の図丸木美術館 1,800 再 1982

菅原憲義著,丸木俊序 遺言＜丸木位里・俊の五十年＞ 青木書店 1,200 初ｶﾊﾞ 1996
丸木位里，丸木俊 原爆の図 原爆の図丸木美術館 1,800 ３訂新版 2004

棟方志功の板業 棟方志功板画館 800 1982
蘭繁之編 川上澄生先生追悼　（限定100部の内第35番本） 緑の笛豆本の会 20,000 外箱付 1974
企画・製作著作◆札幌テレビ放送 イサム・ノグチ　地球を彫刻した男　　ビデオ STVメディアフィールズ＝札幌 2,500 ｶﾗｰ,未開封 52分 1996頃
平澤秀和 ＜木版の詩人＞川上澄生と北海道　署名入 北海道新聞社 1,500 初ｶﾊﾞ 2003
北村小松 少年航空兵 中央公論社 1,000 箱欠ﾔｹ 386p 1937
平野直 海獣船とうえい丸 国民図書刊行会 5,000 初 1944

塚本長蔵 明朗学校 新日本文化協会 1,500 初 1946

塚本長蔵 小使さんの日記 新日本文化協会 2,000 初ﾔｹ,ｼﾐ,痛 84p 1946
木内綾 手のぬくもり　＜北国の染と織＞愛蔵版　謹呈署名入 東京美術 1,000 箱 1974
木内綾 優佳良織工芸館開館記念 優佳良織工芸館 2,000 73p [1980]
木内綾 優佳良織作品集 東京美術　背皮装 3,000 大判帙箱 1980
木内綾 織りの枝折　署名落款印 こまくさ会 800 初 1983
木内綾 染め織りの記 北海道新聞社 600 初ｶﾊﾞ帯 1989
木内綾 優佳良織・木内綾作品展 北国の四季を織る　署名落款入 朝日新聞社 1,000 2000
中村美彦 秋山座ノート　＜札幌最初の劇場の周辺を追う＞ 私刊＝札幌 2,000 痛,訂正書込 21p 1986
愚安亭遊佐 人生途上，旅途上　＜見わたせばいつも舞台にひとり＞　識語署名 自然食通信社＝東京 1,000 再ｶﾊﾞ 1997
岡田嘉子 心に残る人びと 早川書房 1,000 初ｶﾊﾞ 304p 1983
岡田嘉子 ルパシカを着て生まれてきた私 婦人画報社 1,000 初ｶﾊﾞ帯 1986
工藤正治 岡田嘉子 終わりなき冬の旅 双葉社 1,000 再箱帯 319p 1972
南部僑一郎 愛の国境線 炎の女 岡田嘉子 ノーベル書房 1,000 初 306p 1969

朝日新聞社編 映画 北の舞台 新北海道教育新報社 1,000 初ｶﾊﾞ 1980
中野北溟色紙　秋ばれのどこかに杖をわすれたり 5,000 少汚れ,２行

中江兆民 中江兆民全集　全18冊　月報欠 岩波書店 4,000 初箱 1983-86

（函館出身の小山内龍。そのすぐれた仕事と人物を初めて明らかにする，感動的に物語る書物。）

（丸木両氏の署名とイラスト有り。）

（印,ﾔｹ,ｼﾐ,小山内龍装幀）

（ﾔｹ,ｼﾐ,少痛,ページ折れあり）

（赤線,ｶﾊﾞｰが痛,ページ折れ）

（大木惇夫宛,3枚,封筒付,昭和20年3月消印,近況報告(戦時下の不自由さなど)）

（メモ用紙,「カメラ本誌パリ支局岩田弘行」）


