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沢登龍生 ＜トック別冊＞開拓記念館収蔵品解説書 新十津川町教育委員会 9500 初 74p 1998

小林文庫目録 北海学園大学付属図書館 3000 初 1982
日本北辺関係旧記目録 ＜北海道・樺太・千島・ロシア＞ 北海道大学図書刊行会 2000 初, ｶﾊﾞｰが汚れ 457p 1990
北方資料篇１～６ ＜北海道立図書館蔵書目録11～16＞ 北海道立図書館 4000 背表紙難 1979-84
北方資料篇５,６　北海道立図書館蔵書目録15,16 北海道立図書館 3000 少ﾔｹ,少ｼﾐ 1983,84
北方資料編10　芸術･語学･アイヌ資料 ＜北海道立図書館蔵書目録27＞ 北海道立図書館 2800 増補改訂 338p 1999

岡本良知，他編 書誌　１～４揃 坂本書店 9000 背痛 1925,26

岡本良知編 書誌　２ 坂本書店 2000 並 44p 1925
岡本良知編 書誌　３ 坂本書店 2000 痛 1926

田中彰,永井他 明治維新と北海道開拓展 霞会館 1000 80p 1984
＜1991年特別企画展＞維新の激動＜箱館戦争をさぐる＞ 市立函館博物館 1000 20p
澄宮殿下台覧品目録及解説 北海道帝国大学 3000 68p 1932
史料編集所所蔵史料目録＜昭和28年８月＞ 北海道史料編集所 2000 手書き,痛 1953
北海道開拓の村 整備事業のあゆみ 北海道開拓記念館 2000 1992
北海道開拓記念館 新常設展示公開記念誌 常設展示案内 北海道開拓記念館 1000 80p 1992
茨木家寄贈資料目録▲一括資料目録４ 北海道開拓記念館 800 綴じ穴 19p 1972
熊野喜蔵氏資料目録Ⅰ▲＜一括資料目録12＞ 北海道開拓記念館 1000 34p 1979
熊野喜蔵氏資料目録Ⅱ▲＜一括資料目録13＞ 北海道開拓記念館 1500 115p 1980
熊野喜蔵氏資料目録Ⅱ▲＜一括資料目録13＞ 北海道開拓記念館 1200 背痛 115p 1980
北海道開拓記念館収蔵資料分類目録10 産業Ⅶ 北海道開拓記念館 1000 77p 1990
北海道開拓記念館収蔵資料分類目録４～11 北海道開拓記念館 10000 8冊共 1981-91

開拓使時代 参考史料展覧目録 北海道史編纂掛 1000 少痛 20p 1932
村岡文庫目録 森町教育委員会 1000 75p 1976

村岡文庫目録 森町教育委員会 2000 並 75p 1976
北海道立文書館所蔵公文書件名目録９,10＜函館奉行所文書１,２＞　２冊共 北海道立文書館 1500 表紙が少難 1994,95
常設展示解説書 １～８（３欠）　６冊共　（7・8号は合本） 北海道開拓記念館 3000 99-2001
伊達家関係資料目録 伊達市教育委員会 2500 並 1980

石関良司編 北海道農業関係文献・資料目録 農業総合研究所 1300 ｼﾐ 1955
北海道市町村部落史誌所在目録 北海道立図書館 3000 47p 1970

Ｓ58.3月現在 市立小樽図書館郷土資料目録 市立小樽図書館 5000 数ﾍﾟｰｼﾞ折れ 329p 1984
古代北方世界に生きた人びと 交流と交易 東北歴史博物館,北海道開拓記念

館,新潟県立歴史博物館
1000 71p 2008

第17回特別展 北海道に象がいたころ 北海道開拓記念館 1000 ｼﾐ 37p 1978
第20回特別展 雪と氷と人間 展示資料目録 北海道開拓記念館 1000 34p 1981
第26回特別展 津軽こぎんと南部菱ざし 北海道開拓記念館 1000 41p 1985
第３回特別展 アンモナイト展展示資料目録 北海道開拓記念館 1000 61p 1971

第30回特別展 日本海 空白の中世蝦夷世界をさぐる 北海道開拓記念館 800 42p 1987

（背少痛み,ｼﾐ,数ﾍﾟｰｼﾞ折れ）

（雑誌『トック』の別冊か？　,新十津川町開拓記念館陳列品解説＝扉）

（③＝「江戸時代蝦夷関係書目」pp.101-144，他所収。④＝山田孝雄「江戸時代蝦夷関係書目補遺」pp.9-11，他所収。）

（「江戸時代蝦夷関係書目」pp.101-144，他に台湾など）

（地に印有,産業１～７,生活１）

（改装,印,有益書込み）
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第30回特別展 日本海 空白の中世蝦夷世界をさぐる 北海道開拓記念館 500 表紙がｼﾐ 42p 1987
第35回特別展 海を渡った武士団（旧仙台藩士の北海道開拓） 北海道開拓記念館 1800 50p 1989
第43回特別展 中国黒竜江省の恐竜化石と歴代文物展 北海道開拓記念館 1000 64p 1996
第44回特別展 クビナガリュウからステラーカイギュウ＜化石にみる世界の海＞ 北海道開拓記念館 800 63p 1997
第45回特別展 北の古代史をさぐる 擦文文化 北海道開拓記念館 1200 63p 1997
第46回特別展 雪と寒さと文化＜北のくらしと技術＞ 北海道開拓記念館 1000 63p 1998
第47回特別展 うるし文化＜漆器が語る北海道の歴史＞ 北海道開拓記念館 800 64p 1998
第49回特別展 恐竜とアンモナイトの世界 北海道開拓記念館 800 55p 2000
第50回特別展 先史文化と木の利用＜遺跡からのメッセージ＞ 北海道開拓記念館 700 ﾍﾟｰｼﾞ折れ 60p 2000
第50回特別展 先史文化と木の利用＜遺跡からのメッセージ＞ 北海道開拓記念館 1000 60p 2000
第55回特別展 洞窟遺跡を残した続縄文の人びと 北海道開拓記念館 800 66p 2002

第56回特別展 北・貝・道＜海と陸と人びと＞ 北海道開拓記念館 400 角少折れ 63p 2003
第56回特別展 北・貝・道＜海と陸と人びと＞ 北海道開拓記念館 500 63p 2003
第57回特別展 北海道の基層文化をさぐる＜北から南から＞ 北海道開拓記念館 800 63p 2003
第61回特別展 HORSE 北海道の馬文化 北海道開拓記念館 800 64p 2005
第62回特別展 北の縄文 美の世界 北海道開拓記念館 1000 66p 2006
第63回特別展 鯨 北海道開拓記念館 800 48p 2007
第65回特別展 北海道象化石展！ 北海道開拓記念館 1000 64p 2009
第66回特別展 どんぐりコロコロ どんぐりからつながる多くのいのち 北海道開拓記念館 1500 63p 2010
北海道開拓記念館編 ’97博物館移動展 自然の恵みをもとめた古代人 貝塚からみた北の 財団法人北海道職員互助会 1000 22p 1997
北海道開拓記念館編 公益事業 博物館移動展 記念誌 財団法人北海道職員互助会 1000 表紙が少痛 65p 1998

北海道開拓記念館特別展図録１～70（欠８冊）＋移動展５冊 北海道開拓記念館 50000 67冊 71-2012
戸津文庫 北海学園図書館 600 ｶﾞﾘ,少痛み 27p 1951

谷本晃久,川上淳,松本あづさ編 君尹彦氏文書目録 1 ＜科学研究費助成事業基盤研究(C)＞ 2800 2014
萌木　一号～三号　３冊共 萌木会＝東京都港区 20000 1948-49

岩田準一 竹久夢二＜その弟子＞ ＜絵入万葉集＞ 桜楓社 800 初ｶﾊﾞ 1985
森山大道 NORTHERN 森山大道 図書新聞 3000 DVD付 2009
青柳絵梨子 ＜ルポ＞かわいい！＜竹久夢二からキティちゃんまで＞ 寿郎社 1000 再ｶﾊﾞ 2015
田中英夫 西川光二郎小伝＜社会主義からの離脱＞ みすず書房 4200 初ｶﾊﾞ 604p 1990
太田昌国 現代日本イデオロギー評註 「ぜんぶコロナのせい」ではないの日記 藤田印刷エクセレントブックス 3300 初ｶﾊﾞ 428p 2021
宮崎柳條纂輯 ＜西洋＞百工新書　前・後編２冊 清風閣 10000 ２冊共 1876

内堀弘 古本の時間 晶文社 2000 初 2013

久米邦武編,田中彰校注 特命全権大使 米欧回覧実記　１～５▲文庫 岩波書店 1000 再 1987

田中彰,高田誠二編著 『米欧回覧実記』の学際的研究 北海道大学図書刊行会 3000 初痛 533p 1993

田中彰 岩倉使節団『米欧回覧実記』▲文庫　（謹呈栞入） 岩波書店 1000 初ｶﾊﾞ 1994
池谷和信編 ビーズ＜つなぐ かざる みせる＞ 国立民族学博物館 1100 初ｶﾊﾞ 2017
書誌研究懇話会編 ＜書物関係＞雑誌細目集覧　全２冊 日本古書通信社 4500 箱 1974,76

（右代啓視，他）

（芹沢銈介，岡村吉右衛門，他。表紙は和紙。）

（表紙痛。僅虫喰。前編少シミ。）

（署名識語入,ｶﾊﾞｰが少難）

（個人印,ﾔｹ,ｼﾐ,４巻にマーカー線あり）

（カバーが欠,シミ,ムレ）



2022/7/20
書誌・目録・他

3/10

著者名 書名 出版社 金額 状態表示 ページ数 発行年

かわじもとたか編 月の輪書林古書目録を一考す。 杉並けやき出版 2000 初ｶﾊﾞ帯 2016
内堀弘 ボン書店の幻＜モダニズム出版社の光と影＞▲＜ちくま文庫＞　識語署名

入
筑摩書房 1000 初 2008

喜多村拓 書痴迷宮 署名入 青弓社 1680 初ｶﾊﾞ 2005
松井雅文,高橋良政 一宮市立中央図書館古書目録 私刊 3000 計377p 2019
田中美穂 わたしの小さな古本屋 倉敷「蟲文庫」に流れるやさしい時間　署名入 洋泉社 1000 初ｶﾊﾞ 2012
中野智之 古本はこんなに面白い＜「お喋りカタログ」番外編＞ 日本古書通信社 1500 初 41p 2015

東京古書組合百年史 東京都古書籍商業協同組合 8000 初箱 682p 2021
五十嵐日記刊行会編 五十嵐日記　古書店の原風景＜古書店員の昭和へ＞ 笠間書院 1500 初ｶﾊﾞ 326p 2014
佐藤周一 震災に負けない古書ふみくら＜出版人に聞く６＞　署名,落款入 論創社 1000 初ｶﾊﾞ帯 187p 2011
蝦名則 えびな書店店主の記 識語署名入 港の人 1200 初ｶﾊﾞ 173p 2011
田村治芳 彷書月刊編集長 識語署名入 晶文社 2000 初ｶﾊﾞ 2002
内堀弘 石神井書林 日録 署名入 晶文社 2000 初ｶﾊﾞ帯 2001
高橋徹 古本屋　月の輪書林 晶文社 1000 再ｶﾊﾞ,ムレあり 1998
高橋徹 月の輪書林 それから 識語署名入 晶文社 2310 初ｶﾊﾞ 2005
池田泰 これでいいのか保育園＜お父さん奮戦記＞ 河出書房新社 1000 初ｶﾊﾞ帯 2008
ﾄﾗｳﾞｨｽ・ﾏｸﾃﾞｰﾄﾞ著,矢沢聖子訳 古書泥棒という職業の男たち＜20世紀最大の稀覯本盗難事件＞ 原書房 2700 初ｶﾊﾞ 2016

＜間島一雄書店＞間島保夫追悼文集 間島保夫追悼文集刊行会＝尼崎 1000 2004
茅原華山葉書 2000 1945

茅原華山 湖海静遊記 献呈署名入 内観社＝東京 3800 ﾔｹｼﾐ 1928
杉谷正吉梶谷実編 大社の史話　合刷版１～３(創刊～60) 大社史話会＝島根県大社町 10000 １少そり 1978-87
田中彰 幕末維新史の研究 吉川弘文館 2000 初 360p 1996

山本石樹 日本防諜史 人文閣 7500 箱にｼﾐ 1942
不破俊輔 シーボルトの花かんざし 北海道出版企画センター 1000 初ｶﾊﾞ欠 393p 2012

明治文化発祥記念誌 大日本文明協会 3000 1924

大内建二 海難の世界史▲＜交通ブックス213＞ 成山堂書店 1000 再ｶﾊﾞ 2002
J.Mﾎﾞﾜｲｴ･ﾌﾞﾗﾝ [仏]フランス人暴動カリカチュアの歴史１・２ 専修大学出版局 50000 箱が少ﾔｹ 1993

史蹟　伊能忠敬旧宅（土蔵）修理工事報告書 佐原市 3000 背痛 1985
＜岩波講座＞日本通史 第１巻＜日本列島と人類社会＞ 岩波書店 1000 初箱 357p 1993

佐々木高明,大林太良編 日本文化の源流＜北からの道・南からの道＞ 小学館 2000 箱 455p 1991
伊藤賀一 47都道府県の歴史と地理がわかる事典▲幻冬舎新書 幻冬舎 500 再ｶﾊﾞ 469p 2019
杉本行雄 渋沢敬三先生に仕えて 私刊 2000 蔵書印 11p 1981

小石房子 江戸の流刑▲平凡社新書 平凡社 700 初ｶﾊﾞ 2005
高崎宗司 津田仙評伝 草風館 2000 初ｶﾊﾞ 204p 2008

北海棋道 創刊号 日本棋院札幌支部 2000 痛 29p 1948
舢板 １～31（28＝Ⅲ期11号のみ欠） ＥＤＩ 35000 初30冊共 83-2008
＜季刊＞美しい暮らしの手帖 第21号 暮らしの手帖社 1500 初破れ 1953

大橋鎭子 「暮らしの手帖」とわたし 暮らしの手帖社 1700 初ｶﾊﾞ 2010

（河野広道「アイヌの文様」pp.84-92,他）

（５行,昭和20年11月12日）

（箱が少汚,赤線数ヶ所）

（個人印,ﾔｹ,ｼﾐ,背痛み）

（森山軍治郎解説7p付。限定150部のうち特14号）

（『序にかえて　謹呈署名入』の折込みあり）
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比較文化論叢１＜札幌大学文化学部紀要１＞ 札幌大学文化学部 1200 初 386p 1998

制服革命 明石被服興業株式会社 2000 初ｶﾊﾞ 1986
正倉院事務所編 増補改訂 正倉院宝物 全３冊 朝日新聞社 18000 外箱帙入 1987-89
庄司浅水 印刷文化史 印刷・造本・出版の歴史 印刷学会出版部 2000 増補再ｶﾊﾞ 1973
木宮泰彦 日本古印刷文化史 冨山房 2000 再,箱が少汚,少ｼﾐ 736p 1965
斎藤正二 書物と印刷の文化史 日本少年文庫13 国土社 3000 初ｶﾊﾞ 1982
千恵鳳 羅麗印刷術の研究 景仁文化社 3000 ｼﾐ,汚れ,少痛 1980

印刷インキ工業史 印刷インキ工業連合会 1500 初箱 762p 1988
RENZO PIANO　レンゾ・ピアノ展 デルファイ研究所 1500 64p 1989
アメリカ・カナダ帰朝記念 久保田一竹・自然への賞賛展 一竹辻が花 1500 1997

松本亮編 詩誌 あいなめ　１～27号揃 あいなめ会▲アンカット 25000 初美 1964-69

詩誌 あいなめ　金子光晴追悼号 さかえ書房 1000 初 1975
関川左木夫 玻璃　創刊～終刊（４号）,3号縮小版 玻璃社 30000 和紙４冊 1982-98

舢板　Ⅲ期５号 ＥＤＩ 700 80p 2003

桜田常久 自筆書簡　７通 15000 1946頃

出久根達郎 無明の蝶　署名 講談社 1500 初 1990
出久根達郎 古書法楽　識語署名 新泉社 2500 初 1990
出久根達郎 佃島ふたり書房　署名識語入 講談社 10000 初ｶﾊﾞ帯 1992
出久根達郎 仕合せまんまる　署名自筆絵入 中央公論新社 1500 初ｶﾊﾞ 1999
出久根達郎 むほん物語　署名入 中央公論社 1500 初ｶﾊﾞ 1993
出久根達郎 面一本　識語署名入 講談社 2000 初ｶﾊﾞ 558p 1995
三宅興子,香曽我部秀幸 大正期の絵本･絵雑誌の研究 翰林書房 7200 初ｶﾊﾞ 369p 2009
加藤まさを 入試現代文の原点 英潮社 3000 初ｶﾊﾞ 1993

肥後豆本　１～７ もぐら書房＝熊本市 7000 1976-80
藤本良致 ＜福井豆本１＞越前若狭の方言 福井豆本の会 3000 特装限500 1976

雑誌ミニ本　７種▲付録 江崎グリコ,他 1000 ７冊共

＜胡蝶豆本２＞蔵書一代 胡蝶の会＝川崎市 1500 限100 62p 1975
古通豆本　31冊 日本古書通信社 18000 1970-85

府中まめほん　８冊 府中まめほんの会＝福井県武生市 5800 1974-80

芥川龍之介 葬儀記▲豆本 コンノ書房▲限555部 2500 特装箱 38p 1976
三宅照一郎 ひろしま豆本　１～４揃 三宅照一郎私刊＝広島県 5000 箱限150 1980-83

吉増剛造 絵馬▲署名入豆本 未来工房▲限定200部 5000 初箱美 2004

祭暦，三六五日▲＜ミニブックス＞ ㈱トーレン 1000 ２冊共 1083,85

（高宮広土「現代沖縄人の起源」pp.55-79，他）

（新谷行，上杉浩子，金子光晴，横川礼子，石津富雄，古関金子他。駒井哲郎表紙絵。）

（限定300,『玻璃』３号のみ，本体の和装本のほかに別に，少し縮小した「活字版」もあり，合計５冊。他に「玻璃だより」,「栞」として「襍誌玻璃」もあり。）

（河内紀「雑書・雑本探検目録　迷路③（『海鴎の章』今官一），迷路④シアンルル･･･」pp.11-13，他）

（橋爪政成宛書簡６通，峰絢一郎宛葉書１通）

（「北斗の拳」2,6,7・「ARENA37℃」1983.5月号・「POPEYE」創刊号・「鉄道ファン」1984.4月号・「４年の学習」1977.12月号）

（６,８～12,14,15,17,19,24～29,34～41,43,44,46,51,52,53,71特装版番外「読書回想」）

（１,２,３,６,７,復刻「府中犯科帖」,復刊１「石工の歌」,愛蔵版１「府中御部屋様騒動」(箱入,府中まめほん通信番外篇付き)）

（編著，製版，印刷，製本，箱＝三宅照一郎）

（ＣＤも付いてるが，付録か別売か不明）
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柴田昤之助 中部地方の炉辺伝説▲＜みちかた大豆本全８＞ みちかた工房 3000 袋 1971-73
設楽順 つがる豆本　全４冊 あすなろ舎 8000 1982,83

田奈部豆本３～59完（３冊欠），他２冊　56冊共 吉田弥左衛門 50000 1981-96

［英］8th International Conference on Hunting and Gathering 4500 130p 1998

佐藤智 ＜ユースホステルに託した夢＞リヒャルト・シルマン伝 ㈱パレード 1000 初ｶﾊﾞ 2006
宮武外骨 賭博史　全 成光館出版 2500 再 1929
宮武外骨 ＜縮刷＞奇態流行史 一人社 1000 再 1925
同編纂委員会編 ＜ブラジル＞日本移民八十年史 移民80年祭祭典委員会,ブラジル日

本文化協会
5000 ｶﾊﾞが並 452p 1991

赤澤威,落合一泰,船曳建夫 モンゴロイド系諸民族の初期映像記録＜アメリカ・オセアニア篇＞ 東京大学総合研究資料館 5000 467p 1994

荒川久壽男 読史餘滴 遺著刊行会,有隣会 10000 箱 1068p 2016
新體制解説 北海タイムス社 1000 初ﾔｹ,少破れ 48p 1940

山中恒 自筆原稿「大本営発表」　11枚完 10000
福島安正 征露軍歌　＜寄贈＞ 愛国婦人会員佐藤みね 1300 一枚物

平塚柾緒編著 米軍が記録した日本空襲 草思社 1000 初ｶﾊﾞ帯,並 1995
保阪正康 昭和陸軍の研究 上下 朝日新聞社 1000 初箱帯が少破れ 1999
袖井林二郎 拝啓マッカーサー元帥様 占領下の日本人の手紙▲岩波現代文庫 岩波書店 1300 初ｶﾊﾞ 437p 2002
水澤周 八千代の三年＜昭和十九年秋から二十二年秋へ＞ 署名入 風媒社 2600 再ｶﾊﾞ帯 439p 2003

＜論集＞三重の古文化 三重郷土会 1500 368p 1997
朝治武 差別と反逆 平野小剣の生涯 筑摩書房 1500 初ｶﾊﾞ 339p 2013
朝治武 水平社の原像 部落・差別・解放・運動・組織・人間 解放出版社 1500 初ｶﾊﾞ帯 316p 2001
田中英夫 ある離脱＜明治社会主義者西川光ニ郎＞ 風媒社 1500 初ｶﾊﾞ 1980
山影静子 炭鉱（やま）のエレジー 私刊 1000 76p 2008
上村達男 NHKはなぜ、反知性主義に乗っ取られたのか 東洋経済新報社 1600 初ｶﾊﾞ 323p 2015
河内紀 ラジオの学校 筑摩書房 1500 初ｶﾊﾞ帯 2004
山下剛 治りたかったら 草風館 1500 初ｶﾊﾞ 308p 2014

ハンセン病違憲国賠裁判全史　全９巻 皓星社 20000 2006

ハンセン病問題に学ぶ学習資料集 真宗大谷派宗務所 1200 初 2018
北海道ハンセン病問題検証報告書 北海道ハンセン病問題を検証

する会議
5000 2011

北原龍三 海よ，黙っているな＜1969年～1976年・東京湾からの報告＞北原龍三写真
集

現代史出版会 1600 初ｶﾊﾞ 95p 1976
杉山二郎,山崎幹夫 毒の文化史 学生社 1800 初ｶﾊﾞ 334p 1981
土門拳 生きているヒロシマ 築地書館 2500 初ｶﾊﾞ良,  帯少ｻｹ 1958

対抗言論＜反ヘイトのための交差路＞ １号 法政大学出版局 1500 初ｶﾊﾞ 345p 2019
札幌大学図書館編 ＜郡司正勝氏旧蔵＞芸能関係資料目録 札幌大学図書館 6000 箱が少痛 1134P 2003
谷本一之 ＜北の館長 エッセイ＞オーロラの下に生きる人々 共同文化社 500 初ｶﾊﾞ 2009

＜千九百年巴里万国博覧会＞臨時博覧会事務局報告　下 農商務省 4000 背少痛 782p 1902
横山健堂 日本相撲史 冨山房▲ｶﾊﾞｰがﾔｹ 1500 初箱私印 400p 1942

日本の質屋 全国質屋組合連合会 2000 箱 665p 1982

（東京大学総合研究資料館 標本資料報告第30号）

（シミ,虫食い。第18回(一万枚ノ内)１月29日印刷と有り。）

（外箱付,定価108000円）

（『第８回国際狩猟採集民会議資料集』）

（他２冊特別号＝『而立の巻』『般若心経』）
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オール読物　第十二巻十二号 文芸春秋社 3000 表紙不美

小山内龍 昆虫放談 大和書店 3500 初印痛 1941
家永三郎 家永三郎集　第十六巻 自伝 付著作目録・年譜 岩波書店 1500 初箱が少汚 390p 1999

満洲国全図　106×78cm ㈱南昌洋行＝麹町区内 2800 少切れ,ﾔｹｼﾐ 戦前
＜大正15年＞朝鮮要覧 朝鮮総督府 3000 付図欠 380p 1926

金丸精哉 満洲の四季 博文館 1800 初ﾔｹｼﾐ 245p 1941
満洲語思想・科学文献研究資料　１～６ 25000 ６冊共 2009-16

佐藤鍾次郎編 最近牡丹江事情 長定千代＝牡丹江市 8000 付図ｼﾐ少ﾔｹ 286p 1941
野尻草雄 一高ロマンス＜復刻版,小冊子付＞ 大佛出版＝鎌倉市 2500 箱にｼﾐﾔｹ 1979

回想の日満商事 日満会会長出光計助 7000 付図 872p 1978

＜アサヒグラフ臨時増刊＞国策　満洲移民の全貌 東京朝日新聞社 3800 痛ﾔｹ 43p 1938
大連，旅順，他　７冊一括 満鉄鉄道総局営業局旅客課 24000 ７冊共 1937

朝鮮総督府施政年報　昭和12～15年度 朝鮮総督府 38000 ４冊共付図 1939-42

大宮権平編著 満洲国歴史地図 東方地史研究会 25000 47×63cm 1934

大正八年民団事務報告書 天津居留民団 2500 ｼﾐ 84p [1920]
北支那最新明細地図　附･北平天津附近時局図 北海タイムス附録 3500 80×55cm 1937

東亜現勢地図　附･北支産業図 北海タイムス附録 3000 55×80cm 1938

満蒙新選地図 関東庁 3500 86×67cm 1927

南方圏地図 朝日新聞社 2000 53×74cm 1940

製図者 木崎純一 ＜最新詳密＞蘇聯極東地方大地図 伊林書林 5800 80×110cm 1937

＜康徳八年版＞満洲経済地図 満洲事情案内所 6000 110×78cm 1940

第28期生編 千山萬里 上海東亜同文書院 8000 箱痛三方ﾔｹｼﾐ 671p 1932
＜最新＞満洲写真帖　附旅順戦績 大正写真工藝所大連営業部 5200 四版表紙箱少痛 1938
＜北平天津＞旅行案内 日光堂書店 8000 表紙背少ｽﾚ 1936

南満洲鉄道㈱編 満洲読本 国書刊行会 2800 箱僅ｼﾐ 405p 1985
旧植民地関係機関刊行物総合目録－満州国・関東州編 アジア経済研究所 2500 少ｼﾐ 1975

報告30 満洲の習俗 満洲事情案内所 1500 ﾔｹｼﾐ多い 144p 1940
曠野に生きた若者たち 満鉄若葉会（満鉄育成学校同窓会） 2500 ｶﾊﾞに少ｼﾐ 490p 1982

木呂子敏彦 ＜木呂子敏彦著作集＞鳥の眼みみずの目 木呂子敏彦著作集刊行会 2000 箱 880p 2004

（袋欠,痛テープ補修有）

（別冊解説欠。袋が痛,ヤケ,少切,少汚れ）

（袋が痛,ヤケ,僅汚れ）

（康徳七年版改訂。僅ﾔｹ袋痛ﾔｹ。個人蔵書印）

（昭和４年の改版。付図(列車時間表)少切れ。）

（シミ,少切れ）

（小山内龍・画，進士織平・文「冬季間の蟲の生活」pp.88-91，他）

（印,ヤケ,表紙スレ）

（企画制作＝「東アジアの海域交流と日本伝統文化の形成文献資料研究部門数学班」）

（箱が少痛,小口天地シミ,背ヤケ）

（ヤケシミ。「大連」「旅順」「奉天」「齊齊哈爾」「哈爾濱」「新京」「吉林」。各付図あり。）

（少痛,2冊背テープ補修,ヤケシミ）

（再版,付「河南省歴史地図地名適用」,袋が痛ヤケ,地図切れあり補修あり）

（少痛,ヤケシミ）
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松本次郎 敗戦満洲の芸術家たち 永田書房 900 ｶﾊﾞ帯天小口ｼﾐ 256p 1987
奥山茂彦 大興安嶺をゆく 人文書院 700 初ｶﾊﾞが少ﾔｹ 275p 1994

＜民団を中心とした＞青島概観 2000 ﾔｹｼﾐ 34p 戦前
新生北支の瞥見　弘報叢書８ 南満洲鉄道㈱ 1200 表紙汚少ﾔｹ 38p 1938
満洲　「満洲鉄道略図」付 満鉄鉄道総局 3000 ﾔｹ 66p 1940
満鉄事業概況 南満洲鉄道株式会社 2500 少ﾔｹｼﾐ 57p 戦前

松宮吉郎編 ＜興安嶺附近＞釣魚の話 満鉄鉄道総局 2000 表紙少ｽﾚ 16p 1937
室生犀星 哈爾濱詩集 冬至書房 2000 ｶﾊﾞが少痛補修 40p 1957

康徳四年　奉天同善堂要覧 奉天同善堂 3500 痛ﾔｹ 33p 1937
満洲独立守備隊史 岩手県独歩会 5000 381p 1971

報告79 満洲民俗考 満洲事情案内所 4800 ﾔｹｼﾐ多い 108p 1940
西川博史 日本占領と軍政活動＜占領軍は北海道で何をしたか＞ 現代史料出版 1600 初ｶﾊﾞ帯 333p 2007
飯塚浩二 満蒙紀行 筑摩書房 2000 箱が汚折込付図 295p 1972

輔仁　４号＜輔仁会名簿＞ 輔仁会(札幌西高内) 2000 会則付 117p 1956

満洲と日本（写真部分2ヶ所切取あり） 南満洲鉄道㈱ 1500 背ｽﾚ 47p 1936
岡崎雄四郎編 ＜満洲より見たる＞東亜ソ聯　沿海地方篇 満洲事情案内所＝新京 7800 背少痛ｽﾚﾔｹｼﾐ多い 314p 1942

＜萬二千峯の＞金剛山〔朝鮮〕　八版 徳田写真館 7000 表紙少痛ｼﾐ 1930
木崎純一製図 ＜掌中＞蘇聯極東詳図（９図） 伊林書店 5000 25版 1942

岡部牧夫編･解説 初期の満州国軍に関する資料 不二出版 7000 箱付図 1992
北満船の旅（裏に営業航路案内図） 哈爾濱航業聯合局 2800 折畳ｶﾊﾞに少ｼﾐ 1938
康徳四年　奉天同善堂要覧 奉天同善堂 2500 33p

康徳二年度 満洲帝国文教統計一覧　折畳 国務院文教部 3500 少ﾔｹ表紙ｼﾐ 1937
満鉄調査月報　13巻10号(通巻145号) 満鉄資料課 2000 廃印ﾔｹｼﾐ 計232p 1933

＜満鉄上海事務所調査室＞資料分類目録＜秘扱之部＞ 龍渓書舎 2000 表紙僅痛ﾔｹｼﾐ 212p 1979

南満洲鉄道株式会社三十年略史 南満洲鉄道株式会社 9500 付図 733p 1937

調査時報　７巻９号 満鉄庶務部調査課 2000 少痛ﾔｹｼﾐ 245p 1927
朝鮮年鑑＜昭和20年度＞ 京城日報社 15000 記名 426p 1944

台湾総督府学事第19年報＜大正９年＞ 台湾総督府内務局学務課 9000 印消跡ﾔｹｼﾐ 1922
台湾写真帖 台湾総督府官房文書課 70000 少ｼﾐ付図 100p 1908

哈爾浜学院史編集局 松花の流れ＜哈爾浜学院＞ 国立大学哈爾浜学院同窓会事務局 6500 小口にｼﾐ,箱が僅
痛汚れ

1976

ツンドラ▲＜樺太叢書４＞ 樺太庁 1800 初ﾔｹ 160p 194010

（箱痛,ヤケシミ,正誤表付）

（不美,ﾔｹ,ｼﾐ,少線）

（明治41年８月現在，台湾嶋全図。縮尺1/120万。）

（1920～1945。写真220p，学院史関係・回想文219p）

（212p＋索引43p）

（「鳥の眼・みみずの目によせて」40p付）

（箱が痛,カバー少シミ）

（痛ヤケシミ,氏名を朱線で囲い数人あり,僅か書込みあり）

（印シミ,表紙少痛み）

（1937年版の複製か？。表紙裏が汚れ）

（「吉林に於ける工業の将来」「北満鳥蘇里地方概況」）
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関東州と附属地＜関東局施政概観＞ 関東局 1800 背表紙に痛 56p 1936
＜満洲＞小学大全科＜五学年前期用＞ 満洲書籍株式会社 6500 痛記名少書込汚 1940
［秘］資料摘要 東亜研究所 1000 痛ﾔｹ 238p 1942
在満皇軍を訪ねて満鮮を見る (群馬県派遣団)羽島耕作 2500 痛ﾔｹｼﾐ 156p 1933
月刊満洲　12巻１号＜移民特輯号＞ 月刊満洲社 1800 ﾔｹｼﾐ少痛 256p 1939
満鉄調査月報　14巻２号(通巻149号) 満鉄資料課 2000 廃印ﾔｹｼﾐ 計234p 1934

釜山公立普通学校一覧表 釜山公立普通学校 2500 折畳 1936
樺太史の栞▲＜樺太叢書６＞ 樺太庁 1500 初ﾔｹｼﾐ 382p 1941.8

岡田宣一 樺太の鳥▲＜樺太叢書３＞ 樺太庁 4500 再 82p 1941.3
黒澤守 樺太の古生物界▲＜樺太叢書８＞　記名 樺太庁 4500 初ﾔｹｼﾐ 121p 1942.3
報告35 黒龍江＜附烏蘇里江＞ 満洲事情案内所 3000 背痛不美 80p 1936
三好吉雄編 ＜終戦二十周年記念＞在外引揚者名簿 引揚者団体旭川地区連合会・道北

地方連絡協議会
3500 表紙少痛ﾔｹ 342p 1966

北大柔道部誌　第二号 北海道帝国大学柔道部 1000 ｼﾐﾔｹ 73p 1935
部報　第弐・参号　２冊共 北海道帝国大学野球部 2000 ｼﾐﾔｹ 1936,37
異国となった…遠淵村＜ふるさと訪問団・追想記＞ 遠淵村訪問団＝札幌市 4500 308p 1991

吉原矩 工兵の歩み 工兵会＝東京 3000 少朱線 197p 1981
関東庁 満鉄 ３枚　絵葉書 南満洲鉄道㈱ 2000 袋が少痛ｼﾐ 戦前
大連の印象　６枚　絵葉書 TAISHO 高級GI版 2500 袋が少汚 1938
奉天の盛観　12枚　絵葉書 7000 袋が痛 戦前
チチハル名所　16枚　絵葉書 Matsumura＝東京神田 14000 袋欠少汚 戦前
理蕃概要 台湾総督府民政部蕃務本署 50000 ﾔｹ 112p 1913

大連みやげ　第三輯　12枚　　絵葉書 北野商店＝大連 7000 戦前

北海之水産　40,42,49,50号　４冊共 北水協会 2800 印消印ﾗﾍﾞﾙﾔｹ 1917-18
戦旗　２巻６号 戦旗社 1000 痛ﾔｹｼﾐ不美 184p 1929

満拓会編 満蒙開拓・死地からの脱出＜満洲拓植公社社員と家族の敗戦引揚記録＞ あずさ書店 5500 348p 1984

井村哲郎編 満鉄調査部＜関係者の証言＞ アジア経済研究所 13000 箱が少汚 830p 1996
濟南事情 濟南日本商工会議所 12000 少痛ﾔｹｼﾐ 338p 1941

鈴木作太郎 台湾の蕃族研究 台湾史籍刊行会 30000 箱欠ﾔｹｼﾐ 543p 1932

小泉鐵 蕃郷風物記 建設社＝東京 13000 箱欠ﾔｹ背ｽﾚ 332p 1932
山崎鋆一郎原編 懐しの風景＜復刻＞満洲絵葉書写真帖 池宮商会出版部＝沖縄 3500 初 1986
戸叶薫雄,樽崎觀一 朝鮮最近史＜附韓国併合誌＞ 蓬山堂＝東京市 4500 ﾔｹ少痛 295p 1912
西鶴定嘉 樺太探検の人々＜樺太叢書１＞ 樺太庁 2800 再ﾔｹｼﾐ 164p 1941.3

朝鮮総督府施政年報　大正11･13年度　２冊共付図 朝鮮総督府 20000 少痛,ﾔｹ,ｼﾐ 1924.26
＜満洲上海＞事変写真帖　七版 省文社 5000 痛ｼﾐ 1932

武藤富男 私と満州国 文藝春秋 900 再ｶﾊﾞ 469p 1988
故　古谷辰四郎尋思録 梅村舜造私刊＝札幌市 2800 箱ｼﾐ 285p 1931

独立守備第二大隊 記念帖 2000 僅痛ｼﾐ 9p 1913

（「黒龍江沿線10県の人口と住民」「アジア的生産様式について」）

（表題スレ,教化事務嘱託配置蕃童教育など統計表あり）

（冊子状になってる。切手貼付部分に個人印。汚れ）

（付図･目次に少朱線,小口天地シミ）

（表紙スレ。目次１ヶ所線）
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君影草　７冊共 五寮倶楽部 20000 痛ｼﾐ書込 1922-25

外務省外交史料館編著 ＜外交史料館所蔵＞外務省記録総目録＜戦前期＞　全３冊 原書房 30000 箱僅ｼﾐ 1992,93

南満洲鉄道＜｢あじあ｣と客・貨車のすべて＞ 誠文堂新光社 15000 付図ﾋﾞﾆｰﾙｶﾊﾞ 347p 1971

森繁久彌・文 飯田鐡太郎写真集　満州旅情1938年夏 サンブライト出版 1800 箱少痛ｼﾐ 1981

＜全国中等学校地理歴史科教員＞第九回協議会及台湾南支旅行報告 全国中等学校地理歴史科教員協議会 20000 ﾔｹ,ｼﾐ,僅痛
南満洲鉄道＜鉄道の発展と蒸気機関車＞ 誠文堂新光社 12000 地図欠 1972

月刊満洲　６冊共 月刊満洲社 15000 痛,ﾔｹ,ｼﾐ 1938-39

＜満洲事変＞国防検品記念録 陸軍省 5000 少痛ｼﾐ 1933
軍事教育研究会編 ＜満洲国皇帝陛下＞御来訪記念写真帖 聚文館 28000 再ﾔｹ,ｼﾐ,表紙 1935

＜第十三師団＞満洲駐剳記念写真帖 天野満書堂＝大連市 15000 痛,ﾔｹ,汚れ 1914

チェーホフ著,太宰俊夫訳 サガレン紀行抄（付サガレンの思ひ出＝ロバース）＜樺太叢書２＞ 樺太庁 1500 再,ﾔｹ,ｼﾐ,痛 181p 194112
小口章 ＜終戦50周年記念＞憶い出の記念誌 樺太元泊郡知取町役場土曜会

＝札幌
3500 箱付図 129p 1995

間宮林蔵口述 北蝦夷図説　博物館叢書８ 樺太庁 3800 僅痛ｼﾐ 110p 1943.8
秋守常太郎 樺太土産　(著者進呈印有) 私刊＝大阪市 7500 初少痛ﾔｹ 201p 192912
谷内尚文 樺太風物抄 七丈書院 1100 初ﾔｹ,ｼﾐ,社印 1944
柴田日出男 北千島の動植物 アルス 2500 痛ﾔｹｼﾐ 88p 1933.9

＜陸軍特別大演習竝ニ地方行幸＞事務委員名簿 北海道庁 2500 ﾔｹｼﾐ 53p 1936
野田光蔵 還ってきた植物誌原稿＜満洲での植物研究26年の追憶＞ 私刊＝新潟県 4000 少ｼﾐ 117p 1969

大満洲帝国建国十周年記念写真帖 建国十周年祝典事務局 48000 僅痛,ﾔｹ,ｼﾐ 康徳9年
望郷満洲▲＜付図カセット共＞ 国書刊行会 5000 再外箱痛 1979
大いなる哉満洲 大同学院同窓会 3000 箱欠付図 699p 1966

＜大同学院史編纂委員会＞ 碧空緑野三千里　付図 大同学院同窓会＝東京 3000 箱が僅痛ﾔｹ 893p 1972
大いなる哉満洲 大同学院同窓会 4500 箱付図 699p 1966

復刻『満洲補充読本』全６冊 国書刊行会 3500 復刻二重箱 1979
開拓農学４ 満洲開拓青年義勇隊訓練本部 2000 記名ｼﾐ 84p 1941
満蒙と満鉄 南満洲鉄道株式会社 3500 付図僅ｼﾐ 79p 1931.3

春山行夫 満洲風物誌 生活社 2800 初ﾔｹｼﾐ 450p 1940
満韓視察談 墨書き原本 18000 箱ｼﾐ有 104丁

平野零児 満州の陰謀者＜河本大作の運命的な足あと＞ 自由国民社 1500 再ｼﾐﾔｹﾖﾚ 221p 1961
小澤親光 ＜秘史＞満州国軍＜日系軍官の役割＞ 柏書房 2500 ｶﾊﾞ箱付図 316p 1976

（箱が少痛,僅ｼﾐ）

（見返しにテープ跡有り）

（箱が痛少ヤケシミ有り）

（11巻－11号,12号,12巻－1号,2号,3号,8号の６冊。）

（贈呈書込み印有り。南満洲鉄道線路図付。）

（付図＝「知取町市街拡大図」,「東樺日日新聞 昭和16年8月31日夕刊」）

（大同学院：満洲国政府官吏（公務員）養成研修機関）

（明治39年10月７日札幌商業倶楽府ニ於ル演説筆記。新聞切り抜き付。村田不二三「韓国視察談」，市川興一郎「志那の商習慣」も有り。）

（箱が痛,小口天少シミ）

（１巻(明治大正篇),２巻(昭和戦前篇),別巻(索引・参考資料篇)）

（金蘭簿 独立守備第二大隊本部 並 第三中隊。写真ページ8p。）

（３巻１号･５号･９号,４巻５号,５巻３号,６巻１号･３号。見返し等に書込み有り。本文には無し。）
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河村雅 沿黒龍地方の農業 世界思潮研究会 1500 印少痛ﾔｹｼﾐ 59p 1923
満州中央銀行史＜通貨・金融政策の軌跡＞ 東洋経済新報社 2500 箱 348p 1988

花田信次郎 満洲の山歩き－地質調査の記録 大連日日新聞社 3000 初ﾔｹｼﾐ 166p 1943.9
伊藤聖，代表 ＜写真集＞満洲公主嶺 公主嶺小学校同窓会 4000 箱付図 1988
伊藤聖，代表 ＜写真集＞満洲公主嶺 公主嶺小学校同窓会 3000 箱欠 1988

満洲の鉄道 満鉄弘報課 4800 付図欠 147p 1940

満鉄の概要＜付　満洲国略図＞ 南満洲鉄道株式会社 3000 付図 94p 1932

満洲の鉄道 満鉄鉄道総局弘報課 4000 付図欠少ﾔｹ 102p 1939
＜新版 日満支連絡＞鉄道交通図 興亜協調会 3500 折畳少ﾔｹ 1944
満洲旅行の栞＜昭和13度版＞ 満鉄鉄道総局旅客課 1000 折畳僅痛ｷﾚ 1938

鳥居龍藏 満蒙其他の思ひ出 岡倉書房 3000 初少ｼﾐﾔｹ 327p 1936
＜旅行案内＞沿海地方の町をゆく ﾌﾟﾛｸﾞﾚｽ出版所＝ﾓｽｸﾜ 2500 ｶﾊﾞがｽﾚ汚 計114p 1966

ｹﾞ･ｻﾏﾘﾝ,ｱｲﾄﾉｳｨﾁ シベリヤは招く　中山一郎訳 満州日日新聞社,大連日日新聞社 3000 再ｼﾐﾔｹ 130p 1942.8
布村一夫 しべりや小史　東亜文庫 満州日日新聞社,大連日日新聞社 3000 ｼﾐﾔｹ 175p 194210
南満洲鉄道編 ヤクゥト共和国　1･2巻(3巻欠)＜露亜経済調査叢書＞ 大阪毎日新聞社・東京日日新聞社 6500 ２冊共 1930,32

露亜経済調査叢書６ 黒龍江及其支流の航運　上,下 南満洲鉄道㈱庶務部調査課 6000 除籍印痛 1924
南満洲鉄道編 黒龍江省　上・下＜露亜経済調査叢書＞ 大阪毎日新聞社・東京日日新聞社 7500 ２冊共 1927

ｽﾃﾝ･ﾍﾞﾙｸﾞﾏﾝ カムチャッカ探検記　本仙太郎訳 弘学社 2000 再印ﾔｹｼﾐ 350p 1944
室谷邦夷 極北秘聞（チェクチェ他） 三元社 1800 172p 1930

浦潮派遣軍第五陸軍病院記念写真帖 第五陸軍病院 7000 僅痛ｼﾐﾔｹ書込 192012
神馬文男編著 異国の丘＜シベリア抑留の記＞ みやま書房 1200 少折跡 1976
藤山雷太 満鮮遊記 千倉書房 1800 印ｼﾐ 1935

台湾人士鑑　全３冊（昭和9,12,18年版） 湘南堂書店 12000 復刻箱 1986
台東庁案内 台東庁＝台湾 1500 20p 1939
蕃地事情 臺湾総督府警務局理蕃課 20000 ﾔｹ表紙不美 1933

東郷実 植民夜話 岩波書店 1000 箱が少痛ｼﾐ 1926

大江志乃夫 日本植民地探訪 新潮社 1600 初ｶﾊﾞ 492p 1998
関東長官官房文書課 関東庁要覧＜大正12年＞ 関東庁 15000 付図写真頁 778p 1923

黄氏鳳姿 台湾の少女 東都書籍 6500 初少痛,ﾔｹ 1943
高正晴子 鯨料理の文化史 エンタイトル出版 2800 初ｶﾊﾞ 2013
藤井貞和 日本語と時間 時の文法をたどる 岩波新書 岩波書店 1000 初ｶﾊﾞ 2010

那珂湊市史料 第三集 那珂湊市 2000 323p 1978

大学制度改革案 北大大学制度審議会 1000 少痛ﾔｹ 15p 1947

（箱が痛,ヤケシミ）

（箱痛,箱に記名,シミ多い）

（一ヶ所破れ有り）

（ﾔｹ,ｼﾐ,記名,背痛）

（箱の背がﾔｹ,少ｼﾐ）

（箱が痛,ヤケシミ,表紙スレ）

（表紙不美,ヤケシミ）

（写真頁19p,付図が僅切れ,背少スレ,ヤケ）


