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編號 書 名 作 者 出版社 

1.  唯心論と唯物論 フォイエルバッハ著 

船山 信一訳 

岩波書店 

2.  散文詩 神西清 池田 健太郎訳 岩波書店 

3.  日本童謡集 与田 準一編 岩波書店 

4.  北村透谷選集 勝本 清一郎校訂 岩波書店 

5.  フランス文学案内 渡辺 一夫・鈴木 力衛

著 

岩波書店 

6.  ドイツ・イデオロギー マルクスエンゲルス著 

古在 由重訳 

岩波書店 

7.  シラノ・ト・ベルジュラ

ック 

エドモン・ロスタン作 

辰野 隆・鈴木 信太郎

訳 

岩波書店 

8.  ゴーリキー短篇集 

 

上田 進、横田 瑞穂訳

編 

岩波書店 

9.  ロレンス短篇集 河野 一郎編訳 岩波書店 

10.  トルストイの生涯 蛯原 徳夫訳 岩波書店 

11.  悪の華 鈴木 信太郎訳 岩波書店 

12.  知られざる傑作 水野亮訳 岩波書店 

13.  海の沈黙・星への歩み 河野・加藤訳 岩波書店 

14.  近代日本人の発想の諸形

式 他四篇 

伊藤 整著 岩波書店 

15.  吉野作造評論集 丘義武編 岩波書店 

16.  菩提樹の蔭 中 勘助作 岩波書店 

17.  古代への情熱 村田 数之亮 岩波書店 

18.  トオマス・マン短編集 実吉 捷郎訳 岩波書店 

19.  黄金の壺 神品 芳夫訳 岩波書店 

20.  地獄の季節 小林 秀雄訳 岩波書店 

21.  恐るべき子供たち 鈴木 力衛著 岩波書店 

22.  内村鑑三所感集 鈴木 俊郎編 岩波書店 

23.  ミステリ百科事典 間羊 太郎著 教養文庫 

24.  微笑の受難者 太宰治 森安 理文著 教養文庫 

25.  悪魔祈禱書 夢野 久作著 教養文庫 

26.  第七の天 牧 逸馬著 教養文庫 

27.  無名者にとっての修羅 小川 和佑編 教養文庫 

28.  わが一九四五年 小川 和佑編 教養文庫 

29.  埋没した青春 小川 和佑編 教養文庫 

30.  万葉の旅 上 犬養 孝著 教養文庫 

31.  文学 その創作と鑑賞 荒 正人編 教養文庫 
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32.  万葉の旅 中 犬養 孝著 教養文庫 

33.  地底獣国 久生 十蘭著 教養文庫 

34.  無月物語 久生 十蘭著 教養文庫 

35.  黄金遁走曲 久生 十蘭著 教養文庫 

36.  内部の真実 日影 丈吉著 教養文庫 

37.  爆弾太平記 夢野久作 教養文庫 

38.  中也のうた 中村 稔編著 教養文庫 

39.  マチス、ルオーと表現主

義 

中山 公男、高階 秀

爾、坂崎 乙郎編 

教養文庫 

40.  誰にも出来る殺人 山田 風太郎著 教養文庫 

41.  ギリシア神話小事典 B・ヴスリン著 

小林 稔訳 

教養文庫 

42.  死の蔭探検記 橘 外男著 教養文庫 

43.  ベイラの獅子像 橘 外男著 教養文庫 

44.  中国笑話集 村山吉廣訳編 教養文庫 

45.  黒死館殺人事件 小栗虫太郎著 教養文庫 

46.  かむなぎうた 日影 丈吉著 教養文庫 

47.  現代日本の文学 瀬沼 茂樹著 教養文庫 

48.  踊る地平線 谷 譲次著 教養文庫 

49.  フランス幻想民話集 植田 祐次訳編 教養文庫 

50.  日本映画名作全史 現代

編 

猪俣 勝人著 教養文庫 

51.  新巌窟王 下 谷 譲次著 教養文庫 

52.  新巌窟王 上 谷 譲次著 教養文庫 

53.  白仙境 牧 逸馬著 教養文庫 

54.  ミステリー食事学 日影 丈吉著 教養文庫 

55.  魔眼 テオフィル・ゴーチェ著

小柳 保義訳 

教養文庫 

56.  青い鷺 小栗虫太郎傑作選Ⅲ 教養文庫 

57.  白蟻 小栗虫太郎の野心作 教養文庫 

58.  ソロモンの桃 香山滋傑作選Ⅰ 教養文庫 

59.  小野十三郎<若い人のた

めの現代詩> 

安水 稔和編著 教養文庫 

60.  ハックルベリー・フィン

の冒険(下) 

マーク・トウェイ作 

西田 実訳 

岩波文庫 

61.  日本の大衆芸術 鶴見 俊輔 

加太こうじ他著 

教養文庫 

62.  織田作之助 稲垣 真美著 教養文庫 

63.  近代日本文学の系譜 村松 定孝著 教養文庫 
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64.  苛烈な夢 伊東静雄の詩

の世界と生涯 

林 富士馬・富士正晴

共著 

教養文庫 

65.  アナーキスト ロシヤ革

命の先駆 

勝田 吉太郎著 教養文庫 

66.  昆虫図 久生十蘭傑作選Ⅳ 教養文庫 

67.  光と風と夢 中島 敦選集 2 教養文庫 

68.  星座の楽しみ 草下 英明著 教養文庫 

69.  新編世界むかし話集 1 イ

ギリス編 

山室静編著 教養文庫 

70.  転移する魂 梶井基次郎 鈴木 沙那美著 教養文庫 

71.  氷の涯 夢野久作傑作選 教養文庫 

72.  格言の花束 堀 秀彦編 教養文庫 

73.  日本映画名作全史 戦前

編 

猪俣 勝人著 教養文庫 

74.  街を陰る死翼 世界怪奇

実話―Ⅲ 

牧 逸馬著 教養文庫 

75.  新しいアジアの構図 芳

隣関係創出を求めて 

戴國煇著 教養文庫 

76.  日本論 戴李陶著 

市川 宏訳 

教養文庫 

77.  わが生活のうた＜草野心

平随想集＞ 

草野 心平著 教養文庫 

78.  血の三角形 世界怪奇実

話Ⅱ 

牧 逸馬著 教養文庫 

79.  世界の秘話 庄司 浅水著 教養文庫 

80.  めりけんじゃっぷ商売往

来 

谷 譲次著 教養文庫 

81.  首 山田風太郎傑作選Ⅰ 山田 風太郎著 教養文庫 

82.  妖蝶記 香山滋傑作選Ⅲ 香山 滋著 教養文庫 

83.  避暑地の猫 宮本 輝著 講談社文庫 

84.  プーシキン詩集 金子 幸彦訳 岩波文庫 

85.  茶の本 岡倉 覚三著 

村岡 博訳 

岩波文庫 

86.  朝のコント フィリップ作 

淀野 隆三訳 

岩波文庫 

87.  犬 他一篇 中 勘助作 岩波文庫 

88.  中勘助随筆集 渡辺外喜三朗編 岩波文庫 

89.  宮沢賢治詩集 谷川 徹三編 岩波文庫 

90.  幽霊船 他一篇 ハーマン・メルブィル 岩波文庫 
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作 

坂下 昇訳 

91.  小熊秀雄詩集 岩田 宏編 岩波文庫 

92.  愛と死との戯れ ロマン・ロラン 作 

片山 敏彦訳 

岩波文庫 

93.  密偵 コンラッド作 

土岐 恒二訳 

岩波文庫 

94.  月曜物語 ドーデー作 

桜田 佐訳 

岩波文庫 

95.  黒猫・モルグ街の殺人事

件 他五篇 

ぽ オ作 

中野 好夫訳 

岩波文庫 

96.  結婚十五の歓び 新倉 俊一訳 岩波文庫 

97.  ブェニスに死す トオマス・マン作 

実吉 捷朗訳 

岩波文庫 

98.  小出楢重随筆集 芳賀 徹編 岩波文庫 

99.  モロー博士の島 他九篇 H.G.ウエルズ作 

橋本 槇矩・鈴木 万里

訳 

岩波文庫 

100.  ブィヨン全詩集 鈴木 信太郎訳 岩波文庫 

101.  王子と乞食 マーク・トウェーン作 

村岡 花子訳 

岩波文庫 

102.  ほらふき男爵の冒険 ビュルガー編 

新井 皓士訳 

岩波文庫 

103.  ローソン短編集 伊澤 龍雄編訳 岩波文庫 

104.  わらべうた ―日本の伝

承童謡― 

町田 嘉章・浅野 健二

編 

岩波文庫 

105.  提婆達多 中 勘助作 岩波文庫 

106.  鏡花短編集 川村 二郎編 岩波文庫 

107.  ディケンズ短編集 小池 滋・石塚 裕子訳 岩波文庫 

108.  天才の心理学 E.クレッチュマー著 

内村 祐之訳 

岩波文庫 

109.  高村光太郎詩集 高村 光太郎作 岩波文庫 

110.  伊東静雄詩集 杉本 秀太郎編 岩波文庫 

111.  シュルレアリスム宣言・

溶ける魚 

アンドレ・ブルトン 著

巖谷 国士訳 

岩波文庫 

112.  エスピノーサスペイン民

話集 

三原 幸久編訳 岩波文庫 

113.  銀の匙 中 勘助作 岩波文庫 

114.  万葉の旅 （下） 犬養孝著 教養文庫 
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115.  死都ブリュージュ 窪田 般彌訳 岩波文庫 

116.  孟子 （上） 小林 勝人訳注 岩波文庫 

117.  土地の記憶 浅草 山田 太一編 岩波現代文庫 

118.  中勘助詩集 谷川 俊太郎編 岩波文庫 

119.  セルバンテス短篇集 牛島 信明編訳 岩波文庫 

120.  死霊の恋・ポンペイ夜話

他三篇 

ゴーチエ作 

田辺 貞之助訳 

岩波文庫 

121.  イギリス名詩選 平井 正穂 編 岩波文庫 

122.  神曲 －地獄－ （上） 山川 丙三郎 訳 岩波文庫 

123.  神曲 －浄火－ （中） 山川 丙三郎 訳 岩波文庫 

124.  神曲 －天堂－ （下） 山川 丙三郎 訳 岩波文庫 

125.  抽象と感情移入 －東洋

芸術と西洋芸術－ 

ヴォリンゲル著 

草薙 正夫訳 

岩波文庫 

126.  南総里見八犬伝(一) 曲亭 馬琴作 

小池 藤五郎校訂 

岩波文庫 

127.  南総里見八犬伝(二) 曲亭馬琴作 

小池 藤五郎校訂 

岩波文庫 

128.  南総里見八犬伝(三) 曲亭 馬琴作 

小池 藤五郎校訂 

岩波文庫 

129.  南総里見八犬伝(四) 曲亭 馬琴作 

小池 藤五郎校訂 

岩波文庫 

130.  南総里見八犬伝(五) 曲亭 馬琴作 

小池 藤五郎校訂 

岩波文庫 

131.  南総里見八犬伝(六) 曲亭 馬琴作 

小池 藤五郎校訂 

岩波文庫 

132.  南総里見八犬伝(七) 曲亭 馬琴作 

小池 藤五郎校訂 

岩波文庫 

133.  南総里見八犬伝(八) 曲亭 馬琴作 

小池 藤五郎校訂 

岩波文庫 

134.  南総里見八犬伝(九) 曲亭 馬琴作 

小池 藤五郎校訂 

岩波文庫 

135.  南総里見八犬伝(十) 曲亭 馬琴作 

小池 藤五郎校訂 

岩波文庫 

136.  アドベンチャー ゲーム

ブック 

甦る妖術使い 

I・リビングストン著 

多摩 豊訳 

教養文庫 

137.  世界映画名作全史 戦後

編 

猪俣 勝人著 教養文庫 

138.  反骨の系譜 権力に屈し 青地 晨著 教養文庫 
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なかった人々 

139.  李陵 中島 敦選集 現代教養文庫 

140.  愛の狩人 室生犀星 安宅 夏夫著 現代教養文庫 

141.  オラン・ペンデクの復讐 香山 滋著 教養文庫 

142.  猫の泉 日影 丈吉 傑作選Ⅱ 教養文庫 

143.  戦後の詩 <現代>はどう

表現されたか 

安西 均編著 教養文庫 

144.  日本の戯画 諷刺と抵抗

の精神 

須山 計一著 教養文庫 

145.  モンゴル国ものがたり 

神話と伝説と插話と 

森田 雄蔵著 教養文庫 

146.  死後の恋 夢野 久作傑作選Ⅰ 教養文庫 

147.  殺人心理学〔上〕 アメリカ探偵作家クラブ

傑作選(5) 

ハヤカワ・ミステリ

文庫 

148.  書斎の死体 アガサ・クリスティー著

高橋 豊訳 

ハヤカワ・ミステリ

文庫 

149.  おろしや国酔夢譚 井上 靖著 徳間文庫 

150.  アジア赤貧旅行 だから

アジアは面白い 

下川 裕治著 徳間文庫 

151.  韓国人の発想 黒田 勝弘著 徳間文庫 

152.  マッカーサーの陰謀 伴野 朗著 徳間文庫 

153.  六人目の裏切者 伴野 朗著 徳間文庫 

154.  上海スクランブル 伴野 朗著 徳間文庫 

155.  「新趣味」傑作選 幻の

探偵雑誌⑦ 

ミステリー文学資料館編 光文社文庫 

156.  「探偵文芸」傑作選 幻

の探偵雑誌⑤ 

ミステリー文学資料館編 光文社文庫 

157.  流行の神話 ロールスロ

イスとレインコートはい

かに創られたか 

海野 弘著 光文社文庫 

158.  釣り人語らず 開高 健著 潮文庫 

159.  敦煌行 鄧健吾著 潮文庫 

160.  長征 岡本 隆三著 潮文庫 

161.  恐怖劇場（２冊） 阿刀田 高著 光文社文庫 

162.  花のデカメロン 阿刀田 高著 光文社文庫 

163.  東京旅行記 嵐山光著 光文社文庫 

164.  日本掌編小説番作選 下

花・暦篇 

大西 巨人著 光文社文庫 

165.  証拠写真が三十四枚 都筑 道夫著 光文社文庫 
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166.  犬と猫のジョーク集 ラリー‧ワイルド著 

鎌田 三平訳 

光文社文庫 

167.  買いも買ったり 林 望著 光文社文庫 

168.  恐怖劇場 阿刀田 高選 

日本ペンクラブ編 

光文社文庫 

169.  ブラック‧ユーモア傑作

選 

阿刀田 高著 光文社文庫 

170.  三毛猫ホームと仲間たち 赤川次郎著 光文社文庫 

171.  江戸川乱歩の大推理 汁 真先著 光文社文庫 

172.  カストリ時代  朝日文庫 

173.  異人館（上） 白石 一郎著 朝日文庫 

174.  フジ三太郎名場面 サトウサンペイ著 朝日新聞社 

175.  日本診断 松山 幸雄著 朝日新聞社 

176.  私の見た人 吉屋 信子著 朝日新聞社 

177.  東京の美術館ガイド  朝日新聞社 

178.  食べ物さん、ありがとう 先生：川島四郎 

生徒：サトウサンペイ 

朝日文庫 

179.  中国の旅 本多 勝一著 朝日文庫 

180.  韓国の「民族」と「反日」 田中 明著 朝日文庫 

181.  唐代伝奇 陳 舜 臣著 朝日文庫 

182.  釧路湿原 本多 勝一著 朝日文庫 

183.  モンゴル紀行 司馬 遼太郎著 朝日文芸文庫 

184.  東京地名考 上 朝日新聞社会部 朝日文庫 

185.  国際スパイ都市バンコク 村上 吉男著 朝日文庫 

186.  東京地名考 下 朝日新聞社会部 朝日文庫 

187.  韓のくに紀行 司馬 遼太郎著 朝日文芸文庫 

188.  北朝鮮からの亡命者 朝日新聞アエラ編集部 朝日文庫 

189.  フジ三郎名場面 9 サトウ サンペイ著 朝日新聞社 

190.  異人館（下） 白石 一郎著 朝日文庫 

191.  カイシャ大国 朝日新聞社 朝日文庫 

192.  小さい目のフランス日記 根本 長兵衛著 朝日文庫 

193.  復讐の鎮魂歌 伴野 朗著 徳間文庫 

194.  トーク８＜エイト＞ 筒井 康隆著 徳間文庫 

195.  アメリカが見える窓 常盤 新平著 徳間文庫 

196.  ソウル打令 反日と嫌韓

の谷間で 
平井 久志著 

徳間文庫 

197.  宣教師が見た織田信長 高野 澄著 徳間文庫 

198.  男たちのら・ら・ば・い 徳間文庫編集部 徳間文庫 

199.  ソウル発 これが韓国だ 黒田 勝弘著 徳間文庫 
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200.  ハングルはむずかしくな

い 

黒田 勝弘著 徳間文庫 

201.  韓国ショッピングガイド 正木 信之著 徳間文庫 

202.  シャーロック・ホームズ

の冒険 3.赤い文字のな

ぞ 

コナン・ドイル著 

武田 武彦訳 

徳間文庫 

203.  台湾発見 映画が描く

「未知」の島 

田村 志津枝著 朝日文庫 

204.  暗殺教程 都筑 道夫著 集英社文庫 

205.  昭和語 60 年世相史 榊原 昭二著 朝日文庫 

206.  敗戦前後の日本人 保坂 正康著 朝日文庫 

207.  日本による朝鮮支配の 40

年 

姜在彥著 朝日文庫 

208.  フジ三太郎旅日記 サトウサ著 朝日文庫 

209.  アジア食文化の旅 大村 次郷著 朝日文庫 

210.  アクション・グラビア 週刊朝日編 朝日新聞社 

211.  香港を極める 上村 幸治著 朝日文庫 

212.  街道をゆく 司馬 遼太郎著 朝日文芸文庫 

213.  ベトナム戦記 開高 健著 朝日文庫 

214.  蒼い時 山口 百恵著 集英社文庫 

215.  北京悠々館 陳舜臣著 集英社文庫 

216.  大航海 （下） 伴野 朗著 集英社文庫 

217.  二〇三九年の真実 －ケ

ネディを殺った男たち－

落合 信彦著 集英社文庫 

218.  わたしのチベット紀行 

知恵と慈悲に生きる人た

ち 

渡辺 一枝著 集英社文庫 

219.  絢爛たる暗号 －百人一

首の謎を解く－ 

織田 正吉著 集英社文庫 

220.  あるく魚とわらう風 椎名 誠著 集英社文庫 

221.  嫉妬 森 瑤子著 集英社文庫 

222.  カペー氏はレジスタンス

をしたのだ 

なだ いなだ著 集英社文庫 

223.  慕情の旅 芝木 好子著 集英社文庫 

224.  幻の翼 逢坂 剛著 集英社文庫 

225.  大正デモクラシーの画家

たち 池袋モンパルナス

宇佐美 承著 集英社文庫 

226.  堀部安兵衛 絵・黒鉄ヒロシ 

文・吉行 淳之介 

集英社文庫 
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227.  死者の時 井上 光晴著 集英社文庫 

228.  きまぐれフレンドシップ

PART1 

星 新一著 集英社文庫 

229.  あぐり 95 年の奇跡 吉行 あぐり著 集英社文庫 

230.  食前にたっぷり 日本ペンクラブ編 

色川 武大選 

集英社文庫 

231.  勝負 日本ペングラブ編 

津本 陽選 

集英社文庫 

232.  とうに夜半を過ぎて レイ・ブラッドベリ著 

小笠原 豊樹訳 

集英社文庫 

233.  愛のかたち 日本ペングラブ編 

瀬戸 内晴美選 

集英社文庫 

234.  人生の読本 日本ペングラブ編 

山口 瞳選 

集英社文庫 

235.  過去のある女 日本ペングラブ編 

結城 昌治選 

集英社文庫 

236.  「英会話」私情 富岡 多恵子著 集英社文庫 

237.  オーパ、オーパ！！ ア

ラスカ篇 カリフォルニ

ア・カナダ篇 

開高 建著 集英社文庫 

238.  何とも知れない未来に 日本ペングラブ編 

大江 健三郎選 

集英社文庫 

239.  書くに値する毎日 日本ペングラブ編 

つかこうへい選 

集英社文庫 

240.  私小説名作選 日本ペングラブ編 

中村 光夫選 

集英社文庫 

241.  教養小説名作選 日本ペンクラブ編 

高橋 健二選 

集英社文庫 

242.  いびつな贈り物 阿刀田 高著 集英社文庫 

243.  恐怖特急 日本ペンクラブ編 

阿刀田 高選 

集英社文庫 

244.  ノッティンガム物語 アラン・シリトー著 

橋口 稔・阿波 保喬訳

集英社文庫 

245.  砂の密約 伴野 朗 集英社文庫 

246.  タルキニアの小馬 マルグリット・デュラス

著 

田中 倫郎訳 

集英社文庫 

247.  彼方へ 丸谷 才一著 集英社文庫 

248.  花千日の紅なく 南方熊 阿井 景子著 集英社文庫 



 10

楠と妻 

249.  泥棒 －ショート・ショ

ート全集 

結城 昌治著 集英社文庫 

250.  青猫 －萩原朔太郎詩集

－ 

萩原 朔太郎著 集英社文庫 

251.  妖言集 伊達 壱行著 集英社文庫 

252.  猫の首 小松 左京著 集英社文庫 

253.  河童 芥川 龍之介著 集英社文庫 

254.  世界の歴史 7 近代への

序曲 

松田 智雄編 中公文庫 

255.  世界の歴史 14 第一次大

戦後の世界 

江口 朴郎編  

256.  世界の歴史 15 ファシズ

ムと第二次大戦 

村瀬 興男編  

257.  世界の歴史 16 現代－人

類の岐路 

松本 重治編  

258.  梶井基次郎と湯ヶ島 安藤 公夫編 皆美社 

259.  今日のイタリア 下位 春吉著 大民文庫 

260.  あの手この手の犯罪 ロバート・L・フィッシュ

編 

田村 義進・他訳 

早川書房 

261.  島尾敏雄 島尾 ミホ・馬渡 憲三

郎・今井 幹雄・宮本 瑞

夫・志村 有弘著 

宮本企画 

262.  １２星宮殺人事件 赤川次郎 他著 

山前 譲編 

飛天文庫 

263.  日本のテロリスト 室伏 哲郎 潮文庫 

264.  順逆の人－小説・三島由

紀夫 

豊田 穣著 勁文社 

265.  熱烈！沖縄ガイド 篠原 章著 宝島社文庫 

266.  ショック・ロック スティーヴン・キング他

著 

ジェフ・ゲルブ編 

小川 隆・白石 朗ほか

訳 

扶桑社 

267.  旅の楽しみ 平山 郁夫・松永 伍

一・嘉門 安雄・福島

武・猿谷 要・西岡 秀

雄・町 春草・岡田 喜

三修社 
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秋著 

268.  世界大衆文学全集大58巻

千一夜物語 

森田 草平訳 アルカディア書房 

269.  世界名詩選 タゴール詩

集 ヴエルレーヌ詩集 

吉川 則比古訳 

松山 敏訳 

成光館 

270.  日本文学辞典 久松 潜一著 弘文堂 

271.  真紅の肩掛 モーリス・ルブラン作 

保篠 龍緒訳 

大衆文庫 

272.  死の淵から 高見 順著  

273.  パリの街角 文学散歩 佐藤 昌著 三修社 

274.  万華鏡 ブラッドベリ自

選傑作短編集 

レイ・ブラッドベリ著 

川本 三郎訳 

サンリオ SF 文庫 

275.  続 わが文学半生記 江口 渙著 青木書店 

276.  視線の先の狂気 ヘザー・グレアム著 

風音 さやか訳 

ハーレクイン 

277.  反逆 その名言集 徳富 蘆花・カストロ他

著 

乾 あきら編 

真昼文庫 

278.  とっておきの韓国 ゼッ

タイ満足 

鄭 銀淑著 王様文庫 

279.  男の服装戦略 石津 謙介著 

中原 幹生画 

千曲秀版社 

280.  かながわの文学碑 杉田 三郎著 かもめ文庫 

281.  拝啓ニッポン人殿 特派

員報告 

読売新聞外報部 三修社 

282.  はだか川心中－自選傑作

集 

都筑 道夫著 勁文社 

283.  鉄の棺－自選傑作集 生島 治郎著 勁文社 

284.  よくばりアジア 買って

いいもの悪いもの 

長崎 快宏著 祥伝社 

285.  真説 金田一耕助 横溝 正史著 角川文庫 

286.  新進傑作小説全集 第四

巻 

横光 利一著 平凡社 

287.  新進傑作小説全集 第十

巻 

岡田 三郎・尾崎 士郎

著 

平凡社 

288.  新進傑作小説全集 第一

巻 

犬養 健著 平凡社 

289.  新進傑作小説全集 第六

巻 

十一谷義三郎 平凡社 
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290.  黄金仮面 江戸川乱歩長

編全集 5 

江戸川 乱歩著 春陽文庫 

291.  シャーロック・ホームズ

の冒険（2） 幽霊やしき

コナン・ドイル著 

武田 武彦訳 

春陽文庫 

292.  鏡地獄 江戸川 乱歩著 春陽文庫 

293.  黄門廻国記 直木 三十五著 春陽文庫 

294.  ペテン師と空気男 江戸

川乱歩文庫 

江戸川 乱歩著 春陽文庫 

295.  江川蘭子 江戸川 乱歩・横溝 正

史・甲賀 三郎・大下宇

陀児・夢野 久作・森下

雨村著 

春陽文庫 

296.  江戸川乱歩名作集 9 偉

大なる夢他 2編 

江戸川 乱歩著 春陽文庫 

297.  化人幻戯 江戸川乱歩長

編全集 18 

江戸川 乱歩著 春陽文庫 

298.  怪盗紳士ルパン 怪盗ル

パン 

ルブラン著 

榊原 晃三訳 

春陽くれよん文庫 

299.  妖虫 江戸川乱歩長編全

集 8 

江戸川 乱歩著 春陽文庫 

300.  新源氏物語（上） 田辺 聖子著 新潮文庫 

301.  新源氏物語（中） 田辺 聖子著 新潮文庫 

302.  新源氏物語（下） 田辺 聖子著 新潮文庫 

303.  源氏物語 巻一 円地 文子訳 新潮文庫 

304.  源氏物語 巻二 円地 文子訳 新潮文庫 

305.  源氏物語 巻三 円地 文子訳 新潮文庫 

306.  源氏物語 巻四 円地 文子訳 新潮文庫 

307.  源氏物語 巻五 円地 文子訳 新潮文庫 

308.  少女コレクション序説 澁澤 龍彦著 中公文庫 

309.  私のプリニウス 澁澤 龍彦著 河出文庫 

310.  突然変異幻語対談 筒井 康隆・柳瀬 尚紀

著 

河出文庫 

311.  ぺてん師列伝 あるいは

制服の研究 

種村 季弘著 河出文庫 

312.  千年の愉楽 中上 健次著 河出文庫 

313.  枯木灘 中上 健次著 河出文庫 

314.  十九歳の地図 中上 健次著 河出文庫 

315.  踊子・浮沈 永井 荷風著 河出文庫 

316.  近代の抒情 岡崎 義恵著 河出文庫 
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317.  今ものこる江戸の老舗 吉村 武夫著 河出文庫 

318.  薔薇への供物 中井 英夫著 河出文庫 

319.  ドラコニア綺譚集 澁澤 龍彦著 河出文庫 

320.  文豪ミステリー傑作選 夏目 漱石・他著 河出文庫 

321.  文豪ミステリー傑作選 

第 2 集 

黒岩 涙香・他著 河出文庫 

322.  夢占い事典 M・ポングラチュ、I・ザ

ントナー著 

種村 季弘・他訳 

河出文庫 

323.  更生記 佐藤 春夫著 河出書房 

324.  夢の宇宙誌 澁澤 龍彦著 河出文庫 

325.  夢の宇宙誌 澁澤 龍彦著 河出文庫 

326.  屍の街 大田 洋子著 河出書房 

327.  現代音楽論 河上 徹太郎著 河出書房 

328.  横浜ミステリー傑作選 斉藤 栄・他著 河出文庫 

329.  乱歩打明け話 江戸川 乱歩著 

新保 博久、山前 譲編

河出文庫 

330.  昭和の文学 瀬沼 茂樹著 河出書房 

331.  美食ミステリー傑作選 小鷹 信光編 河出文庫 

332.  彼等（they） 稲垣 足穂著 河出文庫 

333.  ナンセンス感覚 柳瀬 尚紀著 河出文庫 

334.  知の祝祭 文化における

中心と周縁 

山口 昌男著 河出文庫 

335.  幻想博物誌 澁澤 龍彦著 河出文庫 

336.  文豪ミステリ傑作選 太

宰治集 

太宰治著 河出文庫 

337.  女のエピソード 澁澤 龍彦著 河出文庫 

338.  失われた絵 高橋 たかこ著 河出文庫 

339.  東西不思議物語 澁澤 龍彦著 河出文庫 

340.  異端の肖像 澁澤 龍彦著 河出文庫 

341.  中国のユーモア 寺尾 善雄著 河出文庫 

342.  水府 津島 佑子著 河出書房 

343.  水府 津島 佑子著 河出書房 

344.  アナクロニズム 種村 季弘著 河出書房 

345.  妖人奇人館 澁澤 龍彦著 河出文庫 

346.  京都ミステリー傑作選 山村 美紗・他著 河出文庫 

347.  日本の神話 性のユート

ピアを求めて 

高橋 鐵著 河出文庫 

348.  ブラック＆ホワイト ユ ハタオ文・絵 河出文庫 
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ーモア 

349.  秘密結社の手帖 澁澤 龍彦著 河出文庫 

350.  参謀・汁政信 杉森 久英著 河出文庫 

351.  黒魔術の手帖 澁澤 龍彦著 河出文庫 

352.  詐欺師の楽園 種村 季弘著 河出文庫 

353.  推理パズル 藤村 幸三郎著 河出文庫 

354.  日本の怪談 田中 貢太郎著 河出文庫 

355.  エロスの解剖 澁澤 龍彦著 河出文庫 

356.  吸血鬼幻想 種村 季弘著 河出文庫 

357.  悪魔礼拝 種村 季弘著 河出文庫 

358.  影法師の誘惑 種村 季弘著 河出文庫 

359.  毒薬の手帖 澁澤 龍彦著 河出文庫 

360.  胡桃の中の世界 澁澤 龍彦著 河出文庫 

361.  恐怖通信 オーガスト・ダーレス他

著 

中田 耕治編 

河出文庫 

362.  枕草子研究 関 みさを著 河出文庫 

363.  シュルレアリスム P・ワルドベルグ著 

巖谷 国士訳 

河出文庫 

364.  シュルレアリスム P・ワルドベルグ著 

巖谷 国士訳 

河出文庫 

365.  華やかな食物誌 澁澤 龍彦著 河出文庫 

366.  あしながおじさん 世界

文学の玉手箱 1 

ウェブスター著 

谷川 俊太郎訳 

河出書房新社 

367.  スクリーンの夢魔 澁澤 龍彦著 河出文庫 

368.  ジョーク哲学史 加藤 尚武著 河出文庫 

369.  現代日本文学事典 中島 健蔵編 河出文庫 

370.  日本の歴史 1 神話から

歴史へ 

井上 光貞著 中公文庫 

371.  日本の歴史 1 神話から

歴史へ 

井上 光貞著 中公文庫 

372.  日本の歴史 2 古代国家

の成立 

直木 孝次郎著 中公文庫 

373.  日本の歴史 2 古代国家

の成立 

直木 孝次郎著 中公文庫 

374.  日本の歴史 3 奈良の都 青木 和夫著 中公文庫 

375.  日本の歴史 3 奈良の都 青木 和夫著 中公文庫 

376.  日本の歴史 4 平安京 北山 茂夫著 中公文庫 

377.  日本の歴史 4 平安京 北山 茂夫著 中公文庫 



 15

378.  日本の歴史 5 王朝の貴

族 

土田 直鎮著 中公文庫 

379.  日本の歴史 5 王朝の貴

族 

土田 直鎮著 中公文庫 

380.  日本の歴史 6 武士の登

場 

竹内 理三著 中公文庫 

381.  日本の歴史 7 鎌倉幕府 石井 進著 中公文庫 

382.  日本の歴史 8 蒙古襲来 黒田 俊雄著 中公文庫 

383.  日本の歴史 9 南北朝の

動乱 

佐藤 進一著 中公文庫 

384.  日本の歴史 10 下剋上の

時代 

永原 慶二著 中公文庫 

385.  日本の歴史 11 戦国大名 杉山 博著 中公文庫 

386.  日本の歴史 12 天下一統 林屋辰三郎著 中公文庫 

387.  日本の歴史 13 江戸開府 辻 達也著 中公文庫 

388.  日本の歴史 13 江戸開府 辻 達也著 中公文庫 

389.  日本の歴史 14 鎖国 岩生 成一著 中公文庫 

390.  日本の歴史 15 大名と百

姓 

佐々木 潤之助著 中公文庫 

391.  日本の歴史 16 元禄時代 児玉 幸多著 中公文庫 

392.  日本の歴史 17 町人の実

力 

奈良 本辰著 中公文庫 

393.  日本の歴史 18 幕藩制の

苦悶 

北島 正元著 中公文庫 

394.  日本の歴史 18 幕藩制の

苦悶 

北島 正元著 中公文庫 

395.  日本の歴史 19 開国と攘

夷 

小西 四郎著 中公文庫 

396.  日本の歴史 19 開国と攘

夷 

小西 四郎著 中公文庫 

397.  日本の歴史 20 明治維新 井上 清著 中公文庫 

398.  日本の歴史 20 明治維新 井上 清著 中公文庫 

399.  日本の歴史 21 近代国家

の出発 

色川 大吉著 中公文庫 

400.  日本の歴史 21 近代国家

の出発 

色川 大吉著 中公文庫 

401.  日本の歴史 22 大日本帝

国の試練 

隅谷 三喜男著 中公文庫 

402.  日本の歴史 22 大日本帝 隅谷 三喜男著 中公文庫 
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国の試練 

403.  日本の歴史 23 大正デモ

クラシー 

今井 清一著 中公文庫 

404.  日本の歴史 23 大正デモ

クラシー 

今井 清一著 中公文庫 

405.  日本の歴史 24 ファシズ

ムへの道 

大内 力著 中公文庫 

406.  日本の歴史 24 ファシズ

ムへの道 

大内 力著 中公文庫 

407.  日本の歴史 25 太平洋戦

争 

林 茂著 中公文庫 

408.  日本の歴史 25 太平洋戦

争 

林 茂著 中公文庫 

409.  日本の歴史 26 よみがえ

る日本 

蠟山 政道著 中公文庫 

410.  日本の歴史 26 よみがえ

る日本 

蠟山 政道著 中公文庫 

411.     

412.     

413.     

414.     

415.     

416.     

417.     

418.     

419.  ふしぎの国のアリス ルイス・キャロル著 

北村 太郎訳 

集英社文庫 

420.  日本書紀 巻上 黒板 勝美編 岩波文庫 

421.  日本書紀 巻中 黒板 勝美編 岩波文庫 

422.  日本書紀 巻下 黒板 勝美編 岩波文庫 

423.  思考機械 ジャック・フットレル著

狎川 曠訳 

早川書房 

424.  時計の中の骸骨 カーター・ディクスン著

小倉 多加志訳 

早川書房 

425.  引き潮の魔女 ジョン・ディクスン・カ

ー著 

小倉 多加志訳 

早川書房 

426.  馬は土曜に蒼ざめる 筒井 康隆著 ハヤカワ文庫 

427.  スターリンの死 ジョルジュ・ボルトリ著 ハヤカワ文庫 
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杉辺 利英訳 

428.  アーサー王宮廷のヤンキ

ー 

マーク・トゥウェイン著

小倉 多加志訳 

ハヤカワ文庫 

429.  殺人は容易だ アガサ・クリスティー著

高橋 豊訳 

ハヤカワ文庫 

430.  黒いカーニバル レイ・ブラットベリ著 

伊藤 典夫訳 

ハヤカワ文庫 

431.  オずの魔法使い ライマン・フランク・ボ

ーム著 

佐藤 高子訳 

ハヤカワ文庫 

432.  魔都 久生 十蘭著 現代教養文庫 

433.  アンデスの聖餐 クレイ・ブレア Jr.著 

高田 正純訳 

ハヤカワ文庫 

434.  ジブラルタルの水夫 マルぐリット・デュラス

著 

三輪 秀彦訳 

ハヤカワ文庫 

435.  空は船でいっぱい シオドア・スタージョン

他著 

浅倉 久志、伊藤 典夫

編 

ハヤカワ文庫 

436.  夢の棲む街 山尾 悠子著 ハヤカワ文庫 

437.  およね平吉時穴道行 半村 良著 ハヤカワ文庫 

438.  殺人心理学（下） ルーシー・フリーマン編

喜多 元子他訳 

ハヤカワ・ミステリ

文庫 

439.  黄金の 13／現代篇 エラリイ・クイーン編 

宇野 利泰・訳 

ハヤカワ・ミステリ

文庫 

440.  墓場貸します カーター・ディクスン著

斉藤 数衛訳 

ハヤカワ・ミステリ

文庫 

441.  復讐の女神 アガサ・クリスティー著

乾 信一郎訳 

ハヤカワ・ミステリ

文庫 

442.  ハロウィーン・パーティ アガサ・クリスティー著

中村 能三訳 

ハヤカワ・ミステリ

文庫 

443.  ミニ・ミステリ 100（上） マイザック・アシモフ他

編 

山本 俊子訳 

ハヤカワ・ミステリ

文庫 

444.  岡本綺堂 ＜ちくま日本

文学全集＞ 

岡本 綺堂著 筑摩書房 

445.  新編魔法のお店 荒俣宏編訳 ちくま文庫 

446.  乱歩の幻影 日下 三蔵編 ちくま文庫 
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447.  上海コレクション 平野純編 ちくま文庫 

448.  だれが、いばら姫を起こ

したのか 

I・フェッチャー著 

丘沢 静也訳 

ちくま文庫 

449.  脳の見方 養老 孟司著 ちくま文庫 

450.  日本のレトリック 尼ヶ崎 彬著 ちくま学芸文庫 

451.  迷信博覧会 種村 季弘著 ちくま文庫 

452.  テレビは嘘が嫌い 天野 祐吉著 ちくま文庫 

453.  旅好き、もの好き、暮ら

し好き 

津田 春美著 ちくま文庫 

454.  不思議の街 根津 森まゆみ著 ちくま文庫 

455.  梶井基次郎全集 全一巻 梶井 基次郎著 ちくま文庫 

456.  東京百話 天の巻 種村 季弘著 ちくま文庫 

457.  雑踏の社会学 川本 三郎著 ちくま文庫 

458.  温泉旅行記 嵐山 光三郎著 ちくま文庫 

459.  もつれっ話 ルイス・キャロル著 

柳瀬 尚紀訳 

ちくま文庫 

460.  書物漫遊記 種村 季弘著 ちくま文庫 

461.  図説 太宰治 日本近代文学館編 ちくま学芸文庫 

462.  八木重吉全詩集 1 詩集

秋の瞳・詩稿ⅠⅡ 

八木 重吉著 ちくま文庫 

463.  八木重吉全詩集 2 詩集

貧しき信徒・詩稿Ⅲ 

八木 重吉著 ちくま文庫 

464.  江戸川乱歩随筆選 江戸川 乱歩著 

紀田 順一郎編 

ちくま文庫 

465.  こころ 夏目 漱石著 ちくま文庫 

466.  八丈島のロックンロール 木村 晋介著 ちくま文庫 

467.  会議の心理学 石川 弘義著 ちくま文庫 

468.  百貨店の誕生 初田 亨著 ちくま学芸文庫 

469.  火の車板前帖 橋本 千代吉著 ちくま文庫 

470.  坂口安吾全集 1 坂口 安吾著 ちくま文庫 

471.  坂口安吾全集 2 坂口 安吾著 ちくま文庫 

472.  坂口安吾全集 3 坂口 安吾著 ちくま文庫 

473.  坂口安吾全集 5 坂口 安吾著 ちくま文庫 

474.  坂口安吾全集 15 坂口 安吾著 ちくま文庫 

475.  坂口安吾全集 18 坂口 安吾著 ちくま文庫 

476.  死者はよみがえる ディクスン・カー著 

橋本 福夫訳 

創元推理文庫 

477.  D 坂の殺人事件 江戸川 乱歩著  

478.  日本探偵小説全集 2 江 江戸川 乱歩著  
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戸川乱歩集 

479.  日本探偵小説全集 6 小

栗虫太郎集 

小栗 虫太郎著  

480.  日本探偵小説全集 7 木

々高太郎集 

木々 高太郎著  

481.  日本探偵小説全集 12 名

作集 2 

葛山 二郎、大阪 圭

吉、蒼井 雄、中島 河

太郎著 

 

482.  猫と鼠の殺人 ディスコン・カー著 

厚木 淳訳 

 

483.  彼方 J-K・ュイスマンス著 

田辺 貞の助訳 

 

484.  怪奇小説傑作集 1 ブラックウット他著 

平井 呈一訳 

 

485.  怪奇小説傑作集 2 ジョン・コリアー他著 

宇野 利泰、中村 能三

訳 

 

486.  怪奇小説傑作集 3 ラブクラフト他著 

橋本 福夫、大西 尹明

訳 

 

487.  怪奇小説傑作集 4 アポリネール他著 

青柳 瑞穗、澁澤 龍彦

訳 

 

488.  怪奇小説傑作集 5 エーベルス他著 

植田 敏郎、原 卓也訳

 

489.  ウェルズ SF 傑作集=1 H・G・ウェルズ著 

阿部 地二訳 

 

490.  闇からの声 イーデン・フィルポッツ

著 

橋本 福夫訳 

 

491.  死体銀行 カトリーヌ・アルレー著

加藤 尚宏訳 

 

492.  ママ、手紙を書く ジェームズ・ヤッフェ著

神納 照子訳 

 

493.  死ぬほどの馬鹿 カトリーヌ・アルレー著

安堂 信也訳 

 

494.  ミス・マープルと 13 の謎 マガサ・クリスチィ著 

高見 沢潤子訳 

 

495.  連続殺人事件 ディクスン・カー著  
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井上 一夫訳 

496.  小鼠ニューヨークを侵略 L・ウイバーリー著 

清水 政二訳 

 

497.  小鼠月世界を征服 レナード・ウイバーリー

著 

清水 政二訳 

 

498.  ポオ詩と詩論 エドガー・アラン・ポオ

著 

福永 武彦訳 

 

499.  原子力潜水艦シービュー

号 

シオドー・スタージョン

著 

井上 勇訳 

 

500.  日本演劇通史 河竹 繁俊著 創元社 

501.  恐怖の愉しみ（上） レ・ファニュ他著 

平井 呈一編訳 

 

502.  チャンドラー傑作集 1 レイモンド・チャンドラ

ー著 

稲葉 明雄訳 

 

503.  シャーロック・ホームズ

の事件簿 

コナン・ドイル著 

深町 真理子訳 

 

504.  黄金の守護精霊 H.R.ハガード著 

菊池 光訳 

 

505.  ポオ小説全集 1 エドガー・アラン・ポオ

著 

阿部 地二他訳 

東京創元社 

506.  ポオ小説全集 2 エドガー・アラン・ポオ

著 

大西 尹明他訳 

東京創元社 

507.  ポオ小説全集 3 エドガー・アラン・ポオ

著 

田中 西二郎他訳 

東京創元社 

508.  ポオ小説全集 4 エドガー・アラン・ポオ

著 

丸谷 才一他訳 

東京創元社 

509.  赤い猫 仁木 悦子著 講談社文庫 

510.  「人間らしさ」の構造 渡部 昇一著 講談社学術文庫 

511.  話し言葉の技術 金田一 春彦著  

512.  仕掛けとしての文化 山口 昌男著  

513.  影の現象学 河合 隼雄著  
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514.  「あそび」の哲学 別宮 貞徳著  

515.  日本語はどういう言語か 三浦つとむ  

516.  万葉の女人たち 樋口 清之著  

517.  文化人類学のすすめ 祖父 江孝男著  

518.  増鏡（上）全訳注 井上 宗雄著  

519.  神話の話 大林 太良著  

520.  日本人とは何か 加藤 周一著  

521.  絵の言葉 小松 左京、高階 秀爾

著 

 

522.  湖畔 ワーズワスの史蹟

を訪ねて 

高木 市の助著  

523.  南方熊楠 鶴見 和子著  

524.  内省と遡行 柄谷 行人著  

525.  文章速達法 堺 利彦著  

526.  大鏡 全現代語訳 保坂 弘司著  

527.  差異としての場所 柄谷 行人著  

528.  アラブ的思考様式 牧野 信也著  

529.  「坐」の文化論 山折 哲雄著  

530.  出口・廃墟の眺め 吉行 淳之介著 講談社文庫 

531.  仇討小説全集 菊池 寛著 大衆文学館講談社 

532.  奇想ミステリ集 山田 風太郎著 大衆文学館講談社 

533.  世界怪奇実話 牧 逸馬著  

534.  身体論 湯浅 泰雄著 講談社学術文庫 

535.  隠喩としての建築 柄谷 行人著  

536.  近代日本の心情の歴史 見田 宗介著  

537.  探求Ⅱ 柄谷 行人著  

538.  戦後欲望史 転換の七、

八〇年代篇 

赤塚 行雄著 講談社文庫 

539.  ルポ戦後日本 50 年の現

場 

鎌田 慧著  

540.  教育の論理－文部省廃止

論 

羽仁 五郎著  

541.  心理学・社会学 筒井 康隆著  

542.  「縮み」志向の日本人 李御寧著  

543.  紅水仙 司修著  

544.  身体の宇宙誌 鎌田 東二著 講談社学術文庫 

545.  退屈しのぎ 高橋 三千綱著 講談社文庫 

546.  虚構地獄 寺山 修司著  

547.  五十万年の死角 伴野 朗著  
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548.  K ファイル 38 伴野 朗著  

549.  抹香町／路傍 川崎 長太郎著 講談社文芸文庫 

550.  やすらかに今はねむリ給

え／道 

林 京子著  

551.  鳥のように獣のように 中上 健次著  

甲、 夢幻知獄四十八景 都筑 道夫著 講談社文庫 

552.  原色の戦後史 戦後を日

本人はどう生きたか 

大島 幸夫著  

553.  知恵くらべクイズ集 少年倶楽部編  

554.  論文のレトリック 澤田 昭夫著 講談社学術文庫 

555.  身辺の日本文化 多田 道太郎著  

556.  名詩鑑賞 萩原朔太郎 那珂 太郎著  

557.  コルドバの女豹 逢坂 剛著 講談社文庫 

558.  今日も銀座へ行かなくち

ゃ 

枝川 公一著  

559.  幻のマドリード通信 逢坂 剛著  

560.  ゾルゲの遺言 伴野 朗著  

561.  殺意の複合 伴野 朗著  

562.  夢ざめの坂（下） 陳舜臣著  

563.  文化記号論 池上 嘉彦、山中桂一、

唐須 教光著 

講談社学術文庫 

564.  事実と創作 桑原 武夫著  

565.  星の神話・伝説 野尻 抱影著  

566.  現象学と表現主義 F・フェルマン著 

木田 元訳 

 

567.  童話の研究 高木 敏雄著  

568.  日本語と世界 大野 晋著  

569.  小泉八雲新考 丸山 学、木下順二監修  

570.  白鳥の歌／貝の音 井伏 鱒二著 講談社文芸文庫 

571.  人と人影 井伏 鱒二著  

572.  愛の挨拶／馬車／純粋小

説論 

横光 利一著  

573.  光と風と夢／わが西遊記 中島 敦著  

574.  詩札伝家 清岡 卓行著  

575.  栗の樹 小林 秀雄著  

576.  樹影 佐多 稲子著  

577.  評伝中原中也 吉田 凞生著  

578.  思想としての東京 磯田 光一著  

579.  放浪時代 竜胆寺 雄著  
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580.  アヴァンギャルド芸術 花田 清輝著  

581.  再婚者／弓浦市 川端 康成著  

582.  安吾のいる風景／敗苛落

日 

石川 淳著  

583.  紫苑物語 石川 淳著  

584.  紫苑物語 石川 淳著  

585.  アカシヤの大連 清岡 卓行著  

586.  狂の精神史 中西 進著 講談社文庫 

587.  角鹿の蟹 稲垣 達郎著 講談社文芸文庫 

588.  レトリックの時代 渡部 昇一著 講談社学術文庫 

589.  夏の日の声 アーウィン・ショー著 

常盤 新平訳 

講談社文庫 

590.  日本の伝説（上） 松谷 みよ子編著  

591.  普賢／佳人 石川 淳著 講談社文芸文庫 

592.  雑学 東京進行曲 西沢 爽著 講談社文庫 

593.  夢の通い路 倉橋 由美子著  

594.  鷹 石川 淳著 講談社文芸文庫 

595.  実学思想の系譜 源 了園著 講談社学術文庫 

596.  殺人者はそこにいる 逃

げ切れない狂気非情の 13

事件 

「新潮 45」編集部編 新潮文庫 

597.  犯罪ロードマップ ミス

テリー傑作選 1 

日本推理作家協会編 講談社文庫 

598.  あなたの隣に犯人が ミ

ステリー傑作選 4 

日本推理作家協会編  

599.  サスペンス・ゾーン ミ

ステリー傑作選 6 

日本推理作家協会編  

600.  妄想 ニッポン紀行 高

天原～伊勢～出雲 

小松 左京著  

601.  IN POCKET 1986・6 月号 根岸 勲編 講談社 

602.  IN POCKET 1986・7 月号 根岸 勲編  

603.  IN POCKET 1986・9 月号 根岸 勲編  

604.  IN POCKET 1992・３月号 杉山 嘉美編 講談社 

605.  阿片戦争（上）滄海編 陳舜臣著 講談社文庫 

606.  山を走る女 津島 佑子著  

607.  光の領分 津島 佑子著  

608.  ミッドナイト・コール 森 瑤子著  

609.  世界ショートショート傑

作選 1 

各務 三郎編  
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610.  牡丹の庭 芝木 好子編  

611.  村上龍料理小説集 村上 龍著  

612.  南の島で暮らしてみたい 佐藤 麻岐著  

613.  私的メコン物語 食から

覗くアジア 

森枝 卓士著  

614.  私的メコン物語 食から

覗くアジア 

森枝 卓士著  

615.  李朝残影 梶山 季之著  

616.  ニホンゴキトク 久世 光彦著  

617.  ナポレオン狂 阿刀田 高著  

618.  にぎやかな悪霊たち 都筑 道夫著  

619.  夢なきものの掟 生島 治郎著  

620.  暗黒告知 小林 久三著  

621.  日本の伝説（上） 松谷 みよ子著  

622.  日本の伝説（下） 松谷 みよ子著  

623.  おおかみの眉毛 松谷 みよ子著  

624.  犬だつて散歩する 丸谷 才一著  

625.  透明人間 大パーティ 鮎川 哲也編  

626.  誘惑者 高橋 たか子著  

627.  ウーナ・ミラノ 内田 洋子、シルヴェリ

オ・ピズ著 

 

628.  九頭の龍 伴野 朗著  

629.  東洋の発見 岩村 忍著 講談社学術文庫 

630.  中国文学入門 吉川 幸次郎著  

631.  ニューヨークの日本人 本田 靖春著  

632.  湯葉 隅田川・丸の内八

号館 

芝木 好子著  

633.  マッチ箱の人生 阿刀田 高著  

634.  よい旅を、アジア 岸本 葉子著  

635.  熱風大陸 ダーウィンの

海をめざして 

椎名 誠著  

636.  戦後欲望史 黄金の六十

年代篇 

赤塚 行雄著  

637.  世界ショートショート傑

作選 3 

各務 三郎編  

638.  にっぽん・海風魚旅 怪

し火さすらい編 

椎名 誠著  

639.  ときがたりデカメロン 田辺 聖子著  

640.  東西南北殺人事件 赤川 次郎著  
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641.  新しい人よ眼ざめよ 大江 健三郎著  

642.  銅婚式 佐野洋推理傑作

選 

佐野 洋著  

643.  タイ様式 前川 健一著  

644.  利休啾々 澤田 ふじ子著  

645.  はじまりはジャズ・エイ

ズ 

常盤 新平著  

646.  道化の宇宙 山口 昌男著  

647.  アジア大バザール 下川 裕治他著  

648.  美食探偵 火坂 雅志著  

649.  「吾輩は猫でもある」覚

書き 

高田 宏著  

650.  愛と恍惚の中国 ディー

プにあちこち探訪記 

坂 仁根著  

651.  愛と恍惚の中国 ディー

プにあちこち探訪記 

坂 仁根著  

652.  釣りバカ料理帖 盛川 宏著  

653.  南十字戦線 田中 光二著  

654.  世界ショートショート傑

作選 2 

各務 三郎編  

655.  インドは今日も雨だった 蔵前 仁一著  

656.  ちょっとそこまで 川本 三郎著  

657.  うまいものが食べたくて 金子 信雄著  

658.  バリの魂、バリの夢 大竹 昭子著  

659.  バリの魂、バリの夢 大竹 昭子著  

660.  ロザンドの木馬 瀬尾 七重著  

661.  無縁の生活 阿部 昭著  

662.  モスクワ特急 中薗 英助著  

663.  羊男のクリスマス 村上春樹、佐々木マキ著  

664.  空中ブランコに乗る中年

男 

ジェームズ・サーバー著

西田 実、鳴海 四郎訳

 

665.  トイレのない旅 星野 知子著  

666.  命の器 宮本 輝著  

667.  沖縄ナンクル読本 下川 裕治、篠原 章編

著 

 

668.  地球の笑い方 島村 麻里著  

669.  マカオ発楽園行き 香

港・マカオ・台北物語 

林 巧著  

670.  やっぱりミステリーが好 雨の会編  
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き 

671.  帰らぬ日遠い昔 林 望著  

672.  自選ショート・ミステリ

ー ミステリー傑作選・

特別編 5 

日本推理作家協会編  

673.  夢探偵 SF&ミステリー

百科 

石川 喬司著  

674.  スペイン灼熱の午後 逢坂 剛著  

675.  雑種文化 －日本の小さ

な希望－ 

加藤 周一著  

676.  まりえの客 逢坂 剛著  

677.  無国籍者 中薗 英助著  

678.  婦人科選手 佐野洋推理

傑作選 

佐野 洋著  

679.  崩れる 佐野洋推理傑作

選 

佐野 洋著  

680.  ソウル マイデイズ 黒田 福美著  

681.  瓦斯灯 連城 三紀彦著  

682.  妄想名探偵 都筑 道夫著  

683.  陽はメコンに沈む 伴野 朗著  

684.  好太王碑の謎 日本古代

史を書きかえる 

李進煕著  

685.  いくたびか、アジアの街

を通りすぎ 

前川 健一著  

686.  少年探偵団 江戸川 乱歩著  

687.  そこなし森の話 佐藤さ

とるファンタジー童話集

Ⅰ 

佐藤 さとる著  

688.  日本の昔ばなし 1 松谷 みよ子著  

689.  告別 福永 武彦著  

690.  龍の子太郎・ふたりのイ

ーダ 

松谷 みよ子著  

691.  黒い蝶・花びら 松谷 みよ子著  

692.  黒い蝶・花びら 松谷 みよ子著  

693.  モモちゃんとプー 松谷 みよ子著  

694.  オバケちゃん 松谷 みよ子著  

695.  ジャムねこさん 松谷 みよ子著  

696.  ちびっこ太郎 松谷 みよ子著  

697.  まえがみ太郎 松谷 みよ子著  
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698.  鞄の中身 吉行 淳の介著 講談社文芸文庫 

699.  生まれ出づる悩み・小さ

な者へほか五編 

有島 武郎著 講談社文庫 

700.  偽作家のリアル・ライフ 島田 雅彦著  

701.  おばあさんの飛行機 佐

藤さとるファンタジー童

話集Ⅲ 

佐藤 さとる著  

702.  ふしぎな目をした男の子 佐藤 さとる著  

703.  長崎ロシア遊女館 渡辺 淳一著  

704.  ミステリイ・カクテル 

推理小説トリックのすべ

て 

渡辺 剣次著  

705.  国語入試問題必勝法 清水 義範著  

706.  悪意のきれっぱし 生島 治郎著  

707.  ぼくは王さま 1 寺村 輝夫著  

708.  ぼくは王さま 2 寺村 輝夫著  

709.  ぼくは王さま 3 寺村 輝夫著  

710.  リビア裏切りの砂漠 J.ケイス著 

斉藤 伯好訳 

 

711.  大いなる日 阿部 昭著  

712.  赤穂義士 海音寺潮五郎著  

713.  上海醉眼 村松友視、管 洋志著  

714.  アジア亜細亜 無限回廊 日比野 宏著  

715.  いくたびか、アジアの街

を通りすぎ 

前川 健一著  

716.  静かな生活 デュラス著 

白井 浩司訳 

 

717.  冥途の家族 富岡 多恵子著  

718.  古酒新酒 坂口 謹一郎著  

719.  ムーミン谷の彗星 ヤンソン著 

下村 隆一訳 

 

720.  小説の如く奇なり 村松 友視著  

721.  すばらしい新世界 ハックスリー著 

松村 達雄訳 

 

722.  テレーズ・デスケールー モーリアック著 

遠藤 周作訳 

 

723.  小さいモモちゃん 松谷 みよ子著  

724.  モモちゃんとアカネちゃ

ん 

松谷 みよ子著  
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725.  ジュンと秘密の友だち 

佐藤さとるファンダジー

童話Ⅵ 

佐藤 さとる著  

726.  限りなく透明に近くブル

ー 

村上 龍著  

727.  現代日本児童文学傑作選

1 

西本 鶏介編  

728.  烙印の女たち 澤地久枝  

729.  三角砂糖 ショートショ

ート 20 人集 

吉行 淳之介ほか著  

730.  課外授業 ミステリにお

ける男と女の研究 

青木 雨彦著  

731.  風の絵本 黒井 千次著  

732.  ポイヤウンベ物語 安藤 美紀夫著  

733.  色即回帰 野坂 昭如著  

734.  砂絵縛後日怪談 野坂 昭如著  

735.  Pinball,1973 村上 春樹著 

A.バーンバウム訳 

 

736.  咲庵 中山 義秀著  

737.  私の上に降る雪は わが

子中原中也を語る 

中原 フク述 

村上 護編 

 

738.  放浪時代 竜胆寺 雄著 講談社文芸文庫 

739.  中国怪奇物語 幽霊編 駒田 信二著 講談社文庫 

740.  だれも知らない小さな国 佐藤 さとる著  

741.  裂けた風雪 傑作短編集

1 

森村 誠一著  

742.  ローランサン：夢みる人 ラミューズ編集部編  

743.  浮かぶ飛行島 海野 十三著  

744.  ちびっこ太郎 松谷 みよ子著  

745.  回転木馬のデッド・ヒー

ト 

村上 春樹著  

746.  鴉の死 金石範著  

747.  立原道造の世界 小川 和佑著  

748.  手づくり夢絵本 田辺 聖子著  

749.  本のお口よごしですが 出久根達郎著  

750.  姉貴の尻尾 向田邦子の

思い出 

向田 保雄著  

751.  フグと低気圧 椎名誠著  

752.  異国の星（下） 井上 靖著  
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753.  妖しいクレヨン箱 阿刀田 高著  

754.  伊豆の踊子・十六歳の日

記ほか三編 

川端 康成著  

755.  IN POCKET 10 ＜特集＞

田辺聖子の世界 

宍戸 芳夫著 月刊講談社文庫 

756.  猫は知っていた 仁木 悦子著 講談社文庫 

757.  記憶のなかに 吉行 理恵著  

758.  街角の煙草屋までの旅 吉行 淳之介著  

759.  声の網 星 新一著  

760.  ハノイの純情、サイゴン

の夢 

神田 憲行著  

761.  ひとりぼっちの監視哨 伊藤 桂一著  

762.  クレージー・ユーモア 

海外 SF 傑作選 

福島 正実編  

763.  一寸法師・黒蜥蜴 江戸川 乱歩著  

764.  新トロイア物語 阿刀田 高著  

765.  ファンタジー童話傑作選

1 

佐藤 さとる編  

766.  最新中国人ノート 民衆

は何を考えているか 

和久田幸助著  

767.  しゃれた言葉 宇野 信夫著  

768.  一行詩「家族！」 父よ

母よ・息子よ娘よ 

吉村 英夫撰著  

769.  犯人ただいま逃亡中 ミ

ステリー傑作選 5 

日本推理作家協会編  

770.     

771.     

772.     

773.     

774.  日本の橋 保田 與重郎著 講談社学術文庫 

775.  なぞの研究 鈴木 棠三著  

i. 殺人現場へどうぞ

ミステリー傑作選 2 

日本推理作家協会編 講談社文庫 

殺しのパフォー

マンスミステリー傑作選

15 

日本推理作家協会編  

776.  ちょっと殺人を ミステ

リー傑作選 3 

日本推理作家協会編  

777.  毒薬としての文学 倉橋 倉橋 由美子著 講談社文芸文庫 
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由美子エッセイ選 

778.  ランボオからサルトルへ

フランス象徴主義の問題

平井 啓之著 講談社学術文庫 

779.  不機嫌の時代 山崎 正和  

780.  シェイクスピア劇の名台

詞 

P．ミルワード著 

安西 徹雄訳 

 

781.  日本人の科学観 都筑 卓司著  

782.  終焉をめぐって 柄谷 行人著  

783.  「不良中年」は楽しい 嵐山 光三郎著 講談社文庫 

784.  レトリック感覚 ことば

は新しい視点をひらく 

佐藤 信夫著  

785.  郵便配達はいつも二度ベ

ルを鳴らす 

J．ケイン著 

田中 小実昌訳 

 

786.  わが光太郎 草野 心平著 講談社文芸庫 

787.  どんでん返し ミステリ

ー傑作選 11 

日本推理作家協会編 講談社文庫 

788.  今は幻 吉原のものがた

り 

近藤 富枝著  

789.  嘘ばっか 新訳・世界お

とぎ話 

佐野 洋子著  

790.  わざとらしさのレトリッ

ク 

佐藤 信夫著 講談社学術文庫 

791.  執念夫婦添い節 野坂 昭如著 講談社文庫 

792.  卍ともえ 野坂 昭如著  

793.  反逆する風景 辺見 庸著  

794.  世界の見方・考え方 大前 研一著  

795.  名探偵が多すぎる 西村 京太郎著  

796.  パリ・スケッチブック アーウィン・ショー著 

ロナルド・サール絵 

中西 秀男訳 

 

797.  夏服を着た女たち アーウィン・ショー著 

常盤 新平訳 

 

798.  ホテルアジアの眠れない

夜 

蔵前 仁一著  

799.  イワン・デニーソヴィチ

の一日ほか二編 

ソルジェニツィン著 

江川 卓訳 

 

800.  孤島の鬼 江戸川 乱歩著 講談社文庫 

801.  うつし世は夢   

802.  黄金仮面   
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803.  超人ニコラ／大金塊   

804.  怪人二十面相／少年探偵

団 

  

805.  おれは面相だ／妖星人 R   

806.  塔上の奇術師／鉄人 Q   

807.  魔術師   

808.  奇面城の秘密／夜光人間   

809.  化人幻戯   

810.  怪奇四十面相／宇宙怪人   

811.  幻影城   

812.  黒蜥蜴   

813.  灰色の巨人／魔法博士   

814.  蜘蛛男   

815.  パノラマ島奇談   

816.  屋根裏の散歩者   

817.  鉄塔の怪人／海底の魔術

師 

  

818.  十字路   

819.  影男   

820.  探偵小説四十年 1   

821.  陰獣   

822.  湖畔亭事件   

823.  二銭銅貨   

824.  妖怪博士／青銅の魔人   

825.  白髪鬼   

826.  阿片戦争（下）天涯編 陳舜臣著 講談社文庫 

827.  阿片戦争（中）風雷編 陳舜臣著  

828.  風物語 阿刀田 高著  

829.  銀河列車の悲しみ 阿井 渉介著  

830.  ノルウェイの森（上） 村上 春樹著  

831.  ノルウェイの森（下）   

832.  ロシアは今日も慌れ模様 米原 万里著  

833.  秋の終りの旅 渡辺 淳一著  

834.  マンがユンダ深層心理学

入門 

石田 おさむ著  

835.  「善さ」の構造 村井 実著 講談社学術文庫 

836.  日本語横丁 板坂 元著  

837.  味覚の文学散歩 大河内 昭爾著  
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838.  1973 年のピンボール 村上 春樹著 講談社文庫 

839.  雪のなか 立原 正秋著  

840.  冒険ダン吉（1） 島田 啓三著  

841.  街を泳ぐ、海を歩く カ

ルカッタ・沖縄・イスタ

ンブール 

与那 原恵著  

842.  やがて哀しき外国語 村上 春樹著  

843.  風の歌を聴け 村上 春樹著  

844.  霞町物語 浅田 次郎著  

845.  司馬遷－史記の世界－ 武田 泰淳著  

846.  三十三時間 伴野 朗著  

847.  愛と別れ 世界の小説の

ヒロインたち 

瀬戸 内寂聴著  

848.  残虐な抱擁 井上 光晴著  

849.  建札門院右京大夫 大原 富枝著  

850.  やわらかな心 吉野 秀雄著  

851.  華麗なる幻想 海外SF傑

作選 

福島 正実著  

852.  真説宮本武蔵 司馬 遼太郎著  

853.  ニューヨーク恋模様 アーウィン・ショー著 

常盤新平訳 

 

854.  玉村豊男のパーティー・

クッキング 

玉村 豊男著  

855.  時の葦舟 荒巻 義雄著  

856.  「スターリン批判」全訳

解説 

志水 速雄著 講談社学術文庫 

857.  日本の詩歌 1 島崎藤村 中央公論社 中公文庫 

858.  日本の詩歌 2 土井 晩翠、薄田 泣

菫、蒲原 有明、三木 露

風著 

 

859.  日本の詩歌 3 正岡 子規、伊藤 左千

夫、長塚 節、高浜 虚

子、河東 碧梧桐著 

 

860.  日本の詩歌 5 石川 啄木著  

861.  日本の詩歌 9 北原 白秋著  

862.  日本の詩歌 10 高村 光太郎著  

863.  日本の詩歌 12 木下 杢太郎、日夏 耿

之介、野口 米次郎、西

脇 順三郎著 
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864.  日本の詩歌 13 山村 暮鳥、福士 幸次

郎、千家 元麿、百田 正

治、佐藤 惣之助著 

 

865.  日本の詩歌 14 萩原 朔太郎著  

866.  日本の詩歌 15 宝生 犀星著  

867.  日本の詩歌 16 佐藤 春夫著  

868.  日本の詩歌 18 宮沢 賢治著  

869.  日本の詩歌 21 金子 光晴、吉田 一穂、

村野 四郎、草野 心平

著 

 

870.  日本の詩歌 22 三好 達治著  

871.  日本の詩歌 23 中原 中也、伊東 静

雄、八木 重吉著 

 

872.  日本の詩歌 24 丸山 薫、田中 冬二、

立原 道造、田中 克己、

蔵原 伸二郎著 

 

873.  日本の詩歌 25 北川 冬彦、安西 冬

衛、北園 克衛、春山 行

夫、竹中 郁著 

 

874.  日本の詩歌 27 現代詩集   

875.  日本の詩歌 28 訳詩集   

876.  本のなかの少女たち 津島 佑子著  

877.  豊饒のナイル、ルクソー

ルの食卓 

吉村 作治著  

878.  ハイカラ食いしんぼう記 三宅 艶子著  

879.  居酒屋の正論 諸井 薫著  

880.  「結婚」の憂鬱 諸井 薫著  

881.  アール・ヌーボーの世界

モダン・アートの源泉 

海野 弘著  

882.  虚人たち 筒井 康隆著  

883.  国際版 路地裏の経済学 竹内 宏著  

884.  がらんどう 吉行 淳之介著  

885.  巡回洗脳班 かんべむさし著  

886.  太平記紀行 鎌倉・吉

野・笠置・河内 

永井 路子著 中公文庫 

887.  本日は悲劇なり 赤川 次郎著  

888.  義経伝 黒坂 勝美著  

889.  ロンドンの小さな旅 出口 保夫著  

890.  ココ・シャネルの星座 海野 弘著  
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891.  軽井沢うまいもの暮らし 玉村 豊男著  

892.  香港・濁水渓 邱永漢著  

893.  香港・濁水渓 邱永漢著  

894.  文章読本 丸谷 才一著  

895.  文章読本 完 谷崎 潤一郎著  

896.  文章読本 三島 由紀夫著  

897.  農園からの手紙 玉村 豊男著  

898.  森羅万食たべものがたり 玉村 豊男著  

899.  ジゴマ レオン・サジイ著 

久生 十蘭訳 

 

900.  晴耕雨読ときどきワイン 玉村 豊男著  

901.  衣食足りて文学は忘れら

れた 文学論 

開高 健著  

902.  東京夢幻図絵 都筑 道夫著  

903.  茶の間の正義 山本 夏彦著  

904.  東の島国 西の島国 ヒュー・コータッツィ著  

905.  辺境の食卓 太田 愛人著  

906.  革命浪人 滔天と孫文 三好 徹著  

907.  ジャックの正体 エッセ

イ集 3 

井上 ひさし著  

908.  世紀末中国のかわら版 

絵入新聞『点石斎画報』

の世界 

中野 美代子、武田 雅

哉著 

 

909.  満里奈の旅ぶくれ-たわ

わ台湾- 

渡辺 満里奈著  

910.  黒い文学館 生田 耕作著  

911.  人とこの世界 開高 健著  

912.  悪党と幽霊 エッセイ集

7 

井上 ひさし著  

913.  本のなかの本 向井 敏著  

914.  異国遍路旅芸人始末書 宮岡 謙二著  

915.  腹の虫 中川 一政著  

916.  思索の旅路 岡田 喜秋著  

917.  絶後の記録 広島原子爆

弾の手記 

小倉 豊文著  

918.  華やかな密室 山村 美紗著  

919.  作家論 三島 由紀夫著  

920.  三島由紀夫おぼえがき 澁澤 龍彦著  

921.  悼友紀行 三島由紀夫の 徳岡 孝夫、ドナルド・  
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作品風土 キーン著 

922.  円型水槽（下） 曽野 綾子著  

923.  檀流クッキング 檀 一雄著  

924.  辻留・料理のコツ 辻 嘉一著  

925.  パリ・世紀末パノラマ館

エッフェル塔からチョコ

レートまで 

鹿島 茂著  

926.  自転車の文化史 佐野 裕二著  

927.  女房の旧姓 自伝的夫婦

論 

塩田 丸男著  

928.  ムツゴロウの純情詩集 畑 正憲著  

929.  女子供の反乱 富岡 多恵子著  

930.  ことばの四季報 稲垣 吉彦著  

931.  日本人の犯罪意識 青柳 文雄著  

932.  ミステリ散歩 各務 三郎著  

933.  日本の作家 ドナルド・キーン著  

934.  日日の友 阿部 昭著  

935.  司令の休暇 阿部 昭著  

936.  青春の北京 西園寺 一晃著  

937.  肉眼の思想 現代芸術の

意味 

大岡 信著  

938.  有悠無憂 ゆとりあれば

うれいなし 

玉村 豊男著  

939.  山師カリオストロの大冒

険 

種村 季弘著  

940.  赤露の人質日記 エリセーエフ著  

941.  森鴎外覚書 成瀬 正勝著  

942.  モンマルトルの空の月 中川 一政著  

943.  添寝の悪夢 午睡の夢 金井 美恵子著  

944.  明治大正見聞史 生方 敏郎著  

945.  竹久夢二 青江 舜二郎著  

946.  発想交差点 真鍋 博著  

947.  アルファルファ作戦 筒井 康隆著  

948.  虚航船団の逆襲 筒井 康隆著  

949.  三十八度線 佐々木 祝雄著  

950.  兵に向ってひとは並ぶ 富岡 多恵子著  

951.  歴史・祝祭・神話 山口 昌男著  

952.  時間割 ビュトール著 

清水 徹訳 
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953.  風景はなみだにゆすれ 

エッセイ集 2 

井上 ひさし著  

954.  日本映画の若き日々 稲垣 浩著  

955.  三島由紀夫おぼえがき 澁澤 龍彦著  

956.  江戸川乱歩名作集 3 江戸川 乱歩著 春陽文庫 

957.  小林よしのりの異常天才

図鑑 

小林よしのり著 幻冬舎文庫 

958.  BLACKJACK 15 手塚 治虫著 秋田文庫 

959.  魔性の王女 サロメ 牧 美也子 双葉文庫 

960.  のろわれた手術 ～手塚

治虫恐怖アンソロジー～

手塚 治虫著 角川ホラー文庫 

961.  海辺の扉（上） 宮本 輝著 角川文庫 

962.  エロスの妖精たち 野坂 昭如著 中公文庫 

963.  武州公秘話・聞書抄 谷崎 潤一郎著  

964.  新・東海道五十三次 武田 泰淳著  

965.  日本軍閥暗闘史 田中 隆吉著  

966.  夜になると鮭は… レイモンド・カーヴァー

著 

村上 春樹訳 

 

967.  歴史の暮方 林 達夫著  

968.  東南アジアから見た日本 三浦 朱門著  

969.  眼ある花々 開高 健著  

970.  月夜の魚 吉村 昭著  

971.  料理のお手本 辻 嘉一著  

972.  ピカソはほんまに天才か

文学・映画・絵画… 

開高 健著  

973.  弥縫録 中国名言集 陳舜臣著  

974.  東京灰燼記 関東大震火

災 

大曲 駒村著  

975.  東光金蘭帖 今 東光著  

976.  文章読本 丸谷 才一著  

977.  相聞 文学者たちの愛の

軌跡 

近藤 富枝著  

978.  黒岳の魔人 角田 喜久雄、山口将吉

郎著 

 

979.  山中の放浪 私は比島戦

線の浮浪人だった 

今 日出海著  

980.  男の遠吠え 藤本 義一著  

981.  喪失 福田 章二著  
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982.  自伝的女流文壇史 吉屋 信子著  

983.  林則徐 清末の官僚とア

ヘン戦争 

堀川 哲男著  

984.  主体の変容 現代文学ノ

ート 

三浦 雅士著  

985.  エミール・ガレ 人と作

品 

由水 常雄著  

986.  青春の賭け 小説・織田

作之助 

青山 光二著  

987.  アーサー卿の犯罪 ワイルド著 

福田 恆存、福田 逸訳

 

988.  円型水槽（上） 曽野 綾子著  

989.  櫻桃の記 伊馬 春部著  

990.  本郷菊富士ホテル 近藤 富枝著  

991.  贋食物誌 吉行 淳之介著 新潮文庫 

992.  作家の態度 福田 恆存著 中公文庫 

993.  異文化圏遊泳 アフリ

カ・中東・中南米 

真鍋 博著 中公文庫 

994.  夜の果ての旅（下） セリーヌ著 

生田 耕作訳 

 

995.  日日不穏 筒井 康隆著  

996.  松川裁判（下） 広津 和郎著  

997.  松川裁判（中） 広津 和郎著  

998.  松川裁判（上） 広津 和郎著  

999.  青鞜 瀬戸 内晴美著  

1000.  日常の極楽 玉村 豊男著  

1001.  黒い本 ローレンス・ダレル著 

河野 一郎訳 

 

1002.  言語姦覚 筒井 康隆著  

1003.  砂時計のように 富岡 多恵子著  

1004.  本日釣り日和 夢枕 獏著  

1005.  評伝 三島由紀夫 佐泊 彰一著  

1006.  アルマジロ私想録 玉村 豊男著  

1007.  食の体験文化史 森 浩一著  

1008.  中国のグロテスク・リア

リズム 

井波 律子著  

1009.  上海無宿 生島 治郎著  

1010.  ぼくが電話をかけている

場所 

レイモンド・カーヴァー  
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1011.  玩物草紙 澁澤 龍彦著  

1012.  渾斎随筆 會津 八一著  

1013.  地下鉄のサジ レーモン・クノー著 

生田 耕作訳 

 

1014.  忠臣蔵 もう一つの歴史

感覚 

渡辺 保著  

1015.  都市の鳥類図鑑 街にす

む巧みな戦略家 

唐沢 孝一著  

1016.  この日本における少数異

見ノート 

諸井 薫著  

1017.  夜の果ての旅（上） セリーヌ著 

生田 耕作訳 

 

1018.  骨餓身峠死人葛 野坂 昭如著  

1019.  一九四五・夏・神戸 野坂 昭如著  

1020.  貢太郎見聞録 田中 貢太郎著  

1021.  どくろ杯 金子 光晴著  

1022.  辻邦生 全短篇 1 辻 邦生著  

1023.  朝、上海に立ちつくす 

小説東亜同文書院 

大城 立裕著  

1024.  みちのくの人形たち 深沢 七郎著  

1025.  明治世相百話 山本 笑月著  

1026.  銀座細見 安藤 更生著  

1027.  浅草紅団 川端 康成著  

1028.  戯作者銘々伝 井上 ひさし著  

1029.  妖木犬山椒 深沢 七郎著  

1030.  日本土人の思想 野坂 昭如著  

1031.  河の民 北ボルネオ紀行 里村 欣三著  

1032.  マイ・ロスト・シティー フィッツジェラルド著 

村上 春樹訳 

 

1033.  風狂の思想 野坂 昭如著  

1034.  忠臣蔵と元禄時代 中江 克己著  

1035.  馬込文学地図 近藤 富枝著  

1036.  無意識過剰 阿川 佐和子著 文春文庫 

1037.  残照に立つ 曽野 綾子著  

1038.  ジョージ君の「ナンデ

カ？」の発想 

東海林さだお著  

1039.  いかに木を殺すか 大江 健三郎著  

1040.  ウォール街 ケネス・リッパー著 

芝山 幹郎訳 
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1041.  炎は流れる玉玉 大宅 壮一著  

1042.  読ませる話 文藝春秋編  

1043.  玄界灘 白石 一郎著  

1044.  懐しき文士たち 昭和篇 巖谷 大四著  

1045.  木炭日和 99 年版ベスト

テ・エッセイ集 

日本エッセイスト・クラ

ブ編 

 

1046.  何用あって月世界へ 山

本夏彦名言集 

山本夏彦、植田康夫選  

1047.  闇からの谺 北朝鮮の内

幕（上） 

崔銀姫、申相玉著  

1048.  断崖の死角 三好 徹著  

1049.  とんがらしの誘惑 椎名 誠著  

1050.  蛇鏡 坂東 真砂子著  

1051.  アンダードッグス R・ライアン著 

伏見 威蕃訳 

 

1052.  好きな背広 丸谷 才一著  

1053.  夜中の乾杯 丸谷 才一著  

1054.  ずばり東京 開高 健著  

1055.  ちょっと笑える話 ベネット・サーフ著 

常盤 新平訳 

 

1056.  無想庵物語 山本 夏彦著  

1057.  愛の迷宮 アンソロジー

人間の情景 3 

文藝春秋編  

1058.  満州帝国Ⅰ 児島 襄著  

1059.  星々の悲しみ 宮本 輝著  

1060.  女を叱る文句 諸井 薫著  

1061.  大きなお世話 丸谷 才一著  

1062.  闇からの谺 北朝鮮の内

幕（下） 

崔銀姫、申相玉著  

1063.  赤い橋の下のぬるい水 辺見 庸著  

1064.  炎は流れる 4 大宅 壮一著  

1065.  疑惑の構図 文藝春秋編  

1066.  中国・激動の世の生き方 城山 三郎著  

1067.  東京ブチブチ日記 東海林さだお著  

1068.  平凡な人の平凡な犯罪 

自選短編シリーズ 

佐野 洋著  

1069.  東京の下町 吉村 昭著  

1070.  開高健 青春の闇 向井 敏著  

1071.  帰れぬ人びと 鷺沢 萠著  
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1072.  一豊の妻 永井 路子著  

1073.  元祖「ニュース足報」決

定版 

週刊文春編  

1074.  オヤジとおふくろ 文藝春秋編  

1075.  猟奇の果 江戸川乱歩長

編全集 4 

江戸川 乱歩著  

1076.  炎は流れる 1 大宅 壮一著  

1077.  日曜日と九つの短編 連城三紀彦著  

1078.  大アンケートによる少年

少女小説 ベスト 100 

文藝春秋編  

1079.  エロトピア 1 野坂 昭如著  

1080.  ネコの亡命 椎名 誠著  

1081.  アジア海道紀行 足立 倫行著  

1082.  いたずらの天才 A・スミス著 

後藤 優訳 

 

1083.  いやな感じ 高見 順訳  

1084.  孤高の鬼たち 素顔の作

家 

文藝春秋編  

1085.  昭和精神史 桶谷 秀昭著  

1086.  満州帝国Ⅱ 児島 襄著  

1087.  岫 中上 健次著  

1088.  炎は流れる 3 大宅 壮一著  

1089.  八雲が殺した 赤江 瀑著  

1090.  いかに木を殺すか 大江 健三郎著  

1091.  地の漂流者たち 沢木 耕太郎著  

1092.  行くぞ！冷麺探検隊 東海林さだお著  

1093.  ホシは誰だ？ 犯人あて

推理アンソロジー 

文藝春秋編  

1094.  ひるの幻 よるの夢 小池 真理子著  

1095.  怠惰への讃歌 Ｂ.ラッセル 

堀 秀彦、柿村 峻 

訳 

角川文庫 

1096.  台湾鉄路千公里 宮脇俊三 角川文庫 

1097.  悪の論理 地政学とは何

か 

倉前盛通 角川文庫 

1098.  復員殺人事件 坂口安吾 角川文庫 

1099.  蒋介石の黄金 伴野 朗 角川文庫 

1100.  暗黒星 江戸川乱歩 角川文庫 

1101.  ヨコジュンのわんだあブ 横田順彌 角川文庫 
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ック 

1102.  白髪鬼 江戸川乱歩 角川文庫 

1103.  くたばれ敬語 豊田有恒 角川文庫 

1104.  死の日本文学史 村松 剛 角川文庫 

1105.  くノ一紅騎兵 山田風太郎 角川文庫 

1106.  ネゴシエイター（上） 篠原 慎 訳 角川文庫 

1107.  ソドム百二十日 マルキ・ド・サド 

澁澤龍彦 訳 

角川文庫 

1108.  たけくらべ・にごりえ 樋口一葉 角川文庫 

1109.  詩の原理 茨原朔太郎 新潮社 

1110.  能面の秘密 坂口安吾 角川文庫 

1111.  魔女保険 都筑道夫 角川文庫 

1112.  頭脳大テスト 第一巻 都筑道夫 角川文庫 

1113.  笑辞典 落語の根多 宇井無愁 角川文庫 

1114.  御先祖様万歳 小松左京 角川文庫 

1115.  売国奴の持参金 篠原 慎 訳 角川文庫 

1116.  ロシア革命史 山西英一 訳 角川文庫 

1117.  ジンは心を酔わせるの 森 瑶子 角川文庫 

1118.  マダム・エドワルダ 他

四篇 

生田耕作 訳 角川文庫 

1119.  

 

空前絶後大特集 

都筑道夫ひとり雑誌第 3

号 

都筑道夫 角川文庫 

1120.  不作法のすすめ 吉行淳之介 角川文庫 

1121.  怪談のすすめ 吉行淳之介 角川文庫 

1122.  陰獣 江戸川乱歩 角川文庫 

1123.  白いページ III 開高 健 角川文庫 

1124.  白いページ II 開高 健 角川文庫 

1125.  白いページ I 開高 健 角川文庫 

1126.  身辺怪記 坂東真砂子 角川文庫 

1127.  男たちの真剣おもしろ話 椎名 誠 角川文庫 

1128.  眼の探索 辺見 庸 角川文庫 

1129.  自選恐怖小説集 心の旅

路 

阿刀田高 角川ホラー文庫 

1130.  セロ弾きのゴーシュ 宮沢賢治 角川文庫 

1131.  ジョン万作の逃亡 椎名 誠 角川文庫 

1132.  ガラスの靴 安岡章太郎 角川文庫 

1133.  えっ、あの人が殺人者 中島河太郎 権田萬治

編 

角川文庫 
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1134.  黄土の奔流 生島治郎 角川文庫 

1135.  世界文学史物語 ジョン・メーシィ 角川文庫 

1136.  すれすれ 吉行淳之介 角川文庫 

1137.  ホテル・ストーリー 森 瑶子 角川文庫 

1138.  

 

宋姉妹 

中国を支配した華麗なる

一族 

伊藤 純 

伊藤 真 

角川文庫 

1139.  お月さんももいろ 松谷みよ子 角川文庫 

1140.  黒い招き猫 都筑道夫 角川文庫 

1141.  

 

緊急放出大特集 

都筑道夫ひとり雑誌第 1

号 

都筑道夫 角川文庫 

1142.  幻想の未来 筒井康隆 角川文庫 

1143.  犯罪教室 ABC 中島河太郎 権田萬治

編 

角川文庫 

1144.  ポケット・ジョーク 2 男

と女 

植松 黎 編・訳 角川文庫 

1145.  走れメロス 太宰 治 角川文庫 

1146.  悪魔の辞典 A・ビアス 

奥田俊介 倉本護 

猪狩博 訳 

角川文庫 

1147.  犯人よ、お前の名は？ 中島河太郎 編 角川文庫 

1148.  天然記念物の動物たち 畑 正憲 角川文庫 

1149.  吸血鬼 江戸川乱歩 角川文庫 

1150.  蓮池 吉行淳之介選 角川文庫 

1151.  異形の地図 阿刀田 高 角川文庫 

1152.  

 

ポケット・ジョーク 3 

酔っぱらい 

植松 黎 編・訳 角川文庫 

1153.  日本細末端真実紀行 椎名 誠 角川文庫 

1154.  冒険入りタイム・カプセ

ル 

赤川次郎 角川文庫 

1155.  あやしい探検隊 バリ島

横恋慕 

椎名 誠 角川文庫 

1156.  パノラマ島奇談 江戸川乱歩 角川文庫 

1157.  あかでみあ めらんこり

あ 

開高 健 角川文庫 

1158.  カリブの失楽園 篠原 慎 角川文庫 

1159.  戦争の犠牲者 篠原 慎 角川文庫 

1160.  私、プロレスの味方です 村松友視 角川文庫 
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1161.  哲学の原理 デカルト 

桝田啓三郎 訳 

角川文庫 

1162.  不安の世紀から 辺見 庸 角川文庫 

1163.  不安の世紀から 辺見 庸 角川文庫 

1164.  魔術師 江戸川乱歩 角川文庫 

1165.  傷つくことだけ上手にな

って 

つかこうへい 角川文庫 

1166.  地獄の道化師・猟奇の果 江戸川乱歩 角川文庫 

1167.  慈悲海岸 曽野綾子 角川文庫 

1168.  寝園 横光利一 角川文庫 

1169.  一葉戀愛日記 樋口一葉 

和田芳恵 編註 

角川文庫 

1170.  戦争の犬たち（上） 篠原 慎 訳 角川文庫 

1171.  星霜移り人は去る 森 敦 角川文庫 

1172.  影絵の町 阿刀田 高 角川文庫 

1173.  戦争の犬たち（下） 篠原 慎 訳 角川文庫 

1174.  黄金仮面 江戸川乱歩 角川文庫 

1175.  春の嵐・通夜の客 井上 靖 角川文庫 

1176.  あやしい探検隊不思議島

へ行く 

椎名 誠 角川文庫 

1177.  わしらは怪しい探検隊 椎名 誠 角川文庫 

1178.  殺人者が追ってくる 中島河太郎 権田萬治編 角川文庫 

1179.  オヨヨ島の冒険 小林信彦 角川文庫 

1180.  犯罪特性メニュー 中島河太郎 権田萬治編 角川文庫 

1181.  食後の花束 開高 健 角川文庫 

1182.  

 

怪奇と幻想 

第 1巻 吸血鬼と魔女 

矢野浩三郎 編 角川文庫 

1183.  竹取物語 星 新一 訳 角川文庫 

1184.  青春絶望音頭 富岡多恵子 角川文庫 

1185.  若き日の思索 武者小路實篤 

本多秋五 編 

角川文庫 

1186.  鏡の女 内田康夫 角川文庫 

1187.  変った種族研究 吉行淳之介 角川文庫 

1188.  幻の四重奏 赤川次郎 角川文庫 

1189.  一日だけの殺し屋 赤川次郎 角川文庫 

1190.  父 夏目漱石 夏目伸六 角川文庫 

1191.  

 

怪奇と幻想 

第 2巻 超自然と怪物 

矢野浩三郎 角川文庫 

1192.  芋虫 江戸川乱歩 角川文庫 
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1193.  漱石の思い出 夏目鏡子 

松岡 譲 筆録 

角川文庫 

1194.  お月さんももいろ 松谷みよ子 角川文庫 

1195.  明治大正文学史 吉田精一 角川文庫 

1196.  戦犯 読売新聞 大阪社会部 角川文庫 

1197.  

 

怪奇と幻想 

第 3巻 残酷なファンタ

ジー 

矢野浩三郎 編 角川文庫 

1198.  むはの断面図 椎名 誠 角川文庫 

1199.  

 

 

一発！ 

ショート・ショート・ 

バラエティ① 

川又千秋 角川文庫 

1200.  11 枚のとらんぷ 泡坂妻夫 角川文庫 

1201.  飲み・食い・書く 獅子文六 角川文庫 

1202.  トパーズ 村上 龍 角川文庫 

1203.  幻の舟 阿刀田 高 角川文庫 

1204.  新東京文学散歩 野田宇太郎 角川文庫 

1205.  

 

中世の秋（上） 

I 名誉・忠誠・死の世界

兼岩正夫・里見元一郎 

訳 

角川文庫 

1206.  

 

中世の秋（下） 

II 信仰と美の世界 

兼岩正夫・里見元一郎 

訳 

角川文庫 

1207.  紙の罠 都筑道夫 角川文庫 

1208.  十字路 江戸川乱歩 角川文庫 

1209.  鏡の国のアリス ルーイス・キャロル 

岡田忠軒 訳 

角川文庫 

1210.  貝になった子ども 松谷みよ子 角川文庫 

1211.  奇妙な味の菜館 阿刀田 高 編 角川ホラー文庫 

1212.  屋根裏の散歩者 江戸川乱歩 角川文庫 

1213.  怨霊の国 小松左京 角川文庫 

1214.  

 

辛酸 

田中正造と足尾鉱毒事件

城山三郎 角川文庫 

1215.  

 

 

月下の殺人鬼 

「宝石」傑作選集 III 

怪奇幻想編 

中島河太郎 編 角川文庫 

1216.  日本一短い「家族」への

手紙 

一筆啓上 福井県丸岡町 角川文庫 

1217.  不連続殺人事件 坂口 安吾 角川文庫 

1218.  鳥のように獣のように 中上 健次  

1219.  愛情の系譜 円地 文子  
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1220.  悪妻に捧げるレクイエム 赤川 次郎  

1221.  ジャッカルの日 フレデリック・フォーサ

イス著 

篠原 慎訳 

 

1222.  現代詩集 歴程篇 歴程 同人編  

1223.  犯罪ショーへの招待 日

本代表ミステリー選集 4

中島 河太郎、権田萬治

編 

 

1224.  昭和文学史 上巻 荒 正人他編著  

1225.  忘れ残りの記 四半自敘

伝 

吉川 英治著  

1226.  頭脳大テスト 第三巻 都筑 道夫監修  

1227.  黒白の囮 高木 彬光著  

1228.  最後のベビー・フェイス 村松 友視著  

1229.  幽霊売ります 都筑 道夫著  

1230.  帝王 フレデリック・フォーサ

イス著 

篠原 慎訳 

 

1231.  闇のなかの祝祭 吉行 淳之介  

1232.  緑衣の鬼 江戸川 乱歩  

1233.  最長不倒距離 都筑 道夫著  

1234.  人間失格・桜桃 太宰 治  

1235.  横溝正史読本 小林 信彦編  

1236.  田村俊子 瀬戸 内晴美  

1237.  外套と青空 坂口 安吾  

1238.  化人幻戯 江戸川 乱歩  

1239.  渚から来るもの 開高 健  

1240.  悪魔の紋章 江戸川 乱歩  

1241.  西條八十詩集 西條 嫩子編  

1242.  犯罪エリート集団 日本

代表ミステリー選集 2 

中島 河太郎、権田萬治

編 

 

1243.  ジョニーは戦場へ行った ドルトン・トランボ著 

信太 英男訳 

 

1244.  緑魔の街 筒井 康隆  

1245.  情婦 アガサ・クリスティ著 

松本 恵子訳 

 

1246.  城のある町にて 梶井 基次郎  

1247.  美について 高村 光太郎  

1248.  ポケット・ジョーク 先

生と生徒 

植松 黎編訳  
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1249.  ひまつぶしの殺人 赤川 次郎  

1250.  殺しこそ わが人生 日

本代表ミステリー選集 3

中島 河太郎、権田萬治

編 

 

1251.  長く素晴らしく憂鬱な一

日 

椎名 誠  

1252.  古き泉のほとり 石川 達三  

1253.  抗夫 夏目 漱石  

1254.  乱れからくり 泡坂 妻夫  

1255.  動物農場 ジョージ・オーウェル著

高畠 文夫訳 

 

1256.  朝日殺人事件 内田 康夫著  

1257.  狂気の血統 掌篇コンク

ール傑作集 

吉行 淳之介選  

1258.  たそがれの恋・狂走病患

者 

ツヴァイク著 

川崎 芳隆訳 

 

1259.  天才と狂人の間 杉森 久英  

1260.  人肉料理 日本代表ミス

テリー選集 6 

中島 河太郎、権田萬治

編 

 

1261.  薔薇販売人 吉行 淳之介  

1262.  ひとりで夜読むな 新青

年傑作選集Ⅳ・怪奇編 

中島 河太郎編  

1263.  軽薄のすすめ 吉行 淳之介  

1264.  おしゃべり用心理ゲーム パキラハウス  

1265.  感傷的対話 都筑 道夫  

1266.  怪談・奇談 ラフカディオ・ハーン著

田代 三千稔訳 

 

1267.  都筑道夫スリラーハウス 都筑 道夫  

1268.  矢沢永吉激論集 成りあ

がり 

矢沢 永吉  

1269.  美は乱調にあり 瀬戸 内晴美  

1270.  大暗室 江戸川 乱歩  

1271.  君らの魂を悪魔に売りつ

けよ 

中島 河太郎編  

1272.  死神は見た 宝石傑作選

Ⅳ＝異色推理編 

中島 河太郎編  

1273.  若き詩人の手紙 梶井 基次郎、淀野 隆

三編 

 

1274.  小説作法 丹羽 文雄  

1275.  雪の女王 アンデルセン 山宝 静訳  
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童話集 2 

1276.  私も燃えている 円地 文子  

1277.  実を申すと 吉村 昭  

1278.  全集・戦後の詩 5 鮎川信夫 

大岡 信 

小海永二 

編 

角川文庫 

1279.  全集・戦後の詩 4 鮎川信夫 

大岡 信 

小海永二 

編 

角川文庫 

1280.  全集・戦後の詩 3 鮎川信夫 

大岡 信 

小海永二 

編 

角川文庫 

1281.  全集・戦後の詩 2 鮎川信夫 

大岡 信 

小海永二 

編 

角川文庫 

1282.  全集・戦後の詩 1 鮎川信夫 

大岡 信 

小海永二 

編 

角川文庫 

1283.  ぼくのミステリ作法 赤川次郎 角川文庫 

1284.  ハリマオ 伴野 朗 角川文庫 

1285.  素顔の昭和―戦前 戸川猪佐武 角川文庫 

1286.  素顔の昭和―戦後 戸川猪佐武 角川文庫 

1287.  イコン（下） 篠原 慎 角川文庫 

1288.  女の記号学 江藤 淳 角川文庫 

1289.  独白の翳り 駒田信二 

菊村 到 

尾崎秀樹 

編 

角川文庫 

1290.  

 

ポケット・ジョーク① 

禁断のユーモア 

植村 黎 編・訳 角川文庫 

1291.  

 

祭りの場 

ギヤマン ビードロ 

林 京子 講談社 

1292.  騙し屋 篠原 慎 編 角川文庫 

1293.  新釈雨月物語 石川 淳 角川文庫 
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1294.  魔都上海 十万の日本人 ＮＨＫ取材班編 角川文庫 

1295.  男と女のいる風景 駒田信二 

菊村 到 

尾崎秀樹 

編 

角川文庫 

1296.  昭和文学盛衰史 高見 順 角川文庫 

1297.  こころ 夏目漱石 角川文庫 

1298.  ジロリの女 坂口安吾 角川文庫 

1299.  作家論Ⅰ 伊藤 整 角川文庫 

1300.  もの食う人びと 辺見 庸 角川文庫 

1301.  シネの猫がいっぱい ボブ・シネ 

星ゆき 訳 

角川文庫 

1302.  國文學史總説 藤村 作 角川文庫 

1303.  ホメロスの世界 藤縄謙三 角川文庫 

1304.  夜明けの・晩・に 斉藤 澪 角川文庫 

1305.  あなたも人が殺せる 都筑道夫 角川文庫 

1306.  悪魔の選択（上） 篠原 慎 訳 角川文庫 

1307.  千姫春秋記 円地文子 角川文庫 

1308.  活字探偵団 増補版 本の雑誌編集部 編 角川文庫 

1309.  新聞むかしむかし 和歌森太郎 監修 

牧田茂・斉藤知克 編 

角川文庫 

1310.  嘘曼陀羅 梅田英俊 角川文庫 

1311.  

 

ポケット・ジョーク③ 

酔っぱらい 

植村 黎 編・訳 角川文庫 

1312.  三角館の恐怖 江戸川乱歩 角川文庫 

1313.  

 

ポケット・ジョーク⑳ 

愛をたのしむ 

植村 黎 編・訳 角川文庫 

1314.  時をかける少女 筒井康隆 角川文庫 

1315.  わが良き狼 筒井康隆 角川文庫 

1316.  死化粧 渡辺淳一 角川文庫 

1317.  わたしの女神たち 渡辺淳一 角川文庫 

1318.  花埋み 渡辺淳一 角川文庫 

1319.  猟奇の都 高木彬光 角川文庫 

1320.  芥川龍之介の世界 中村真一郎 角川文庫 

1321.  ゆで卵 辺見 庸 角川文庫 

1322.  作家論Ⅱ 伊藤 整 角川文庫 

1323.  殺意を秘めた天使 中島河太郎 権田萬治

編 

角川文庫 

1324.  ロシヤ文学史 米川正夫 角川文庫 
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1325.  ガンスリンガー 暗黒の

塔Ⅰ 

スティーヴン・キング 

池央耿 訳 

角川文庫 

1326.  ゆがんだ闇 小池真理子 

小林泰三 

篠田節子 

鈴木光司 

瀬名秀明 

坂東真砂子 

角川文庫 

1327.  真夜中の犬 セルジュ・ブリュソロ 角川文庫 

1328.  密室 姉小路 祐 

有梄川有梄 

岩崎正吾 

折原 一 

二階堂黎人 

法月綸太郎 

山口雅也 

若竹七海 

角川文庫 

1329.  口笛ふいて殺人を 中島河太郎 権田萬治編 角川文庫 

1330.  堀口大學詩集 佐藤春夫 編 角川文庫 

1331.  

 

死の診断 

―ビアス怪奇短篇集― 

A・ビアス 

高畠文夫 訳 

角川文庫 

1332.  一葉青春日記 樋口一葉 

和田芳恵 編註 

角川文庫 

1333.  まなづるとダアリヤ 宮沢賢治 角川文庫 

1334.  未開の顔・文明の顔 中根千枝 角川文庫 

1335.  

 

ポケット・ジョーク⑤ 

ブラックユーモア 

植村 黎 編・訳 角川文庫 

1336.  都筑道夫スリラーハウス 都筑道夫 角川文庫 

1337.  牝らいおんと豹 吉行淳之介 角川文庫 

1338.  小説 智恵子抄 佐藤春夫 角川文庫 

1339.  

 

ポケット・ジョーク⑤ 

ブラックユーモア 

植村 黎 編・訳 角川文庫 

1340.  伊賀忍法帖 山田風太郎 角川文庫 

1341.  野獣の罠 伴野 朗 角川文庫 

1342.  堕落論 坂口安吾 角川文庫 

1343.  ネルーダ詩集 大島博光 訳 角川文庫 

1344.  秋立つまで・業苦 他二

篇 

嘉村磯多 角川文庫 

1345.  オー・ヘンリー傑作集 飯島淳秀 訳 角川文庫 
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1346.  金子光晴詩集 村野四郎 解説 角川文庫 

1347.  影男 江戸川乱歩 角川文庫 

1348.  暗い青春・魔の退屈 坂口安吾 角川文庫 

1349.  安吾巷談 坂口安吾 角川文庫 

1350.  苦悩の旗手太宰治 杉森久英 角川文庫 

1351.  海潮音・牧羊神 上田 敏 角川文庫 

1352.  十五少年漂流記 ヴェルヌ 

石川 湧 訳 

角川文庫 

1353.  美は乱調にあり 瀬戸内晴美 角川文庫 

1354.  逆ねじの思想 樋口清之 角川文庫 

1355.  

 

詭弁の話術 

即応する頭の回転 

阿刀田 高 角川文庫 

1356.  

 

妖怪変化大特集 

都筑道夫ひとり雑誌 増

刊号 

都筑道夫 角川文庫 

1357.  明治大正文学史 吉田精一 角川文庫 

1358.  藤村名詞鑑賞 吉田精一 角川文庫 

1359.  

 

もだえ苦しむ 

活字中毒者地獄の味噌蔵

椎名 誠 角川文庫 

1360.  筒井順慶 筒井康隆 角川文庫 

1361.  英雄伝説―Harimao― 井沢 満 角川文庫 

1362.  悪魔の選択（下） 篠原 慎 訳 角川文庫 

1363.  シェパード 篠原 慎 訳 角川文庫 

1364.  懐疑論 B.ラッセル 

柿村 峻 訳 

角川文庫 

1365.  火の文学 中上健次 角川文庫 

1366.  紀州 木の国・根の国物

語 

中上健次 角川文庫 

1367.  明治大正の小説家 日夏耿之介 角川文庫 

1368.  白痴・二流の人 坂口安吾 角川文庫 

1369.  浅見光彦殺人事件 内田康夫 角川文庫 

1370.  密室殺人事件 阿刀田 高 他 角川文庫 

1371.  あやしい探検隊アフリカ

乱入 

椎名 誠 角川文庫 

1372.  異邦の空・日本の旅 立原正秋 角川文庫 

1373.  

 

掘出珍品大特集 

都筑道夫ひとり雑誌 第

2号 

都筑道夫 角川文庫 

1374.  殺しの方法教えます 中島河太郎 権田萬治 角川文庫 
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編 

1375.  殺人者にバラの花束 中島河太郎 権田萬治 

編 

角川文庫 

1376.  惜しみなく愛は奪う 有島武郎 角川文庫 

1377.  愛と苦悩の手紙 太宰 治 

亀井勝一郎 編 

角川文庫 

1378.  イコン（上） 篠原 慎 訳 角川文庫 

1379.  傷ついた野獣 伴野 朗 角川文庫 

1380.  伊賀忍法帖 山田風太郎 角川文庫 

1381.  すぐそばの彼方 白石一文 角川文庫 

1382.  恋をする人しない人 北川悦吏子 

柴門ふみ 

角川文庫 

1383.  不自由な心 白石一文 角川文庫 

1384.  別れの手紙 内館牧子 他 角川文庫 

1385.  ほんとに「いい」と思っ

てる？ 

姫野カオルコ 角川文庫 

1386.  美女入門 PART3 林 真理子 角川文庫 

1387.  

 

HOLY 

ホラーコミック傑作集 

第 1 集 

手塚治虫 美内すずえ 

諸星大二郎 日野日出志

丸尾末広 内田春菊 

花輪和一 永井 豪 

茨尾望都 

角川ホラー文庫 

1388.  

 

ことばの錬金術師 

泉鏡花 

村松定孝 教養文庫 

1389.  伊勢物語（上）全訳注 阿部俊子 講談社 

学術文庫 

1390.  日本一短い「愛」の手紙 一筆啓上 福井県丸岡町 角川文庫 

1391.  SF 九つの犯罪 アシモン他 編 新潮文庫 

1392.  鏡の中の世界 小松左京 角川文庫 

1393.  串刺し教授 筒井康隆 新潮文庫 

1394.  黒いカーニバル レイ・ブラッドベリ 

伊藤典夫 訳 

ハヤカワ文庫 

1395.  日本の危機 2 解決への

助走 

櫻井よしこ 新潮文庫 

1396.  蒼氓 石川達三 新潮文庫 

1397.  ビールを楽しむ本 T&T 情報センター編 新潮文庫 

1398.  異人たちとの夏 山田太一 新潮文庫 

1399.  魔術はささやく 宮部みゆき 新潮文庫 

1400.  加田伶太郎全集 福永武彦 新潮文庫 
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1401.  空の果てまで 高橋たか子 新潮文庫 

1402.  天の湖 高橋たか子 新潮文庫 

1403.  にごりえ・たけくらべ 樋口一葉 新潮文庫 

1404.  巴里に死す 芹沢光治良 新潮文庫 

1405.  原色の街・驟雨 吉行淳之介 新潮文庫 

1406.  なまみこ物語 円地文子 新潮文庫 

1407.  一握の砂・悲しき玩具 石川啄木 新潮文庫 

1408.  日本語八ツ当り 江國 滋 新潮文庫 

1409.  

 

ヒロシマは昔話か 

―原水爆の写真と記録―

庄野直美 編著 新潮文庫 

1410.  檸檬 梶井基次郎 新潮文庫 

1411.  小泉八雲集 上田和夫 訳 新潮文庫 

1412.  魚河岸ものがたり 森田誠吾 新潮文庫 

1413.  近代絵画 小林秀雄 新潮文庫 

1414.  家族八影 筒井康隆 新潮文庫 

1415.  壺井栄童話集 壺井 栄 新潮文庫 

1416.  開口一番 開高 健 新潮文庫 

1417.  空白の戦記 吉村 昭 新潮文庫 

1418.  詩のふるさと 伊藤信吉 新潮文庫 

1419.  楢山節考 深沢七郎 新潮文庫 

1420.  さらば国分寺書店のオバ

バ 

椎名 誠 新潮文庫 

1421.  蚊 椎名 誠 新潮文庫 

1422.  言いたいことばかり 高橋義孝 新潮文庫 

1423.  

 

けっこうエーこと 

いってるんですが 

サトウサンペイ 新潮文庫 

1424.  和食のいただき方 塩月弥栄子 新潮文庫 

1425.  夢みる少年の昼と夜 福永武彦 新潮文庫 

1426.  珍獣図鑑 中川志郎 新潮文庫 

1427.  夢幻のなか 立原正秋 新潮文庫 

1428.  開口閉口 開高 健 新潮文庫 

1429.  きまぐれ暦 星 真一 新潮文庫 

1430.  フランス料理の手帖 辻 静雄 新潮文庫 

1431.  パリ旅の雑学ノート 玉村豊男 新潮文庫 

1432.  香港市民生活見聞 島尾伸三 新潮文庫 

1433.  廃市・飛ぶ男 福永武彦 新潮文庫 

1434.  恐竜博画館 ヒサ クニヒコ 新潮文庫 

1435.  茨原朔太郎詩集 河上徹太郎 編 新潮文庫 
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1436.  北海道の旅 更科源蔵 新潮文庫 

1437.  ドタンバのマナー サトウサンペイ 新潮文庫 

1438.  

 

時代の流れとともに 

―人物点描― 

石川達三 新潮文庫 

1439.  雑貨に夢中 吉本由美 新潮文庫 

1440.  

 

種まく人 

―ヴィラデスト物語― 

玉村豊男 新潮文庫 

1441.  上海パノラマウォーク 上田賢一 新潮文庫 

1442.  バスカヴィル家の犬 コナン・ドイル 

延原 謙 訳 

新潮文庫 

1443.  加田伶太郎全集 福永武彦 新潮文庫 

1444.  

 

 

緑色のストッキング 

未必の故意 

安部公房 新潮文庫 

1445.  哀愁の町に霧が降るのだ

（下） 

椎名 誠 新潮文庫 

1446.  新版 貧困旅行記 つげ義春 新潮文庫 

1447.  

 

 

イスタンブールから 

船に乗って 

澁澤幸子 新潮文庫 

1448.  東京おもしろ博物館 加藤有次 編著 新潮文庫 

1449.  都市の遊び方 如月小春 新潮文庫 

1450.  斜陽 太宰 治 新潮文庫 

1451.  日本人は笑わない 小林信彦 新潮文庫 

1452.  エディプスの恋人 筒井康隆 新潮文庫 

1453.  素晴らしい日本野球 小林信彦 新潮文庫 

1454.  死ぬための生き方 新潮 45 篇 新潮文庫 

1455.  でか足国探検記 椎名 誠 新潮文庫 

1456.  秘伝 香港街歩き術 改

訂版 

藤木弘子 新潮文庫 

1457.  ロンドン骨董街の人びと 六嶋由岐子 新潮文庫 

1458.  愛を笑いとばす女たち 坂東真砂子 新潮文庫 

1459.  できそこない博物館 星 新一 新潮文庫 

1460.  婿ドノのいのちが危な

い！ 

辻 真先 新潮文庫 

1461.  輝ける闇 開高 健 新潮文庫 

1462.  

 

あなたの知らないガリバ

ー 

旅行記 

阿刀田 高 新潮文庫 
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1463.  

 

アラビアンナイトを楽し

む 

ために 

阿刀田 高 新潮文庫 

1464.  どうしてもコメの話 井上ひさし 新潮文庫 

1465.  砂の海 

楼蘭・タクラマカン砂漠

探検記 

椎名 誠 新潮文庫 

1466.  魚眼漫遊大雑記 野田知佑 新潮文庫 

1467.  あばれ狼 池波 正太郎 新潮文庫 

1468.  花終る闇 開高 健 新潮文庫 

1469.  いつもの雑踏いつもの場

所で 

山田 太一 新潮文庫 

1470.  死に急ぐ鯨たち 安部 公房 新潮文庫 

1471.  たくさんのタブー 星 新一 新潮文庫 

1472.  家庭のフランス料理 辻 静雄 新潮文庫 

1473.  ヨーロッパ一等旅行 辻 静雄 新潮文庫 

1474.  アマゾン・クライマック

ス 

醍醐 麻沙夫 新潮文庫 

1475.  現代無用物事典 朝日ジャーナル編 新潮文庫 

1476.  その愛は損か得か 石川 達三 新潮文庫 

1477.  もっともっと自由を… 石川 達三 新潮文庫 

1478.  あなたの知らないガリバ

ー旅行記 

阿刀田 高 新潮文庫 

1479.  一九三四年冬－乱歩 久世 光彦 新潮文庫 

1480.  鉄塔のひと その他の短

編 

椎名 誠 新潮文庫 

1481.  唐詩新選 陳舜臣 新潮文庫 

1482.  神とともに行け 弔辞大

全Ⅱ 

開高 健編 新潮文庫 

1483.  舞台のない台詞 開高 健 新潮文庫 

1484.  七つの怖い扇 阿刀高 健ほか著 新潮文庫 

1485.  ニッポン居酒屋放浪記 

疾風篇 

太田 和彦 新潮文庫 

1486.  幽霊船 白石 一郎 新潮文庫 

1487.  いつもの雑踏いつもの場

所で 

山田 太一 新潮文庫 

1488.  バリ島 不思議の王国を

行く 

大竹 昭子、内藤 忠行 新潮文庫 

1489.  秘溪を釣る 秋月 岩魚、山本 素石 新潮文庫 
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1490.  悪魔のいる天国 星 新一 新潮文庫 

1491.  アメリカひじき・火垂る

の墓 

野坂 昭如 新潮文庫 

1492.  新西洋事情 深田 祐介 新潮文庫 

1493.  旧約聖書を知っています

か 

阿刀田 高 新潮文庫 

1494.  遠い日の戦争 吉村 昭 新潮文庫 

1495.  太郎物語 －高校編－ 曾野 綾子 新潮文庫 

1496.  鴎外闘う家長 山崎 正和 新潮文庫 

1497.  「白樺」派の文学 本多 秋五 新潮文庫 

1498.  若い詩人の肖像 伊藤 整 新潮文庫 

1499.  我が愛する詩人の伝記 室生 犀星 新潮文庫 

1500.  アリスの国の不思議なお

料理 

ジョン・フィッシャー著

開高 道子訳 

新潮文庫 

1501.  小説の味わい方 臼井 吉見 新潮文庫 

1502.  日本のアウトサイダー 河上 徹太郎 新潮文庫 

1503.  墜落の夏 吉岡 忍 新潮文庫 

1504.  焼跡のイエス・処女懐胎 石川 淳 新潮文庫 

1505.  グッド・バイ 太宰 治 新潮文庫 

1506.  七瀬ふたたび 筒井 康隆 新潮文庫 

1507.  惜別 太宰 治 新潮文庫 

1508.  嘉村礒多集 山本 健吉編 新潮文庫 

1509.  お伽草紙 太宰 治 新潮文庫 

1510.  あしながおじさん ウェブスター著 

松本 恵子訳 

新潮文庫 

1511.  森田拳次のヒトコマ・ラ

ンド 

星 新一選 新潮文庫 

1512.  孔子 井上 靖 新潮文庫 

1513.  詩の原理 萩原 朔太郎 新潮文庫 

1514.  ゆらゆらとユーコン 野田 知佑 新潮文庫 

1515.  失われた青春 竹山 道雄 新潮文庫 

1516.  雨天炎天 村上 春樹 新潮文庫 

1517.  パパ・ユーアクレイジー W・サローヤン著 

伊丹 十三訳 

新潮文庫 

1518.  料理上手の基礎知識 大阪あべの辻調理師専門

学校編 

新潮文庫 

1519.  半生の記 松本 清張 新潮文庫 

1520.  全・東京湾 中村 征夫 新潮文庫 

1521.  螢・納屋を焼く・その他 村上 春樹 新潮文庫 
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の短編 

1522.  なつかしい町並みの旅 吉田 桂二 新潮文庫 

1523.  超人探偵 小林 信彦 新潮文庫 

1524.  機械・春は馬車に乗って 横光 利一 新潮文庫 

1525.  風の国へ・駱駝狩り 稚名 誠 新潮文庫 

1526.  夏の闇 開高 健 新潮文庫 

1527.  自家製 文章読本 井上 ひさし 新潮文庫 

1528.  生きるための死に方 新潮 45 編集部 新潮文庫 

1529.  アポリネール詩集 掘口 大學訳 新潮文庫 

1530.  ミステリー日本地図 ミ

ステリー大全集 2 

新潮社編 新潮文庫 

1531.  小説世界のロビンソン 小林 信彦 新潮文庫 

1532.  新約聖書を知っています

か 

阿刀田 高 新潮文庫 

1533.  飛ぶのが怖い エリカ・ジョング著 

柳瀬 尚紀訳 

新潮文庫 

1534.  春の城 阿川 弘之 新潮文庫 

1535.  秘剣・柳生連也斎 五味 康祐 新潮文庫 

1536.  高杉晋作 古川 薫 新潮文庫 

1537.  さまざまな迷路 星 新一 新潮文庫 

1538.  小説のたくらみ、知の楽

しみ 

大江 健三郎 新潮文庫 

1539.  ポオ詩集 阿部 保訳 新潮文庫 

1540.  伊東静雄詩集 桑原 武夫、富士 正信

編 

新潮文庫 

1541.  梶井基次郎集 淀野 隆三編 新潮文庫 

1542.  重力の都 中上 健次 新潮文庫 

1543.  数学者の言葉では 藤原 正彦 新潮文庫 

1544.  迷走日本の原点 櫻井よしこ 新潮文庫 

1545.  景徳鎮からの贈り物 陳舜臣 新潮文庫 

1546.  のんびり行こうぜ 野田 知佑 新潮文庫 

1547.  伊藤整詩集 伊藤 整 新潮文庫 

1548.  鴎外の婢 松本 清張 新潮文庫 

1549.  天井裏の子供たち 北杜夫 新潮文庫 

1550.  昨日のツヅキです 都筑 道夫 新潮文庫 

1551.  日本の書物 紀田 順一郎 新潮文庫 

1552.  夢のなかの街 倉橋 由美子 新潮文庫 

1553.  芥川龍之介 吉田 精一 新潮文庫 

1554.  名無しの探偵事件ファイ ビル・プロンジーニ著 新潮文庫 
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ル 高見 浩訳 

1555.  赤毛のレドメイン家 フィルポッツ著 

橋本 福夫訳 

新潮文庫 

1556.  心中弁天島 野坂 昭如 新潮文庫 

1557.  憂愁夫人 ズウデルマン著 

池谷 信三郎訳 

新潮文庫 

1558.  走れメロス 太宰 治 新潮文庫 

1559.  木下杢太郎詩集 野田 宇太郎編 新潮文庫 

1560.  悪魔のサイクル 大前 研一 新潮文庫 

1561.  博浪沙異聞 狩野あざみ 新潮文庫 

1562.  檸檬 梶井 基次郎 新潮文庫 

1563.  続明暗 水村 美苗 新潮文庫 

1564.  私の嫌いな 10 の言葉 中島 義道 新潮文庫 

1565.  ニッポン居酒屋放浪記 

望郷篇 

太田 和彦 新潮文庫 

1566.  土曜の夜と日曜の朝 アラン・ジリトー著 

永川 玲二訳 

新潮文庫 

1567.  大和古寺風物誌 亀井 勝一郎 新潮文庫 

1568.  光匂い満ちてよ 立松平和著 新潮文庫 

1569.  草の花 福永 武彦著 新潮文庫 

1570.  幸福な王子・夜鶯と薔薇 ワイルド著 

西村 孝次訳 

新潮文庫 

1571.  叡智 ヴェルレーヌ著 

河上 徹太郎訳 

新潮文庫 

1572.  長距離走者の孤独 アラン・シリトー著 

丸谷 才一、河野 一郎

訳 

新潮文庫 

1573.  ガン病棟（下） ソルジェニーツィン著 

小笠原 豊樹訳 

新潮文庫 

1574.  獵銃闘牛 井上 靖 新潮文庫 

1575.  銀座八丁 武田 麟太郎 新潮文庫 

1576.  美の本體 岸田 龍生 新潮文庫 

1577.  ハックルベリイ・フィン

の冒険 

マーク・トウェイン著 

村岡 花子訳 

新潮文庫 

1578.  進化した猿たち 星 新一 新潮文庫 

1579.  退屈な迷宮 「北朝鮮」

とは何だったのか 

関川 夏央 新潮文庫 

1580.  マーク・トウェイン短編

集 

マーク・トウェイン著 

小沢 安二郎訳 

新潮文庫 
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1581.  何もなくて豊かな島 崎山 克彦 新潮文庫 

1582.  世間はスラップスティ久

ONE FINE MESS 

景山 民夫 新潮文庫 

1583.  文章読本 中村 真一郎 新潮文庫 

1584.  文明人の生活作法 玉村 豊男 新潮文庫 

1585.  中国面白雑貨買い歩る記 鈴木 義司ほか著 新潮文庫 

1586.  僕は模造人間 島田 雅彦 新潮文庫 

1587.  魔女の 1 ダース 米原 万里 新潮文庫 

1588.  イタリア遺聞 塩野 七生 新潮文庫 

1589.  月は東に 蕪村の夢 漱

石の幻 

森本 哲郎 新潮文庫 

1590.  ロダンの言葉 高村 光太郎訳著 新潮文庫￥ 

1591.  新潮現代童話館 1 今江 祥智、灰谷 健次

郎編 

新潮文庫 

1592.  閉鎖病棟 帚木 蓬生 新潮文庫 

1593.  日本の危機 櫻井よしこ 新潮文庫 

1594.  ホメロスを楽しむために 阿刀田 高 新潮文庫 

1595.  水中都市・デンドロカカ

リヤ 

安部 公房 新潮文庫 

1596.  広告みたいな話 天野 祐吉 新潮文庫 

1597.  いま この人が好きだ！ 椎名 誠 新潮文庫 

1598.  旧約聖書を知っています

か 

阿刀田 高 新潮文庫 

1599.  ジャズ CD べスト・セレク

ション 

油井 正一 新潮文庫 

1600.  サンフランシスコ旅の雑

学ノート 

枝川 公一 新潮文庫 

1601.  イスタンブール、時はゆ

るやかに 

澁澤 幸子 新潮文庫 

1602.  25 階の窓 都筑 道夫 新潮文庫 

1603.  街に顔があった頃 浅

草・銀座・新宿 

開高 健、吉行 淳之介 新潮文庫 

1604.  友よ、さらば 弔辞大全

Ⅰ 

開高 健編 新潮文庫 

1605.  ブランコのむこうぜ 星 新一 新潮文庫 

1606.  ブルー・ブルー・ブルー 白石 公子 新潮文庫 

1607.  哀愁の町に霧が降るのだ

（上） 

椎名 誠 新潮文庫 

1608.  ニッポン居酒屋放浪記 太田 和彦 新潮文庫 
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立志篇 

1609.  阿刀田高のサミング・ア

ップ 

阿刀田 高 新潮文庫 

1610.  地球はグラスのふちを回

る 

開高 健 新潮文庫 

1611.  風俗小説論 中村 光夫 新潮文庫 

1612.  アメリカが嫌いですか 阿川 尚之 新潮文庫 

1613.  ジャーロック・ホームズ

の思い出 

コナン・ドイル著 

延原 謙訳 

新潮文庫 

1614.  天からやって来た猫 塩田 丸男 新潮文庫 

1615.  聖書の暗号 マイケル・ドロズニン著

木原 武一訳 

新潮文庫 

1616.  四つの署名 コナン・ドイル著 

延原 謙訳 

新潮文庫 

1617.  緋色の研究 コナン・ドイル著 

延原 謙訳 

新潮文庫 

1618.  やっぱり私は嫌われる ビートたけし 新潮文庫 

1619.  あくびノオト 北 杜夫 新潮文庫 

1620.  敦煌 井上 靖 新潮文庫 

1621.  妖精配給会社 星 新一 新潮文庫 

1622.  おせっかいな神々 星 新一 新潮文庫 

1623.  宇宙のあいさつ 星 新一 新潮文庫 

1624.  二人がここにいる不思議 レイ・ブラッドベリ著 

伊藤 典夫訳 

新潮文庫 

1625.  料理材料の基礎知識 大阪あべの辻調理師専門

学校編 

新潮文庫 

1626.  白百合の崖 津村 節子 新潮文庫 

1627.  事変 リットン報告書ヲ

奪取セヨ 

池宮彰一郎 新潮文庫 

1628.  3 人がいっぱい① 和田 誠 新潮文庫 

1629.  らんぷと水鉄砲 安野 光雅、三木 卓著 新潮文庫 

1630.  クリスマス・カロル ディケンズ著 

村岡 花子訳 

新潮文庫 

1631.  異邦人 カミュ著 

窪田 啓作訳 

新潮文庫 

1632.  インカの黄金を追え（上） クライブ・カッスラー著

中山 善之訳 

新潮文庫 

1633.  アダムの裔 小松 左京 新潮文庫 

1634.  ダーシェンカ カレル・チャペック著 新潮文庫 
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伴田 良輔監訳 

1635.  真夜中のマリア 野坂 昭如 新潮文庫 

1636.  街へ出よ、キスをしよう 鷺沢 萌 新潮文庫 

1637.  堀辰雄 妻への手紙 堀 多恵子編 新潮文庫 

1638.  ジーザス・クライスト・

トリックスター 

筒井 康隆 新潮文庫 

1639.  くたばれ PTA 筒井 康隆 新潮文庫 

1640.  私説博物誌 筒井 康隆 新潮文庫 

1641.  玄笑地帯 筒井 康隆 新潮文庫 

1642.  谷崎潤一郎論 中村 光夫 新潮文庫 

1643.  言葉の海へ 高田 宏 新潮文庫 

1644.  箱根人の箱根案内 山口 由美 新潮文庫 

1645.  アシモフの雑学コレクシ

ョン 

星 新一編訳 新潮文庫 

1646.  白い犬とワルツを テリー・ケイ著 

謙武 進訳 

新潮文庫 

1647.  インカの黄金を追え（下） クライブ・カッスラー著

中山 善之訳 

新潮文庫 

1648.  赤いワインに涙が サガン著 

朝吹登水子訳 

新潮文庫 

1649.  空の果てまで 高橋たか子 新潮文庫 

1650.  王朝文学論 中村真一郎 新潮文庫 

1651.  北條民雄集 中村 光夫 新潮文庫 

1652.  檸檬 梶井基次郎著 新潮文庫 

1653.  没落風景 高橋たか子 新潮文庫 

1654.  愛の生活 金井 美恵子 新潮文庫 

1655.  着想の技術 筒井 康隆 新潮文庫 

1656.  島崎藤村論 亀井勝一郎 新潮文庫 

1657.  島崎藤村－人と文学 平野 謙 新潮文庫 

1658.  タダで入れる美術館・博

物館 

東京散策倶楽部著 新潮 OH!文庫 

1659.  村野四郎詩集 村野 四郎 新潮文庫 

1660.  白夫人の妖術 林 房雄 新潮文庫 

1661.  ねじ式 異色傑作選 1 つげ 義春 小学館文庫 

1662.  昭和の恐慌 中村 政則 小学館文庫 

1663.  天皇の軍隊 大江 志乃 小学館文庫 

1664.  日中全面戦争 藤原 彰 小学館文庫 

1665.  十五年戦争の開幕 江口 圭一 小学館文庫 

1666.  撮された死角 和久 峻三 祥伝社 
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1667.  暴露（スクープ） 伴野 朗 祥伝社 

1668.  ちくま日本文学全集尾崎

翠 

尾崎 翠 筑摩書房 

1669.  ちくま日本文学全集 石

川淳 

石川 淳 筑摩書房 

1670.  スパイ失業 赤川 次郎 ハルキ文庫 

1671.  怪奇探偵小説集 2 鮎川 哲也編 ハルキ文庫 

1672.  ハンカチの鼠 戸板 康二 旺文社文庫 

1673.  小さな生き物たち J.C.ケンリー著 

内山 賢次訳 

旺文社文庫 

1674.  男女驚学 娘たちに贈る

覚書 

江国 滋 旺文社文庫 

1675.  源氏物語殺人事件 岡田 鯱彦  

1676.  カフェ・パニック ロラン・トポル著 

小林 茂訳 

創元社文庫 

1677.  やぶれかぶれ青春記 小松 左京 旺文社文庫 

1678.  落穂拾い・雪の宿 小山 清 旺文社文庫 

1679.  父帰る・恩讐の彼方に 

他七編 

菊池 寛 旺文社文庫 

1680.  恐怖推理小説集 鮎川 哲也編 双葉文庫 

1681.  幻影城 江戸川 乱歩 双葉文庫 

1682.  私という名の変奏曲 連城三紀彦 双葉文庫 

1683.  プロメテウスの乙女 赤川 次郎 双葉文庫 

1684.  タクシードライバー 一

匹狼の歌 

梁石日 幻冬舎アウトロー

文庫 

1685.  共産党宣言 共産主義の

原理 

マルクス=エンゲルス著

マルクス=レーニン主義

研究所訳 

国民文庫 

1686.  賃労働と資本 マルクス著 

村田 陽一訳 

国民文庫 

1687.  南島ぶちくん騒動 椎名 誠 幻冬舎文庫 

1688.  絵本・物語るよろこび 松居 直 福武文庫 

1689.  オーストラリア読本 越智 道雄選 福武文庫 

1690.  不思議の国の広告 尾辻 克彦選 福武文庫 

1691.  完璧な病室 小川 洋子 福武文庫 

1692.  文学がこんなにわかって

いいかしら 

高橋 源一郎 福武文庫 

1693.  バラルダ物語 牧野 信一 福武文庫 

1694.  カニバリズム論 中野 美代子 福武文庫 
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1695.  文士の風貌 井伏 鱒二 福武文庫 

1696.  地球派読本 立松 和平 福武文庫 

1697.  太公望 芝豪 PHP 文庫 

1698.  アジア・食べまくり一人

旅 

長崎 快宏 PHP 文庫 

1699.  壺井繁治詩集 宮崎 清編 新日本文庫 

1700.  歌声よおこれ 宮本 百合子 新日本文庫 

1701.  間島パルチザンの歌 槙村 浩 新日本文庫 

1702.  あきらめの哲学－森鴎外 吉野 俊彦 PHP 文庫 

1703.  アジア・ケチケチ買い物

旅行 

長崎 快宏 PHP 文庫 

1704.  日本史おもしろ読本 桑田 忠親 廣済堂文庫 

1705.  猫が見ていた 中島 河太郎編 廣済堂文庫 

1706.  

 

三島由紀夫の死と謎 アポカリプス 21 研究会 廣済堂文庫 

1707.  沖縄的人生 上野千鶴子ほか天空企画

編 

知恵の森文庫 

1708.  沖縄スタイル 天空企画編 知恵の森文庫 

1709.  いかにして眠るか 筒井 康隆編 光文社文庫 

1710.  グロテスクな夜景 都筑 道夫 光文社文庫 

1711.  日本掌編小説秀作選（上）

雪・月篇 

大西 巨人編 光文社文庫 

1712.  みずうみ紀行 渡辺 淳一 光文社文庫 

1713.  世紀末鬼談 都筑 道夫 光文社文庫 

1714.  江戸川乱歩 99 の謎 仁賀 克雄監修 二見書房 

1715.  千年紀の墓標 トム・クランシー著 

棚橋 志行訳 

二見文庫 

1716.  おもしろい生き物の見か

た 

室井 綽 鳩の森文庫 

1717.  幼児のための朗読詩 野

の花のようなうたを 

小森 香子 鳩の森文庫 

1718.  新・現代評論 吉田 凞生 学燈文庫 

1719.  現代小説 高田 瑞穂 学燈文庫 

1720.  説話文学 竹野 長次 学燈文庫 

1721.  北原白秋 木俣 修 学燈文庫 

1722.  文章表現のカギ 大熊 五郎 学燈文庫 

1723.  風流べらぼう剣 続女泣

川ものがたり 

都筑 道夫 文春文庫 

1724.  ベトナムへ行こう 勝谷 誠彦編 文春文庫 
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1725.  サイゴンのいちばん長い

日 

近藤 紘一 文春文庫 

1726.  22 歳、季節がひとつ過ぎ

てゆく 

唯川恵 幻冬舎文庫 

1727.  愛には少し足りない 唯川恵 幻冬舎文庫 

1728.  秘密の手紙箱 女性ミス

テリー作家傑作選 

山前 譲編 光文社文庫 

1729.  平面いぬ 乙一 集英社文庫 

1730.  死にぞこないの青 乙一 幻冬舎文庫 

1731.  ミッドナイトコール 田口ランディ PHP 文庫 

1732.  忘れないよ！ヴェトナム 田口ランディ 幻冬舎文庫 

1733.  さくら、さくら おとな

が恋して 

林 真理子 講談社文庫 

1734.  避暑地の猫 宮本 輝 講談社文庫 

1735.  あの娘は英語がしゃべれ

ない！ 

安藤 優子 集英社文庫 

1736.  胸の香り 宮本 輝 文春文庫 

1737.  結婚貧乏 平安 寿子他著 幻冬舎文庫 

1738.  秋の猫 藤堂 志津子 集英社文庫 

1739.  彼女が恐怖をつれてくる 新津きよみ 光文社文庫 

1740.  猫と魚、あたしと恋 柴田 よしき 光文社文庫 

1741.  世界大衆文学全集第五十

五巻 冬来なば 

木村 毅訳 改造文庫 

1742.  新人国記 アナトール・フランス著

木村 恭一訳 

改造文庫 

1743.  唯一者とその所有 ステイルネル著 

辻 濁訳 

改造文庫 

1744.  世界大衆文学全集第三十

三巻 ポー、ホフマン集

江戸川 乱歩訳 改造文庫 

1745.  宝生犀星詩集 宝生 犀星 改造文庫 

1746.  短篇小説篇（時代物） 菊池 寛 改造文庫 

1747.  世界大衆文学全集第二十

五巻 平妖傳 

佐藤 春夫訳 改造文庫 

1748.  日輪 横光 利一 改造文庫 

1749.  どっこいおいらは生きて

いる！ 

エルンスト・トラア著 

瀬木 達訳 

改造文庫 

1750.  日本探偵小説全集 5 谷

崎潤一郎集 

谷崎 潤一郎 改造文庫 

1751.  欧州文学発達史 フリーチェ著 改造文庫 
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外村 史郎訳 

1752.  愛すればこそ（他三篇） 谷崎 潤一郎 改造文庫 

1753.  作曲白秋民謡集 北原 白秋 改造文庫 

1754.  樋口一葉選集 樋口 一葉 改造文庫 

1755.  一週間 リペデインスキー著 

池谷信三郎訳 

改造文庫 

1756.  サニン アルツイバーセフ著 

武林無想庵訳 

改造文庫 

1757.  巴里の憂鬱 シヤルル・ポオドレニル

著 

三好 達治訳 

改造文庫 

1758.  厭世家の誕生日 佐藤 春夫 改造文庫 

1759.  阿片溺愛者の告白 デ・クインシイ著 

辻 潤訳 

改造文庫 

1760.  三民主義 孫中山著 

金井 寛三訳 

改造文庫 

1761.  我等の一團と彼雲は天才

である 

石川 啄木 改造文庫 

1762.  鬼平犯科帳（七） 池波正太郎 文春文庫 

1763.  鬼平犯科帳（八） 池波正太郎 文春文庫 

1764.  鬼平犯科帳（十六） 池波正太郎 文春文庫 

1765.  鬼平犯科帳（十五） 

特別長編 雲竜剣 

池波正太郎 文春文庫 

1766.  鬼平犯科帳（五） 池波正太郎 文春文庫 

1767.  鬼平犯科帳（六） 池波正太郎 文春文庫 

1768.  鬼平犯科帳（十四） 池波正太郎 文春文庫 

1769.  鬼平犯科帳（四） 池波正太郎 文春文庫 

1770.  鬼平犯科帳（十三） 池波正太郎 文春文庫 

1771.  鬼平犯科帳（二） 池波正太郎 文春文庫 

1772.  鬼平犯科帳（十二） 池波正太郎 文春文庫 

1773.  鬼平犯科帳（十一） 池波正太郎 文春文庫 

1774.  鬼平犯科帳（一） 池波正太郎 文春文庫 

1775.  鬼平犯科帳（十） 池波正太郎 文春文庫 

1776.  鬼平犯科帳（二十四） 

特別長編 誘拐 

池波正太郎 文春文庫 

1777.  鬼平犯科帳（九） 池波正太郎 文春文庫 

1778.  鬼平犯科帳（二十三） 

特別長編 炎の色 

池波正太郎 文春文庫 

1779.  鬼平犯科帳（二十二） 池波正太郎 文春文庫 
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特別長編 迷路 

1780.  鬼平犯科帳（二十一） 池波正太郎 文春文庫 

1781.  鬼平犯科帳（二十） 池波正太郎 文春文庫 

1782.  鬼平犯科帳（十九） 池波正太郎 文春文庫 

1783.  鬼平犯科帳（十八） 池波正太郎 文春文庫 

1784.  鬼平犯科帳（十七） 池波正太郎 文春文庫 

1785.  蟹足の剣 

剣鬼・樋口又七郎定次 

峰 隆一郎 角川文庫 

1786.  剣客商売 新妻 池波正太郎 新潮文庫 

1787.  秘密 池波正太郎 文春文庫 

1788.  御三家の犬たち（上） 

赤犬の巻 

南原幹雄 角川文庫 

1789.  蛇目孫四郎斬刃帖 

＜正雪の黄金＞ 

峰 隆一郎 双葉文庫 

1790.  風神の門 司馬遼太郎 新潮文庫 

1791.  忍法剣士伝 山田風太郎 角川文庫 

1792.  本多平八郎忠勝 加野厚志 PHP 文庫 

1793.  めおと雪 山手樹一郎 桃園文庫 

1794.  戦国青春記 早乙女 貢 角川文庫 

1795.  逃げる侍 南條範夫 双葉文庫 

1796.  歴史をさわがせた女たち

庶民篇 

永井路子 文春文庫 

1797.  くノ一忍法帖 山田風太郎 講談文庫 

1798.  御隠居忍法 高橋義夫 中公文庫 

1799.  豊臣秀長 上巻 堺屋太一 PHP 文庫 

1800.  燃えよ剣（下） 司馬遼太郎 新潮文庫 

1801.  燃えよ剣（上） 司馬遼太郎 新潮文庫 

1802.  剣客商売四 天魔＜新装

版＞ 

池波正太郎 新潮文庫 

1803.  おせん 池波正太郎 新潮文庫 

1804.  越後騒動（上） 山岡荘八 光文社 

時代小説文庫 

1805.  越後騒動（下） 山岡荘八 光文社 

時代小説文庫 

1806.  ご破算侍 多岐川 恭 光文社 

時代小説文庫 

1807.  蜂須賀小六蜂（三）西海

の章 

戸部新十郎 光文社 

時代小説文庫 

1808.  蜂須賀小六蜂（二）卍旗 戸部新十郎 光文社 
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の章 時代小説文庫 

1809.  蜂須賀小六蜂（一）草賊

の章 

戸部新十郎 光文社 

時代小説文庫 

1810.  前田利家（下） 戸部新十郎 光文社 

時代小説文庫 

1811.  前田利家（上） 戸部新十郎 光文社 

時代小説文庫 

1812.  近藤勇白書 池波正太郎 角川文庫 

1813.  堀部安兵衛（下） 池波正太郎 新潮文庫 

1814.  龍を見た男 藤沢周平 新潮文庫 

1815.  密謀（上） 藤沢周平 新潮文庫 

1816.  密謀（下） 藤沢周平 新潮文庫 

1817.  度胸時代 柴田錬三郎 集英社文庫 

1818.  隠密利兵衛 柴田錬三郎 新潮文庫 

1819.  柴田錬立川文庫日本男子

物語 

異説 幕末伝 

柴田錬三郎 講談文庫 

1820.  大阪弁ちゃらんぽらん 田辺聖子 中公文庫 

1821.  隠し剣秋風抄 藤沢周平 文春文庫 

1822.  海鳴り（上） 藤沢周平 文春文庫 

1823.  海鳴り（下） 藤沢周平 文春文庫 

1824.  風の果て（下） 藤沢周平 文春文庫 

1825.  風の果て（上） 藤沢周平 文春文庫 

1826.  死ぬことと見つけたり

（下） 

隆 慶一郎 新潮文庫 

1827.  死ぬことと見つけたり

（上） 

隆 慶一郎 新潮文庫 

1828.  大谷吉継 野村敏雄 PHP 文庫 

1829.  剣の天地（上） 池波正太郎 新潮文庫 

1830.  剣の天地（下） 池波正太郎 新潮文庫 

1831.  豊臣家の人々 司馬遼太郎 角川文庫 

1832.  柴錬捕物帖 岡っ引どぶ

（続） 

柴田錬三郎 講談社文庫 

1833.  闇鴉 剣客同心鬼隼人 鳥羽亮 ハルキ文庫 

1834.  水斬の剣 鈴木英治 ハルキ文庫 

1835.  七人の刺客 剣客同心鬼

隼人 

鳥羽亮 ハルキ文庫 

1836.  剣客同心 鬼隼人 鳥羽亮 ハルキ文庫 

1837.  刺客柳生十兵衛 鳥羽亮 廣済堂文庫 
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1838.  ドジ添乗員物語 深田祐介 文春文庫 

1839.  蝉しぐれ 藤沢周平 文春文庫 

1840.  近江商人魂（下） 

蒲生氏郷と西野仁右衛門

竜門冬二 学陽書房 

1841.  近江商人魂（上） 

蒲生氏郷と西野仁右衛門

竜門冬二 学陽書房 

1842.  流れ灌頂 峰 隆一郎 集英社文庫 

1843.  剣鬼 佐々木只三郎 峰 隆一郎 学研文庫 

1844.  遠山の金さん 

生き霊に追われる男 

山手樹一郎 双葉文庫 

1845.  江戸の暴れん坊 山手樹一郎 桃園文庫 

1846.  抜討ち半九郎 池波正太郎 講談社文庫 

1847.  化粧鬼 新・人斬り弥介 峰 隆一郎 集英社文庫 

1848.  密書 新・人斬り弥介 峰 隆一郎 集英社文庫 

1849.  吉宗と宗春 海音寺潮五郎 文春文庫 

1850.  日本の三大商人 邦光史郎 徳間文庫 

1851.  十一番目の志士（下） 司馬遼太郎 文春文庫 

1852.  幕末 新装版 司馬遼太郎 文春文庫 

1853.  犬を飼う武士 

十時半睡事件帖 

白石一郎 講談社文庫 

1854.  おんな舟 

十時半睡事件帖 

白石一郎 講談社文庫 

1855.  出世長屋 

十時半睡事件帖 

白石一郎 講談社文庫 

1856.  犬を飼う武士 

十時半睡事件帖 

白石一郎 講談社文庫 

1857.  おんな舟 

十時半睡事件帖 

白石一郎 講談社文庫 

1858.  刀 

十時半睡事件帖 

白石一郎 講談社文庫 

1859.  刀 

十時半睡事件帖 

白石一郎 講談社文庫 

1860.  十二人の剣豪 五味康裕 文春文庫 

1861.  黒猫侍 五味康裕 徳間文庫 

1862.  剣と旗と城 柴田錬三郎 時代小説文庫 

1863.  水鳥の関 平岩弓枝 文春文庫 

1864.  かくれんぼ 

御宿かわせみ（十九) 

平岩弓枝 文春文庫 

1865.  秘剣花車 戸部新十郎 新潮文庫 
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1866.  江戸の顔役 山手樹一郎 桃園文庫 

1867.  医者も歩けば 

大学病院風雲診療録 

米山公哲 幻冬舎文庫 

1868.  百助嘘八百物語 佐藤雅美 講談社文庫 

1869.  殺しの七人 仕掛人・藤

枝梅安 

池波正太郎 講談社文庫 

1870.  豊臣秀長 下巻 堺屋太一 PHP 文庫 

1871.  剣法一羽流 池波正太郎 講談社文庫 

1872.  乳房 池波正太郎 文春文庫 

1873.  おれの足音 大石内蔵助

（下） 

池波正太郎 文春文庫 

1874.  剣客商売 波紋 池波正太郎 新潮文庫 

1875.  看護婦泣き笑いの話 宮子あずさ 講談社文庫 

1876.  柳生烈堂 秘剣狩り 火坂雅志 祥伝社 

1877.  雑賀六字の城 津本 陽 文春文庫 

1878.  侠客 池波正太郎 新潮文庫 

1879.  堀部安兵衛（上） 池波正太郎 新潮文庫 

1880.  曲者時代 柴田錬三郎 集英社文庫 

1881.  果心居士の幻術 司馬遼太郎 新潮文庫 

1882.  ジョン万次郎 竜門冬二 学陽書房 

1883.  若さま江戸の一日 颯手達治 春陽文庫 

1884.  酔って候 司馬遼太郎 文春文庫 

1885.  男の真剣勝負 津本 陽 角川文庫 

1886.  天翔ける倭寇（下） 津本 陽 角川文庫 

1887.  天翔ける倭寇（上） 津本 陽 角川文庫 

1888.  名将 大谷刑部 南原幹雄 角川文庫 

1889.  人斬り剣奥儀 津本 陽 新潮文庫 

1890.  虹に立つ侍（下） 山手樹一郎 春陽堂 

1891.  女人の砦 山手樹一郎 春陽堂 

1892.  若殿ばんざい 他一編 山手樹一郎 春陽堂 

1893.  虹に立つ侍（上） 山手樹一郎 春陽堂 

1894.  さむらい読本 山手樹一郎 春陽堂 

1895.  侍の灯（上） 山手樹一郎 春陽堂 

1896.  侍の灯（下） 山手樹一郎 春陽堂 

1897.  はだか大名 山手樹一郎 春陽堂 

1898.  変化大名 山手樹一郎 春陽堂 

1899.  殿さま浪人 山手樹一郎 春陽堂 

1900.  恋染め笠 山手樹一郎 春陽堂 



 69

1901.  さむらい山脈 山手樹一郎 春陽堂 

1902.  おすねと狂介 山手樹一郎 春陽堂 

1903.  江戸の朝風 山手樹一郎 春陽堂 

1904.  浪人若殿 山手樹一郎 春陽堂 

1905.  鶴姫やくざ帖 山手樹一郎 春陽堂 

1906.  ラドラダの秘宝を探せ

（下） 

クライブ・カッスラー 

中山善之 訳 

新潮文庫 

1907.  ラドラダの秘宝を探せ

（上） 

クライブ・カッスラー 

中山善之 訳 

新潮文庫 

1908.  十五時間の核戦争 ウィリアム・プロクノー

後藤安彦・訳 

ハヤカワ文庫 

1909.  ウォール町 Ｋ・リッパー 文春文庫 

1910.  大統領誘拐の謎を追え

（下） 

クライブ・カッスラー 

中山善之 訳 

新潮文庫 

1911.  大統領誘拐の謎を追え

（上） 

クライブ・カッスラー 

中山善之 訳 

新潮文庫 

1912.  韓国財閥の総帥たち 

虎はめざめた！ 

崔 青林 編 

鶴 真輔 訳 

光文社文庫 

1913.  原潜ポチョムキン撃沈 マーク・ジョーゼフ 

松田銑 訳鐱 

新潮文庫 

1914.  地獄（下） 西村寿行 徳間文庫 

1915.  地獄（上） 西村寿行 徳間文庫 

1916.  破獄 吉村詔 新潮文庫 

1917.  わが魂、及遠の闇に 西村寿行 角川文庫 

1918.  警察官僚の時代 田原総一朗 講談社文庫 

1919.  虚空の影落つ 西村寿行 角川文庫 

1920.  十五時間の核戦争 ウィリアム・プロクノー 角川文庫 

1921.  日本人論に関する１２章 杉本良夫 

ロス・マオア 

ちくま学芸文庫 

1922.  「謝罪外交」を越えて 

アジア再考 

深田祐介 

古森義久 

小学校文庫 

1923.  日本人を冒険する 呉善花 PHP 文庫 

1924.  日本人の本能 渡部昇一 PHP 文庫 

1925.  昭和史がわかる55のポイ

ント 

保阪正康 PHP 文庫 

1926.  千葉周作（上） 津本 陽 講談社文庫 

1927.  千葉周作（下） 津本 陽 講談社文庫 

1928.  本能寺の変 津本 陽 講談社文庫 

1929.  闇の蛟竜 津本 陽 文春文庫 
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1930.  名臣伝 津本 陽 文春文庫 

1931.  のるかそるか 津本 陽 文春文庫 

1932.  剣のいのち 津本 陽 文春文庫 

1933.  冬の火花 上田秋成とそ

の妻 

竜門冬二 講談社文庫 

1934.  柴田三国志 英雄・生き

るべきか死すべきか（上）

柴田錬三郎 集英社文庫 

1935.  柴田三国志 英雄・生き

るべきか死すべきか（中）

柴田錬三郎 集英社文庫 

1936.  柴田三国志 英雄・生き

るべきか死すべきか（下）

柴田錬三郎 集英社文庫 

1937.  幕末 司馬遼太郎 文春文庫 

1938.  反三国（上） 周大荒 著 

渡辺精一 訳 

講談社文庫 

1939.  反三国（下） 周大荒 著 

渡辺精一 訳 

講談社文庫 

1940.  片手斬り同心 多岐川 恭 双葉文庫 

1941.  目明しやくざ 多岐川 恭 徳間文庫 

1942.  勝つ極意 生きる極意 津本 陽 講談社文庫 

1943.  生死の門 柴田錬三郎 集英社文庫 

1944.  生死の門 柴田錬三郎 集英社文庫 

1945.  貧乏同心御用帳 柴田錬三郎 集英社文庫 

1946.  生きざま 柴田錬三郎 集英社文庫 

1947.  江戸群盗伝 柴田錬三郎 集英社文庫 

1948.  狼たち 新・人斬り弥介 峰 隆一郎 集英社文庫 

1949.  殺刃 

人斬り弥介 その八 

峰 隆一郎 集英社文庫 

1950.  甲州金 新・人斬り弥介 峰 隆一郎 

宮里 洸 

集英社文庫 

1951.  修羅が疾る 

人斬り弥介 その四 

峰 隆一郎 集英社文庫 

1952.  酔いどれ次郎八 山本周五郎 新潮文庫 

1953.  化粧鬼 新・人斬り弥介 峰 隆一郎 集英社文庫 

1954.  剣のいのち 津本 陽 文春文庫 

1955.  果心居士の幻術 司馬遼太郎 新潮文庫 

1956.  非情の牙 

人斬り弥介 その六 

峰 隆一郎 集英社文庫 

1957.  斬刃 人斬り弥介 その

五 

峰 隆一郎 集英社文庫 
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1958.  椿と花水木 

万次朗の生涯（上） 

津本 陽 新潮文庫 

1959.  すべて辛抱（下） 半村 良 集英社文庫 

1960.  すべて辛抱（上） 半村 良 集英社文庫 

1961.  椿と花水木 

万次朗の生涯（下） 

津本 陽 新潮文庫 

1962.  鬼麿斬人剣 隆慶一郎 新潮文庫 

1963.  明暦群盗図 多岐川 恭 徳間文庫 

1964.  講談 碑夜十郎（上） 半村 良 講談社文庫 

1965.  古着屋総兵衛影始末 朱

印！ 

佐伯泰英 徳間文庫 

1966.  古着屋総兵衛影始末３ 

抹殺！ 

佐伯泰英 徳間文庫 

1967.  古着屋総兵衛影始末５ 

熱風！ 

佐伯泰英 徳間文庫 

1968.  古着屋総兵衛影始末 雄

飛！ 

佐伯泰英 徳間文庫 

1969.  古着屋総兵衛影始末 朱

印！ 

佐伯泰英 徳間文庫 

1970.  古着屋総兵衛影始末２ 

異心！ 

佐伯泰英 徳間文庫 

1971.  古着屋総兵衛影始末 雄

飛！ 

佐伯泰英 徳間文庫 

1972.  孤狼の牙 峰 隆一郎 徳間文庫 

1973.  剣客商売 浮沈 池波正太郎 新潮文庫 

1974.  剣客商売 暗殺者 池波正太郎 新潮文庫 

1975.  剣客商売 春の嵐 池波正太郎 新潮文庫 

1976.  さむらい劇場 池波正太郎 新潮文庫 

1977.  疾風来り去る（上） 南原幹雄 角川文庫 

1978.  疾風来り去る（下） 南原幹雄 角川文庫 

1979.  弱虫兵蔵 柴田錬三郎 新潮文庫 

1980.  本覚坊遺文 井上靖 講談社文庫 

1981.  よろずや平四郎活人剣 

新装版（下） 

藤沢周平 文春文庫 

1982.  忍びの風（三） 池波正太郎 文春文庫 

1983.  忍びの風（二） 池波正太郎 文春文庫 

1984.  犬張子の謎 御宿かわせ

み 21 

平岩弓枝 文春文庫 

1985.  剣法奥儀 五味康祐 文春文庫 
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1986.  わんぱく大名 陣出達朗 春陽文庫 

1987.  わんぱく三度笠 陣出達朗 春陽文庫 

1988.  騎馬奉行まかり通る 陣出達朗 春陽文庫 

1989.  七人の武士 陣出達朗 春陽文庫 

1990.  忍び殺法 陣出達朗 春陽文庫 

1991.  わんぱく姫奉行 陣出達朗 春陽文庫 

1992.  謎解き 「兄弟」の日本

史 

歴史を動かした“血の絆”

とは 

歴史の謎研究会 編 青春出版社 

1993.  つい誰かに話したくなる

雑学の本 

日本社 講談社＋α文庫 

1994.  新選代表作時代小説１８

剣侠しぐれ笠 

日本文芸家協会 編 光風社出版 

1995.  新選代表作時代小説２２

鍔鳴り疾風剣 

日本文芸家協会 編 光風社出版 

1996.  遠山の金さん 山手樹一郎 春陽堂 

1997.  時代小説大全集 新潮社 編 新潮文庫 

1998.  浮浪児と美女軍団 

北朝鮮の暮らし 

宮塚利雄 小学館文庫 

1999.  狡猾、滑稽な「将軍様」

「金正日」に真実 

辺 真一 小学館文庫 

2000.  北朝鮮 祖国の悪魔 朴甲東 ワニ文庫 

2001.  恵比寿屋喜兵衛手控え 佐藤雅美 講談社文庫 

2002.  手跡指南 神山慎吾 佐藤雅美 講談社文庫 

2003.  揚羽の蝶（上） 半次捕

物控 

佐藤雅美 講談社文庫 

2004.  揚羽の蝶（下） 半次捕

物控 

佐藤雅美 講談社文庫 

2005.  お尋者 物書同心居眠り

紋蔵 

佐藤雅美 講談社文庫 

2006.  お尋者 物書同心居眠り

紋蔵 

佐藤雅美 講談社文庫 

2007.  老博奕打ち 

物書同心居眠り紋蔵 

佐藤雅美 講談社文庫 

2008.  徳川三国志 柴田錬三郎 文春文庫 

2009.  眠狂四郎異端状 柴田錬三郎 新潮文庫 

2010.  浪人列伝 柴田錬三郎 新潮文庫 

2011.  隠密利兵衛 柴田錬三郎 新潮文庫 
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2012.  剣魔稲妻刀 柴田錬三郎 新潮文庫 

2013.  剣魔稲妻刀 柴田錬三郎 新潮文庫 

2014.  花咲ける上方武士道 司馬遼太郎 中公文庫 

2015.  波のかたみ 清盛の妻 永井路子 中公文庫 

2016.  日本史にみる 

女の愛と生き方 

永井路子 新潮文庫 

2017.  この世をば（上） 永井路子 新潮文庫 

2018.  この世をば（下） 永井路子 新潮文庫 

2019.  歴史をさわがせた女たち

日本編 

永井路子 文春文庫 

2020.  新・歴史をさわがせた女

たち 

日本編 

永井路子 文春文庫 

2021.  新・歴史をさわがせた女

たち 

日本編 

永井路子 文春文庫 

2022.  山霧 毛利元就の妻 上 永井路子 文春文庫 

2023.  山霧 毛利元就の妻 下 永井路子 文春文庫 

2024.  平家物語の女性たち 永井路子 文春文庫 

2025.  孤狼剣 上田秀人 徳間文庫 

2026.  編笠十兵衛（下） 池波正太郎 新潮文庫 

2027.  編笠十兵衛（上） 池波正太郎 新潮文庫 

2028.  たそがれ清兵衛 藤沢周平 新潮文庫 

2029.  水鳥の関（上） 平岩弓枝 文春文庫 

2030.  戦鬼たちの海 

織田水軍の将・九鬼嘉隆

白石一郎 文春文庫 

2031.  剣のいのち 津本 陽 文春文庫 

2032.  おれの足音 大石内蔵助

（上） 

池波正太郎 文春文庫 

2033.  火の国の城（下） 池波正太郎 文春文庫 

2034.  おれは侍だ 柴田錬三郎 集英社文庫 

2035.  マタレーズ暗殺集団（下） ロバート・ラドラム 

篠原 慎 訳 

角川文庫 

2036.  真夜中のデッド・リミッ

ト（下） 

Ｓ・ハンター 

染田屋 茂 訳 

新潮文庫 

2037.  非常の人 徳川吉宗 仁田義男 徳間文庫 

2038.  柳生花妖剣 捨心 十兵

衛杖 

仁田義男 徳間文庫 

2039.  平賀源内 船戸安之 成美堂出版 
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物語と史蹟をたずねて 

2040.  蛇目孫四郎斬人帖＜桃色

寺＞ 

峰 隆一郎 双葉文庫 

2041.  柳生十兵衛 ≪龍尾の剣

≫ 

峰 隆一郎 徳間文庫 

2042.  柳生十兵衛 ≪逆風の太

刀≫ 

峰 隆一郎 徳間文庫 

2043.  柳生十兵衛 ≪剣術猿飛

≫ 

峰 隆一郎 徳間文庫 

2044.  柳生十兵衛 ≪兵法八重

垣≫ 

峰 隆一郎 徳間文庫 

2045.  柳生十兵衛 ≪斬馬剣≫ 峰 隆一郎 徳間文庫 

2046.  非情の牙 

人斬り弥介 その六 

峰 隆一郎 集英社文庫 

2047.  殺刃 人斬り弥介 その

八 

峰 隆一郎 集英社文庫 

2048.  狼たち 新・人斬り弥介 峰 隆一郎 集英社文庫 

2049.  白蛇 新・人斬り弥介 峰 隆一郎 集英社文庫 

2050.  暗殺 新・人斬り弥介 峰 隆一郎 集英社文庫 

2051.  翁党 新・人斬り弥介 峰 隆一郎 集英社文庫 

2052.  化粧鬼 新・人斬り弥介 峰 隆一郎 集英社文庫 

2053.  甲州鬼 新・人斬り弥介 峰 隆一郎 

宮里 洸 

集英社文庫 

2054.  有効期限の過ぎた亭主・

賞味期限の切れた女房 

綾小路きみまろ PHP 文庫 

2055.  にっぽん怪盗伝 池波正太郎 角川文庫 

2056.  炎の武士 池波正太郎 角川文庫 

2057.  戦国と幕末 乱世の男た

ち 

池波正太郎 角川文庫 

2058.  獅子 池波正太郎 中公文庫 

2059.  スパイ武士道 池波正太郎 集英社文庫 

2060.  闇は知っている 池波正太郎 新潮文庫 

2061.  あばれ狼 池波正太郎 新潮文庫 

2062.  黒幕 池波正太郎 新潮文庫 

2063.  江戸の暗黒街 池波正太郎 新潮文庫 

2064.  王の挽歌（上） 遠藤周作 新潮文庫 

2065.  王の挽歌（下） 遠藤周作 新潮文庫 

2066.  天と地と 上 海音寺潮五郎 文春文庫 

2067.  天と地と 中 海音寺潮五郎 文春文庫 
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2068.  天と地と 下 海音寺潮五郎 文春文庫 

2069.  小説日本通史 鎌倉開幕

怨念の源平興亡 

邦光史郎 祥伝社 

2070.  はぐれ柳生殺人剣 黒崎祐一郎 徳間文庫 

2071.  遺伝子のたくらみ 香田康年 PHP 文庫 

2072.  陽気な殿様 五味康祐 文春文庫 

2073.  遊び心 大前研一 新潮文庫 

2074.  生きがいの周辺 加藤秀俊 文春文庫 

2075.  見える学力、見えない学

力 

岸本祐史 大月書店 

2076.  見える学力、見えない学

力 

岸本祐史 大月書店 

2077.  平家物語の女性たち 永井路子 文春文庫 

2078.  平家物語 上巻 佐藤謙三 校註 角川日本古典文庫 

2079.  八甲田山死の彷徨 新田次郎 新潮文庫 

2080.  中庸 宇野哲人 全訳注 講談社学術文庫 

2081.  クレオール物語 小泉八雲 

平川祐弘 編 

講談社学術文庫 

2082.  幼児の文字教育 しおみ としゆき 大月書店 

2083.  ないしょ ないしょ 

剣客商売 番外編 

池波正太郎 新潮文庫 

2084.  吉宗と宗春 海音寺潮五郎 文春文庫 

2085.  剣客商売二 辻斬り 新

装版 

池波正太郎 新潮文庫 

2086.  新陰流 小笠原長治 津本 陽 新潮文庫 

2087.  南海の龍若き吉宗 津本 陽 中公文庫 

2088.  よろずや平四郎活人剣 

新装版（上） 

藤沢周平 文春文庫 

2089.  平三郎の首 

人斬り弥介 その二 

峰 隆一郎 集英社文庫 

2090.  刺客 密命・斬月剣 佐伯泰英 祥伝社 

2091.  雑賀六字の城 津本 陽 文春文庫 

2092.  剣客商売 陽炎の男 池波正太郎 新潮文庫 

2093.  剣客商売 白い鬼 池波正太郎 新潮文庫 

2094.  人斬り半次郎 賊将編 池波正太郎 角川文庫 

2095.  ぐうたち交友録 遠藤周作 講談社文庫 

2096.  古着屋総兵衛影始末 知

略！ 

佐伯泰英 徳間文庫 

2097.  剣客商売 陽炎の男 池波正太郎 新潮文庫 
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2098.  剣客商売 待ち伏せ 池波正太郎 新潮文庫 

2099.  碑夜十郎（下） 半村 良 講談社文庫 

2100.  孤剣は折れず 柴田錬三郎 新潮文庫 

2101.  古着屋総兵衛影始末 死

闘！ 

佐伯泰英 徳間文庫 

2102.  古着屋総兵衛影始末 帰

還！ 

佐伯泰英 徳間文庫 

2103.  秘伝の声（下） 池波正太郎 新潮文庫 

2104.  秘伝の声（上） 池波正太郎 新潮文庫 

2105.  徳川家に伝わる 

徳川四百年の内緒話 

徳川宗英 文春文庫 

2106.  かぶき大名 

歴史小説傑作集２ 

海音寺潮五郎 文春文庫 

2107.  剣客商売六 新妻＜新装

版＞ 

池波正太郎 新潮文庫 

2108.  風神の門（下） 司馬遼太郎 新潮文庫 

2109.  戦鬼たちの海 

織田水軍の将・九鬼嘉隆

白石一郎 文春文庫 

2110.  風神の門（上） 司馬遼太郎 新潮文庫 

2111.  十一番目の志士（上） 司馬遼太郎 文春文庫 

2112.  千葉周作（下） 津本 陽 講談社文庫 

2113.  千葉周作（上） 津本 陽 講談社文庫 

2114.  忠直卿御座船 安部龍太郎 講談社文庫 

2115.  貧乏同心御用帳 柴田錬三郎 集英社文庫 

2116.  観音妖女 十時半睡事件

帖 

白石一郎 講談文庫 

2117.  忍びの風（一） 池波正太郎 文春文庫 

2118.  埋蔵金の罠 

人斬り弥介 その七 

峰 隆一郎 集英社文庫 

2119.  抜討ち半九郎 池波正太郎 講談社文庫 

2120.  剣客商売 二十番斬り 池波正太郎 新潮文庫 

2121.  北斗の人 司馬遼太郎 講談社文庫 

2122.  峰須賀小六正勝 星 亮一 学研文庫 

2123.  はぐれ柳生無情剣 黒崎祐一郎 徳間文庫 

2124.  人斬り新兵衛 西村 望 徳間文庫 

2125.  はぐれ柳生斬人剣 黒崎祐一郎 徳間文庫 

2126.  ないしょ ないしょ 

剣客商売 番外編 

池波正太郎 新潮文庫 

2127.  火の国の城（上） 池波正太郎 文春文庫 
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2128.  出世長屋 十時半睡事件

帖 

白石一郎 講談社文庫 

2129.  新選組血風録 司馬遼太郎 角川文庫 

2130.  虹之介乱れ刃 南條範夫 双葉文庫 

2131.  若さま昼寝隠密 颯手達治 春陽文庫 

2132.  鷹ノ羽の城 白石一郎 講談社文庫 

2133.  刺客 藤沢周平 新潮文庫 

2134.  男の系譜 池波正太郎 新潮文庫 

2135.  男の系譜 池波正太郎 新潮文庫 

2136.  幕末剣客伝 津本 陽 講談社文庫 

2137.  物書同心居眠り紋蔵 佐藤雅美 講談社文庫 

2138.  物書同心居眠り紋蔵 佐藤雅美 講談社文庫 

2139.  西郷と大久保 海音寺潮五郎 新潮文庫 

2140.  怨鬼の剣 鈴木英治 ハルキ文庫 

2141.  秘剣花車 戸部新十郎 徳間文庫 

2142.  総司残英抄 戸部新十郎 中公文庫 

2143.  泣かせる侍 胡桃沢耕史 ケイブンシャ文庫 

2144.  幕末 新装版 司馬遼太郎 文春文庫 

2145.  裏隠密燃ゆ 大栗丹後 春陽文庫 

2146.  御三家の犬たち（下）黒

犬の巻 

南條幹雄 角川文庫 

2147.  百万両伝奇（上） 早乙女 貢 集英社文庫 

2148.  百万両伝奇（下） 早乙女 貢 集英社文庫 

2149.  おれは侍だ 柴田錬三郎 集英社文庫 

2150.  忍法かげろう斬り 早乙女 貢 徳間文庫 

2151.  忍びの女（上） 池波正太郎 講談社文庫 

2152.  忍びの女（下） 池波正太郎 講談社文庫 

2153.  下天は夢か 信長私記 津本 陽 新潮文庫 

2154.  秘剣雪割り 悪松・棄郷

編 

佐伯泰英 祥伝社文庫 

2155.  病みたる秘剣 

風車の浜吉・捕物綴 

伊藤桂一 新潮文庫 

2156.  夕立けんか旅 陣出達朗 春陽文庫 

2157.  人斬り剣奥儀 津本 陽 新潮文庫 

2158.  夜の戦士 下 風雲の巻 池波正太郎 角川文庫 

2159.  夜の戦士 上 川中島の

巻 

池波正太郎 角川文庫 

2160.  死神幻十郎 冥府の刺客 黒崎祐一郎 徳間文庫 

2161.  江戸乱れ草紙 南條範夫 双葉文庫 
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2162.  秘剣 柳生十兵衛 

隻眼一人旅 

早乙女 貢 講談社文庫 

2163.  極意 密命・御庭番斬殺 佐伯泰英 祥伝社文庫 

2164.  密殺 冥府の刺客 黒崎祐一郎 徳間文庫 

2165.  密殺 冥府の刺客 黒崎祐一郎 徳間文庫 

2166.  忍びの風（三） 池波正太郎 文春文庫 

2167.  忍びの風（二） 池波正太郎 文春文庫 

2168.  忍びの風（一） 池波正太郎 文春文庫 

2169.  生きざま 柴田錬三郎 集英社文庫 

2170.  火頭 密命・紅蓮剣 佐伯泰英 祥伝社文庫 

2171.  南蛮のみちⅡ 街道をゆ

く 23 

司馬遼太郎 朝日文芸文庫 

2172.  浪人まつり 山手樹一郎 桃園文庫 

2173.  さむらい劇場 池波正太郎 新潮文庫 

2174.  徳川三国志 柴田錬三郎 文春文庫 

2175.  悲恋 密命・尾張柳生剣 佐伯泰英 祥伝社文庫 

2176.  邪淫 冥府の刺客 黒崎祐一郎 徳間文庫 

2177.  魔炎 冥府の刺客 黒崎祐一郎 徳間文庫 

2178.  わんぱく公子 山手樹一

郎長編時代小説全集＝４

１ 

山手樹一郎 春陽文庫 

2179.  いじめ刃傷 南條範夫 徳間文庫 

2180.  白蛇 新・人斬り弥介 峰 隆一郎 集英社文庫 

2181.  男振 池波正太郎 新潮文庫 

2182.  十一番目の志士（下） 司馬遼太郎 文春文庫 

2183.  絶対幸福主義 浅田 次郎 徳間書店 

2184.  ヨーロッパ1920年代 四

都市物語 

海野 弘 冬樹社 

2185.  こちらロンドン漱石記念

館 

恒松 郁生 廣済堂 

2186.  アジアの熱い岸辺 立松 平和 ディーエイチシー 

2187.  ぼくが猫語を話せるわけ 庄司 薫 中央公論社 

2188.  神の飛び火 高橋 たか子 女子パウロ会 

2189.  内なる辺境 安部 公房 中央公論社 

2190.  生涯にわたる阿修羅とし

て 

高橋 和巳 徳間書店 

2191.  生涯にわたる阿修羅とし

て 

高橋 和巳 徳間書店 

2192.  霊的な出発 高橋 たか子 女子パウロ会 
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2193.  魂の犬 高橋 たか子 講談社 

2194.  空色のアルバム 太田 治子 構想社 

2195.  世界の終りとハードボイ

ルド・ワンダーランド 

村上 春樹 新潮社 

2196.  使いみちのない 村上 春樹=文 

稲越 功一=写真 

朝日出版社 

2197.  自立の思想 高橋 和巳 文和書房 

2198.  むかつくぜ！ 室井 滋 マガジンハウス 

2199.  遠い太鼓 村上 春樹 講談社 

2200.  上海・嵐の家族 リン・パン著 

田村 志津枝訳 

講談社 

2201.  自選「作家の旅」 安岡 章太郎 山と溪谷社 

2202.  厭芸術浮世草紙 富岡 多恵子 中央公論社 

2203.  うき世かるた 富岡 多恵子 毎日新聞社 

2204.  詩よ歌よ、さようなら 富岡 多恵子 冬樹社 

2205.  わたしのオンナ革命 富岡 多恵子 大和書房 

2206.  回転木馬はとまらない 富岡 多恵子 読売新聞社 

2207.  ボーイフレンド物語 富岡 多恵子 講談社 

2208.  兎のさかだち 富岡 多恵子 中央公論社 

2209.  断念の海から 石原 吉郎 日本基督教団出版

局 

2210.  ミュンヘン物語 小松 伸六 文藝春秋 

2211.  書物の解体学 吉本 隆明 中央公論社 

2212.  父・丹羽文雄介護の日々 本田 桂子 中央公論社 

2213.  古い物、遠い夢 青柳 瑞穂 新潮社 

2214.  戯曲の窓・小説の扇 黒井 千次 白水社 

2215.  小さい巨像 朝日ジャーナル編 朝日新聞社 

2216.  時にはうどんのように 椎名 誠 文藝春秋 

2217.  馬追い旅日記 椎名 誠 集英社 

2218.  闇のなかの黒い馬 植谷 雄高 河出書房新社 

2219.  罠と拍車 植谷 雄高 未来社 

2220.  彌撒と鷹 植谷 雄高 未来社 

2221.  渦動と天秤 植谷 雄高 未来社 

2222.  墓銘と影繪 植谷 雄高 未来社 

2223.  文学スクランブル 嶋岡 晨 飯塚書店 

2224.  近くてそして遠い仲 吉行 淳之介編 新潮社 

2225.  赤とんぼ騒動 吉行 淳之介 潮出版社 

2226.  甲羅に似せて 吉行 淳之介 潮出版社 



 80

2227.  スペインの蠅 吉行 淳之介 潮出版社 

2228.  エアポケット 吉行 淳之介 潮出版社 

2229.  悩ましい時間 吉行 淳之介 潮出版社 

2230.  人工水明体 吉行 淳之介 講談社 

2231.  自選「作家の旅」 吉行 淳之介 山と溪谷社 

2232.  夜のティー・パーティ 津島 佑子 人文書院 

2233.  夜と朝の手紙 津島 佑子 海竜社 

2234.  自由と倫理 石川 達三 文藝春秋 

2235.  日本の名随筆 14 園芸 柳 宗民編 作品社 

2236.  『詩人からの伝言』 田村 隆一 メディアファクト

リー 

2237.  開口閉口 1 開高 健 毎日新聞社 

2238.  最後の晩餐 開高 健 文藝春秋 

2239.  明治のベースボール 日本エッセイスト・クラ

ブ編 

文藝春秋 

2240.  93 年版ベスト・エッセイ

集 耳ぶくろ 

日本エッセイスト・クラ

ブ編 

文藝春秋 

2241.  現代の視界 1 悠々鬱々 丸谷 才一 毎日新聞社 

2242.  現代の視界 2 青き麦萌

ゆ 

大岡 信 毎日新聞社 

2243.  現代の視界 3 言葉の不

幸 

富岡 多恵子 毎日新聞社 

2244.  現代の視界 5 セーヌの

辺で 

森 有正 毎日新聞社 

2245.  ニホン語日記② 井上 ひさし 文藝春秋 

2246.  にっぽん博物詩 井上 ひさし 朝日新聞社 

2247.  家庭口論 井上 ひさし 中央公論社 

2248.  蒼空の飢餓 井上 光晴 創樹社 

2249.  娘に語る祖国 つかこうへい 光文社 

2250.  た巻きの時計 阿刀田 高 新潮社 

2251.  遊びなのか学問か 丸谷 才一編 新潮社 

2252.  大きなお世話-日づけの

ある随筆 

丸谷 才一 朝日新聞社 

2253.  安野光雅対談 ロジック

の詩人たち 

安野 光雅 平凡社 

2254.  夢声戦争日記 第一巻 徳川 夢声 中央公論社 

2255.  夢声戦争日記 第二巻 徳川 夢声 中央公論社 

2256.  夢声戦争日記 第三巻 徳川 夢声 中央公論社 

2257.  夢声戦争日記 第四巻 徳川 夢声 中央公論社 



 81

2258.  夢声戦争日記 第五巻 徳川 夢声 中央公論社 

2259.  愛国 鈴木 明 文藝春秋 

2260.  井上良雄評論集 梶木 剛編 国文社 

2261.  風紋 25 年 「風紋二十五年」の本を

つくる会 

「風紋二十五年」の

本をつくる会 

2262.  文壇放浪記 十返 肈 角川書店 

2263.  哄笑の思想 杉浦 明平 講談社 

2264.  放浪旅読本 種村 季弘編 光文社 

2265.  文学の旅、思想の旅 野間 宏 文藝春秋 

2266.  立原道造ノート 佐藤 実 教育出版センター 

2267.  作家の対談 –雑誌「風

景」より- 

文藝春秋編 文藝春秋 

2268.  絶望の精神史 体験した

「明治百年」の悲惨と残

酷 

金子 光晴 光文社 

2269.  鳥は巣に 未完詩篇 六

道 

金子 光晴 角川書店 

2270.  永井荷風日記 第一巻 永井 壯吉 東都書房 

2271.  永井荷風日記 第二巻 永井 壯吉 東都書房 

2272.  永井荷風日記 第三巻 永井 壯吉 東都書房 

2273.  永井荷風日記 第四巻 永井 壯吉 東都書房 

2274.  永井荷風日記 第五巻 永井 壯吉 東都書房 

2275.  永井荷風日記 第六巻 永井 壯吉 東都書房 

2276.  永井荷風日記 第七巻 永井 壯吉 東都書房 

2277.  おばさんのディスクール 金井 美恵子 筑摩書房 

2278.  重箱のすみ 金井 美恵子 講談社 

2279.  添寝の悪夢 午睡の夢 金井 美恵子 中央公論社 

2280.  手と手の間で 金井 美恵子 河出書房新社 

2281.  やつあたり文化論 筒井 康隆 河出書房新社 

2282.  透明人間 街をゆく なだいなだ 文藝春秋 

2283.  「超」言葉狩論争 絓 秀実 情況出版 

2284.  津軽野の雪 北畠 八穂 朝日新聞社 

2285.  行動と妄想 野坂 昭如 筑摩書房 

2286.  敵陣深く 野坂 昭如 朝日新聞社 

2287.  野坂昭如戯れ唄道中 野坂 昭如 日本交通公社 

2288.  異国残照 渡辺 一夫 文藝春秋 

2289.  ジョージ君のぐうたち旅

行 

東海林さだお 文藝春秋 

2290.  無名草子 桑原 博史 新潮社 
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2291.  巖谷小波日記[自明治二

十年至明治二十七年]翻

刻と研究 

桑原 三郎監修 慶応義塾大学出版

社 

2292.  廃墟の可能性 –現代文

学の誕生 

栗原 幸夫編 インパクト出版会 

2293.  壊れものとしての人間 大江 健三郎 講談社 

2294.  同時代としての戦後 大江 健三郎 講談社 

2295.  蜻蛉日記新注釈 大西 善明 明治書院 

2296.  シングル・デイズ 川本 三郎 リクルート出版 

2297.  語らず、歌え 島田 雅彦 福武書店 

2298.  上海便り 伴野 朗 朝日新聞社 

2299.  日本の名随筆 28 病 大岡 昇平編 作品社 

2300.  耳をとらなかった話 邱永漢 講談社 

2301.  失われた面影 辻野 久憲 風信社 

2302.  定点観測 メディアの幻

と夢の企画書 

萩原 朔美 PARC0 

2303.  遠藤周作による遠藤周作 遠藤 周作 青銅社 

2304.  日本文化私観 坂口 安吾 評論社 

2305.  卡子 出口なき大地 遠藤 誉 読売新聞社 

2306.  失われた時代 1930 年代

への旅 

長田 弘 筑摩叢書 

2307.  私のえらぶ私の場所 大庭 みな子 海竜社 

2308.  野草の夢 大庭 みな子 講談社 

2309.  時流に反して 竹山 道雄 文藝春秋 

2310.  風と樹木と鳥の声 辻邦生編 新潮社 

2311.  成熟の年齢 ミシェル・レリス著 

松崎 芳隆訳 

現代思潮社 

2312.  時を呼ぶ声 久世 光彦 立風書房 

2313.  昭和幻燈館 久世 光彦 晶文社 

2314.  ニホンゴキトク 久世 光彦 講談社 

2315.  文学における原風景 奥野 健男 集英社 

2316.  枕草子評釈 増淵 恒吉 清水書院 

2317.  青春の記録 3／自由の狩

人たち／反逆と革命 

竹村 一 三一書房 

2318.  仏領西インドの二年間 

（上） 

小泉 八雲著 

平井 呈一訳 

恒文社 

2319.  仏領西インドの二年間 

（下） 

小泉 八雲著 

平井 呈一訳 

恒文社 

2320.  日本雑記他 小泉 八雲著 恒文社 
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平井 呈一訳 

2321.  仏の畑の落穂他 小泉 八雲著 

平井 呈一訳 

恒文社 

2322.  書くことのはじまりにむ

かって 

金井 美恵子 中央公論社 

2323.  戦後日本文学史・年表 松原 新一、磯田 光

一、秋山 駿 

講談社 

2324.  王朝人のこころ –日本

の古典②- 

玉上 琢弥 講談社現代新書 

2325.  京都文学巡礼 作家の眼

で見た古都像 

菊池 昌治 三一書房 

2326.  日本文学の歴史 高木 市の助 武蔵野書院 

2327.  昭和文学の成立 小田切 進 勁草書房 

2328.  別冊新評「作家の死」 西野 孝男編 新評社 

2329.  作家の舞台裏 楢崎 勤 読売新聞社 

2330.  概説 日本文学文化 中嶋 尚、竹内 清己編

著 

おうふう 

2331.  書物の近代 –メディア

の文学史 

紅野 謙介 筑摩書房 

2332.  ロシア的断想 荷風のこ

となど 

塚本 康彦 武蔵野書房 

2333.  日本史夜話 邦光 史郎 廣済堂文庫 

2334.  近代文学遊歩 33 人の作

家と宗教 

桑島 玄二 伝統と現代社 

2335.  日本文学三六五日 上 板坂元 講談社現代新書 

2336.  小説から遠く離れて 蓮實 重彦 日本文芸社 

2337.  近代の探偵小説 伊藤 秀雄 三一書房 

2338.  大正の探偵小説 伊藤 秀雄 三一書房 

2339.  近代日本文学 随処随考 保昌 正夫 双文社 

2340.  近代作家研究事典 近代作家研究事典刊行会

編 

桜楓社 

2341.  続・テキストのなかの作

家たち 

小泉 浩一郎 翰林書房 

2342.  日本近代文学伝統論 民

族／芸能／無頼 

竹内 清己 おうふう 

2343.  近代日本文学史 成瀬 正勝編 角川書店 

2344.  文壇事件史 読売新聞社文化部編 読売新聞社 

2345.  二十世紀の日本文学 喜多川 恒男、鈴木 貞

利、平 林一、山崎 国

白地社 
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紀、山田 博光編 

2346.  物語大正文壇史 巖谷 大四 文藝春秋 

2347.  展望・現代日本文学 瀬沼 茂樹 集英社 

2348.  モダン都市東京 日本の

一九二〇年代 

海野 弘 中央公論社 

2349.  ある文芸記者の回想 戦

中戦後の作家たち 

頼尊 清隆 冬樹社 

2350.  文壇資料 阿佐ケ谷界隈 村上 護 講談社 

2351.  講座 昭和文学史 第２

巻 混迷と模索 

有精堂編集部 有精堂 

2352.  講座 昭和文学史 第３

巻 抑圧と解放 

有精堂編集部 有精堂 

2353.  講座 昭和文学史 第５

巻 解体と変容 

有精堂編集部 有精堂 

2354.  戦後文学 展望と課題 小久保実編 真興社 

2355.  純文学論争以後 平野 謙 筑摩書房 

2356.  明治維新詩メディアにみ

る＜文学＞ 

筑波大学近代文学研究会

編 

筑波大学近代文学

研究会 

2357.  物語のウロボロス 日本

幻想作家論 

笠井 潔 筑摩書房 

2358.  視角の螺階 昭和文学私

論 

野坂 幸弘 双文社 

2359.  台湾の日本語文学 日本

統治時代の作家たち 

垂水 千恵 五柳書院 

2360.  危機の文学 渡辺 広士 筑摩書房 

2361.  蘭の季節 川崎 賢子 深夜叢書社 

2362.  明日の文学の広場へ 津田 孝 新日本出版社 

2363.  日本浪曼派 伊藤 佐喜雄 潮出版社 

2364.  情況と予兆 奥野 健男 潮出版社 

2365.  無頼と異端 奥野 健男 国文社 

2366.  悪鬼たちの復権 矢島 道夫 三弥井書店 

2367.  不帰 金芝河作品集 金芝河著 

李恢成訳 

中央公論社 

2368.  抵抗の日記 ミキス・テオドラキス著

西村 徹、杉村 昌昭訳

河出書房新社 

2369.  アガサ・クリスティー読

本 

 早川書房 

2370.  文芸読本 シェイクスピ

ア 

 河出書房新社 
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2371.  現代詩の鍵 ロレンス・ダレル著 

須原 和男訳 

牧神社 

2372.  オーデン詩集 深瀬 基寛訳 せりか書房 

2373.  大衆小説の世界 幻想怪

奇・探偵・SF 

荒俣宏、石上三登志、小

隅黎、谷口高夫 

九藝出版 

2374.  テレニイ オスカー・ワイルド著 

宮西豊逸訳 

二見書房 

2375.  オデッサ・ファイル 篠原 慎訳 角川書店 

2376.  トロール B・S・ジョンソン著 

柳瀬尚紀訳 

筑摩書房 

2377.  殺人者 コリン・ウィルスン著 

永井 淳訳 

早川書房 

2378.  勇気さえあったなら マイリス・マードック著

栗原 行雄訳 

集英社 

2379.  魔に憑かれて マイリス・マードック著

中川 敏訳 

集英社 

2380.  ノーマン・メイラー全集

１ 裸者と死者 

山西 英一訳 新潮社 

2381.  ノーマン・メイラー全集

２ バーバリの岸辺 

山西 英一訳 新潮社 

2382.  ノーマン・メイラー全集

４ 鹿の園 

山西 英一訳 新潮社 

2383.  ノーマン・メイラー全集

５ ぼく自身のための広

告 

山西 英一訳 新潮社 

2384.  ノーマン・メイラー全集

６ 大統領のための白書

山西 英一訳 新潮社 

2385.  ノーマン・メイラー全集

８ 人食い人とクリスチ

ァン 

山西 英一訳 新潮社 

2386.  アメリカ小説を読む 宮本 陽吉 集英社 

2387.  彼女の時の時 ノーマン・メイラー著 

山西 英一訳 

新潮社 

2388.  ヘミングウェイ全短篇集 高橋 正雄、滝川 元

男、谷口 陸男、福田 陸

太郎、大久保 康雄訳 

三笠書房 

2389.  びっこのカナリヤ E・S・ガードナー著 

阿部 主計訳 

早川書房 

2390.  ジェイムズ・サーバー傑 鈴木 武樹訳 創土社 
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作選Ⅱ 

2391.  魔法の玩具店 アンジェラ・カーター著

植松 みどり訳 

河出書房新社 

2392.  マイゴーストアンクル ヴァジニア・ハミルトン

著 

島 式子訳 

原生林 

2393.  ジュリアードの青春 ジュディス・コーガン著

木村 博江訳 

新宿書房 

2394.  フィデルアンの絵 バーナード・マラマッド

著 

西田 実訳 

河出書房新社 

2395.  スターン氏のはかない抵

抗 

ブルース・ジェイ・フリ

ードマン著 

沼澤 洽治訳 

白水社 

2396.  ライ麦畑でつかまえて J・D・サリンジャー著 

野崎 孝訳 

白水社 

2397.  われらが不満の冬 野崎 孝訳 新潮社 

2398.  ボルヒェルト全集 全一

巻 

ヴォルフガンク・ボルヒ

ェルト著 

小松 太郎訳 

早川書房 

2399.  十三の無気味な物語 ハンス・ヘニー・ヤーン

著 

種村 季弘訳 

白水社 

2400.  小説の変貌 白井 浩次 白水社 

2401.  文芸読本 ボードレール  河出書房新社 

2402.  新興佛蘭西文学 詩・小

説・思想 

アンドレ・ビイ著 

草野 貞之訳 

白水社 

2403.  ボードレール全集Ⅰ 福永 武彦編 人文書院 

2404.  ボードレール全集Ⅱ 福永 武彦編 人文書院 

2405.  ボードレール全集Ⅲ 福永 武彦編 人文書院 

2406.  ボードレール全集Ⅳ 福永 武彦編 人文書院 

2407.  カミュ全集８ 佐藤 朔、高畠 正明編 新潮社 

2408.  カミュ全集９ 佐藤 朔、高畠 正明編 新潮社 

2409.  カミュ全集１０ 佐藤 朔、高畠 正明編 新潮社 

2410.  言葉とエロス ジョルジュ・バタイユ著

山本 功、古屋 健三訳

二見書房 

2411.  

 

文芸読本 ランボー  河出書房新社 

2412.  アルテュール・ランボオ 粟津 則雄 日本放送出版協会 
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2413. 3 インディア・ソング・女

の館 

マルグリット・デュラス

著 

田中 倫郎訳 

白水社 

2414. 4 イレーヌ 生田 耕作訳 奢灞都館 

2415.  聖なる神 ジョルジュ・バタイユ著

生田 耕作訳 

二見書房 

2416.  戦争／政治／実存 ジョルジュ・バタイユ著

生田 耕作訳 

二見書房 

2417.  ふたりの証拠 アゴタ・クリストフ著 

堀 茂樹訳 

早川書房 

2418.  エンリコ マルセル・ムルージ著 

安岡 章太郎、品田 一

良訳 

中央公論社 

2419.  新ジェスチーヌ 澁澤 龍彦訳 桃源社 

2420.  超男性 ジャリ著 

澁澤 龍彦訳 

白水社 

2421.  虐殺された詩人 アポリネール著 

窪田 般彌訳 

白水社 

2422.  現代フランス小説 ファ

ルサロスの戦い 

クロード・シモン著 

菅野 昭正訳 

白水社 

2423.  太平洋の防波堤 マルグリット・デュラス

著 

田中 倫郎訳 

河出書房新社 

2424.  子供の領分 モニック・ウィティッグ

著 

小佐井 伸二訳 

白水社 

2425.  ヌヴォー・ロマン論 J・ブロック=ミシェル著

島 利雄、松崎 芳隆訳

紀伊国屋書店 

2426.  自由か愛か デスノス著 

窪田 般彌訳 

白水社 

2427.  逃亡の書 ル・クレジオ著 

望月 芳郎訳 

新潮社 

2428.  モロイ サミュエル・ベケット著

三輪 秀彦訳 

集英社 

2429.  ナジャ ブルトン著 

巖谷 国士訳 

白水社 

2430.  ヴァニラの木 ランブール著 

小佐井 伸二訳 

白水社 

2431.  現代フランス小説 最後 モーリス・ブランショ著 白水社 



 88

の人／期待 忘却 豊崎 光一訳 

2432.  アニセ またはパノラマ アラゴン著 

小島 輝正訳 

白水社 

2433.  海の百合 A・ピエール・ド・マンデ

ィアルグ著 

品田 一良訳 

河出書房新社 

2434.  悪童日記 アゴタ・クリストフ著 

堀 茂樹訳 

早川書房 

2435.  ロル・V・ステーンの観喜 マルグリット・デュラス

著 

白井 浩司訳 

白水社 

2436.  悪戯の愉しみ アルフォ

ンス・アレー短篇集 

山田 稔訳 出帆社 

2437.  はまむぎ クノー著 

滝田 文彦訳 

白水社 

2438.  新しい世界の短編 黒い

美術館 

A・ピエール・マンディア

ルグ著 

生田 耕作訳 

白水社 

2439.  流れのままに スーポー著 

片山 正樹訳 

白水社 

2440.  トリスタン・ツァラ ルネ・ラコート著 

浜田 明訳 

思潮社 

2441.  きみ、知ってるかい？ エンツォ・ビアージ著 

千種 堅訳 

早川書房 

2442.  砂の本 ホルヘ・ルイス・ボルヘ

ス著 

篠田 一士訳 

集英社 

2443.  影絵の世界 植谷 雄高 平凡社 

2444.  文芸読本 ドストエーフ

スキイ 

 河出書房新社 

2445.  報復 サヴィンコラ そ

の反逆と死 

アルダマツキー著 

川崎 浹訳 

現代思潮社 

2446.  文学のおくりもの ひと

つのポケットから出た話

カレル・チャベック著 

栗栖継訳 

晶文社 

2447.  若き日の哀しみ ダニロ・キシュ著 

山崎 佳代子訳 

東京創元社 

2448.  死者の百科事典 ダニロ・キシュ著 

山崎 佳代子訳 

東京創元社 

2449.  ヴィトキェヴィッチの世 中村 雄一監修 PARC0 出版局 
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界 松本 小四郎、松本 明

訳 

2450.  不死の人 ホルヘ・ルイス・ボルヘ

ス著 

土岐 恒二訳 

白水社 

2451.  マス・メディア通論 吉田 潤史 晃洋書房 

2452.  文学は踊る 平野 岑一著 大阪毎日新聞社 

2453.  「マスコミ」の同時代史 稲葉 三千男編 平凡社 

2454.  朝日新聞 100 年の記事に

見る①恋愛と結婚 

朝日新聞社編 朝日新聞社 

2455.  朝日新聞 100 年の記事に

見る②探検と冒険 

朝日新聞社編 朝日新聞社 

2456.  朝日新聞 100 年の記事に

見る③東京百歳 

朝日新聞社編 朝日新聞社 

2457.  朝日新聞 100 年の記事に

見る④外国人の足跡 

朝日新聞社編 朝日新聞社 

2458.  朝日新聞 100 年の記事に

見る⑤奇談珍談巷談 

朝日新聞社編 朝日新聞社 

2459.  朝日新聞 100 年の記事に

見る⑥奇談珍談巷談 

朝日新聞社編 朝日新聞社 

2460.  朝日新聞 100 年の記事に

見る⑦スポーツ人物誌 

朝日新聞社編 朝日新聞社 

2461.  朝日新聞 100 年の記事に

見る⑧特ダネ名記事 

朝日新聞社編 朝日新聞社 

2462.  朝日新聞 100 年の記事に

見る⑨追悼録（上） 

朝日新聞社編 朝日新聞社 

2463.  朝日新聞 100 年の記事に

見る⑨追悼録（下） 

朝日新聞社編 朝日新聞社 

2464.  アラン藝術論集 桑原 武夫訳 岩波書店 

2465.  藝術・変身・遊戯 山崎 正和 中央公論社 

2466.  機械と藝術との交流 板垣 鷹穂 岩波書店 

2467.  巴里の憂鬱 シャルル・ボオドレエル

著 

三好 達治訳 

ゆまに書房 

2468.  日本のシュールレアリス

ム 

澤 正宏、和田博文編 世界思想社 

2469.  日本のアヴァンギャルド

芸術 

五十殿利治 青土社 

2470.  世紀末の美と夢 1 憂鬱 辻 邦生編 集英社 
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のエロス 

2471.  世紀末の美と夢 3 美神

と殉教者 

辻 邦生編 集英社 

2472.  世紀末の美と夢 5 没落

の予感 

辻 邦生編 集英社 

2473.  群衆の中の芸術家 -ボ

ードレールと十九世紀フ

ランス絵画 

阿部 良雄 中央公論社 

2474.  表現主義の小説 2 前田 敬作訳 河出書房新社 

2475.  表現主義の演劇・映画 3 岩淵 達治訳 河出書房新社 

2476.  表現主義の美術・音楽 4 土肥 美夫訳 河出書房新社 

2477.  表現主義の理論と運動 5 高木 久雄訳 河出書房新社 

2478.  未来派 キャロライン・ディズダ

ル＆アンジェロボッツォ

ーラ著 

松田 嘉子訳 

PARCO 

2479.  行為と芸術 十三人の作

家 

福岡 多恵子 美術出版社 

2480.  マイ・フェア・ロンド ピーター・ミルワード著

恒松 郁生訳 

東京書籍 

2481.  ピアズレイの芸術と系譜 関川 左木夫 東出版社 

2482.  ピカビア展 アプトインターナショナ

ル編 

アプトインターナ

ショナル 

2483.  マン・レイになってしま

った人 

石原 輝雄 銀紙書房 

2484.  樹の鏡、草原の鏡 武満 徹 新潮社 

2485.  音楽の余白から 武満 徹 新潮社 

2486.  マイ・ラスト・リング 久世 光彦 文藝春秋 

2487.  ル・コルビュジエと日本 高階 秀爾、鈴木 博

之、三宅 理一、太田 泰

人 

鹿島出版社 

2488.  悲喜劇・一九三〇年代の

建築と文化 

同時代建築研究会 現代企画室 

2489.  思考する魚 池田 満寿夫 番町書房 

2490.  幻想画家論 瀧口 修造 せりか書房 

2491.  魔術的リアリズム メラ

ンコリーの芸術 

種村 季弘 PARCO 

2492.  ルドン 生と死の幻想 粟津 則雄 美術出版社 

2493.  ねじ釘の如く 井出 孫六 岩波書店 
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2494.  天翔る詩想 ジャン・コ

クトー 

竹内 幸絵編 イン・シック 

2495.  ピカソ礼讃 神原 泰 岩波書店 

2496.  ダリの告白できない告白 サルバドル・ダリ著 

山根 和郎訳 

二見書房 

2497.  にんげんだもの 相田みつを 文化出版局 

2498.  日本のアール・ヌーヴォ

ー 

海野 弘 青土社 

2499.  東京風景史の人々 海野 弘 中央公論社 

2500.  グロッタの画家 東野 芳明 美術出版社 

2501.  究極のウンチク学 古谷 三敏 廣済堂 

2502.  『坊ちゃんの時代』 関川 夏央、谷口ジロー 双葉社 

2503.  秋の舞姫 関川 夏央、谷口ジロー 双葉社 

2504.  かの蒼空に 関川 夏央、谷口ジロー 双葉社 

2505.  明治流星雨 関川 夏央、谷口ジロー 双葉社 

2506.  不機嫌亭漱石 関川 夏央、谷口ジロー 双葉社 

2507.  昭和マンガ風俗史 杉浦 幸雄、清水 勲 文藝春秋 

2508.  古賀春江 創作の原点 

作品と資料でさぐる 

森山 秀子（石橋美術館）

編 

石橋財団ブリヂス

トン美術館、 

石橋財団石橋美術

館 

2509.  ダダ論考 山中 散生 国文社 

2510.  ダダの性と身体 エルン

スト・グロス・へーヒ 

香川 檀 ブリュッケ 

2511.  シェルレアリスム グザヴイエル・ゴーチエ

著 

三好 郁朗訳 

朝日新聞社 

2512.  ドイツの世紀末 チュー

リヒ/予兆の十字路 

土肥 美夫編 国書刊行会 

2513.  シュルレアリスム 資料

と回想 

山中 散生 美術出版社 

2514.  写真芸術論 重森 弘淹 美術出版社 

2515.  タイ 工芸の里紀行 江本 正記 実業之日本社 

2516.  遊行・悪場所 廣末 保 未来社 

2517.  現代演劇講座 第四巻 倉橋 健、岩瀬 孝編 三笠書房 

2518.  近代つくりかえ忠臣蔵 日高 昭二編 岩波書店 

2519.  玉三郎団十郎のことなど

能・歌舞伎役者論 

塚本 康彦 ペリカン社 

2520.  イタリアのアヴァン・ギ 田之倉 稔 白水社 
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ャルド 未来派からピラ

ンデルロヘ 

2521.  演戯都市と身体 ヨーロ

ッパ幻視行 

田之倉 稔 晶文社 

2522.  メイエルホリドの全体像 エドワード・ブローン著

浦雅春訳 

晶文社 

2523.  映像 人間とイメージ 岡田 晋 美術出版社 

2524.  回想のロシア・アヴァン

ギャルド 【インタヴュ

ー】ソヴィエト映画を築

いた人々 

リュダ＆ジャン・シュニ

ッツェル、マルセル・マ

ルタン著 

岩本 賢児訳 

新時代社 

2525.  麦わら帽子の野ベラ釣り

紀行 

大崎 紀夫 三樹書房 

2526.  現代日本の文学Ⅱ 芥川

龍之介集 

芥川 龍之介 学習研究社 

2527.  現代日本の文学 4 夏目

漱石 

夏目 漱石 学習研究社 

2528.  現代日本の文学 5 島崎

藤村集 

島崎 藤村 学習研究社 

2529.  現代日本の文学 7 谷崎

潤一郎 

谷崎 潤一郎 学習研究社 

2530.  例解新国語辞典 林 四郎編 三省堂 

2531.  新版新校萬葉集 澤瀉 久孝、佐伯 梅友 創元社 

2532.  日本文学史序説 上 加藤 周一 筑摩書房 

2533.  日本文学史序説 下 加藤 周一 筑摩書房 

2534.  文章の書き方 尾川 正二 講談社現代新書 

2535.  日本語 新版（上） 金田一 春彦 岩波新書 

2536.  研究資料現代日本文学 

①小説劇曲Ⅰ 

浅井清 など 編集 明治書房 

2537.  研究資料現代日本文学 

②小説劇曲Ⅱ 

浅井清 など 編集 明治書房 

2538.  研究資料現代日本文学 

③評論・論説・随想Ⅰ 

浅井清 など 編集 明治書房 

2539.  研究資料現代日本文学 

④評論・論説・随想Ⅱ 

浅井清 など 編集 明治書房 

2540.  研究資料現代日本文学 

⑤短歌 

浅井清 など 編集 明治書房 

2541.  研究資料現代日本文学 

⑥俳句 

浅井清 など 編集 明治書房 
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2542.  研究資料現代日本文学 

⑦詩 

浅井清 など 編集 明治書房 

2543.  島尾敏雄作品集 １ 島尾敏雄 晶文社 

2544.  島尾敏雄作品集 ２ 島尾敏雄 晶文社 

2545.  島尾敏雄作品集 ３ 島尾敏雄 晶文社 

2546.  島尾敏雄作品集 ４ 島尾敏雄 晶文社 

2547.  島尾敏雄作品集 ５ 島尾敏雄 晶文社 

2548.  大杉榮全集 第一巻 大杉 榮 世界文庫 

2549.  大杉榮全集 第二巻 大杉 榮 世界文庫 

2550.  大杉榮全集 第三巻 大杉 榮 世界文庫 

2551.  大杉榮全集 第四巻 大杉 榮 世界文庫 

2552.  大杉榮全集 第五巻 大杉 榮 世界文庫 

2553.  大杉榮全集 第六巻 大杉 榮 世界文庫 

2554.  大杉榮全集 第七巻 大杉 榮 世界文庫 

2555.  大杉榮全集 第八巻 大杉 榮 世界文庫 

2556.  大杉榮全集 第九巻 大杉 榮 世界文庫 

2557.  大杉榮全集 第十巻 大杉 榮 世界文庫 

2558.  大杉榮全集 別巻 大杉 榮 世界文庫 

2559.  透谷全集 第一巻 北村透谷 岩波書店 

2560.  透谷全集 第二巻 北村透谷 岩波書店 

2561.  透谷全集 第三巻 北村透谷 岩波書店 

2562.  今鏡全訳 上 海野泰男 福武書店 

2563.  今鏡全訳 下 海野泰男 福武書店 

2564.  日本史を彩る女性たち 木宮榮彦 常葉学園 

2565.  地上 第一部 地に潜む

もの 

嶋田清次郎 新潮出版社 

2566.  地上 第三部 静かなる

暴風 

嶋田清次郎 新潮出版社 

2567.  地上 第四部 燃ゆる大

地 

嶋田清次郎 新潮出版社 

2568.  地上 （地に潜むもの） 島田清次郎 扶桑書店 

2569.  縮刷 緑雨全集 齋藤緑雨 博文館 

2570.  大望 嶋田清次郎 新潮社 

2571.  ぽるとがるぶみ 佐藤春夫 訳 人文書院 

2572.  望郷 池谷信三郎 新潮社 

2573.  岩手郷土文学の研究 第

6号 

岩手郷土文学研究会 岩手郷土文学研究

会 

2574.  定本 小林多喜二全集 

第一巻 

小林多喜二 新日本出版社 
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2575.  定本 小林多喜二全集 

第二巻 

小林多喜二 新日本出版社 

2576.  定本 小林多喜二全集 

第三巻 

小林多喜二 新日本出版社 

2577.  定本 小林多喜二全集 

第四巻 

小林多喜二 新日本出版社 

2578.  定本 小林多喜二全集 

第五巻 

小林多喜二 新日本出版社 

2579.  定本 小林多喜二全集 

第六巻 

小林多喜二 新日本出版社 

2580.  定本 小林多喜二全集 

第七巻 

小林多喜二 新日本出版社 

2581.  定本 小林多喜二全集 

第八巻 

小林多喜二 新日本出版社 

2582.  定本 小林多喜二全集 

第九巻 

小林多喜二 新日本出版社 

2583.  定本 小林多喜二全集 

第十巻 

小林多喜二 新日本出版社 

2584.  定本 小林多喜二全集 

第十一巻 

小林多喜二 新日本出版社 

2585.  定本 小林多喜二全集 

第十二巻 

小林多喜二 新日本出版社 

2586.  定本 小林多喜二全集 

第十三巻 

小林多喜二 新日本出版社 

2587.  定本 小林多喜二全集 

第十四巻 

小林多喜二 新日本出版社 

2588.  定本 小林多喜二全集 

第十五巻 

小林多喜二 新日本出版社 

2589.  有閑夫人 池谷信三郎 新潮社 

2590.  辻馬車時代 藤澤桓夫 改造社 

2591.  黒い地帯 佐左木俊郎 新潮社 

2592.  神聖な裸女 楢崎 勤 新潮社 

2593.  高架線 横光利一 新潮社 

2594.  淡彩の處女 北村壽夫 新潮社 

2595.  傷だらけの歌 藤澤桓夫 改造社 

2596.  鐵の規律 明石鐵也 改造社 

2597.  正子とその職業 岡田禎子 改造社 

2598.  放浪記 林 芙美子 改造社 

2599.  敷設列車 平林たい子 日本評論社 
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2600.  プロレタリア藝術と形式 蔵原惟人 天人社 

2601.  プロレタリア繪画論 永田一脩 天人社 

2602.  ゴー・ストップ 貴司山治 中央公論社 

2603.  新丸の内夜話 秦 豊吉 小説朝日社 

2604.  資本主義？社会主義?共

産主義？ 

新居格 訳 天人社 

2605.  都會の論理 林 房雄 中央公論社 

2606.  主知的文學論 阿部知二 厚生閣書店 

2607.  世界を脅威するアメリカ

ニズム 

池崎忠孝 天人社 

2608.  誰が一番馬鹿か？ 岡田三郎 赤爐閣書房 

2609.  ナンセンス・ジャパン 報知新聞調査部 千倉書房 

2610.  東京エロ・オン・パレー

ド 

西尾信治 昭文閣書房 

2611.  ロマンス・シート 東郷青児 出版東京 

2612.  スカートをはいたネロ 村山知義 原始社 

2613.  現代文學代表作全集 ４ 廣津和郎 編 萬里社 

2614.  新日本文学会編 民主主

義文學運動 1948 年版 

新日本文学会 

壺井繁治 編集 

新日本文學会 

2615.  グロッス 村山知義 八月書房 

2616.  モダン戀愛デパート 山内一煥 第３書房 

2617.  作家と文壇 保高徳蔵 講談社 

2618.  セムが 前田河広一郎 日本評論社 

2619.  世界大衆文學全集大十五

巻 

メトロポリス（他一篇）

ハルボウ 

秦 豊吉 訳 

改造社 

2620.  モダン用語辞典 喜多壯一郎 監修 實業之日本社 

2621.  重建美麗的台灣 王文洋 天下文化書坊 

2622.  重建美麗的台灣 王文洋 天下文化書坊 

2623.  重建美麗的台灣 王文洋 天下文化書坊 

2624.  重建美麗的台灣 王文洋 天下文化書坊 

2625.  黃我在 昏的日落前趕路 

腳一個牙醫師的荒 行動 

李偉文 自然國出版社 

2626.  記憶する台湾 帝国との

相剋 

吳 密察 

黃 英哲 

垂水千恵 

東京大学出版会 

2627.  台湾現代詩人シリーズ①

暗幕の形象 陳千武詩集

三木直大 編 思潮社 

2628.  台湾現代詩人シリーズ① 三木直大 編 思潮社 
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暗幕の形象 陳千武詩集

2629.  台湾現代詩人シリーズ②

深淵 瘂弦詩集 

松浦恆雄 編訳 思潮社 

2630.  台湾現代詩人シリーズ②

深淵 瘂弦詩集 

松浦恆雄 編訳 思潮社 

2631.  新しい台湾文学 寒夜 李喬 著 

岡崎郁子・三木直大 訳

国書刊行会 

2632.  新しい台湾文学 孽子 白先勇 著 

陳正醍 訳 

国書刊行会 

2633.  前衛詩運動史の研究 中野嘉一 新生社 

2634.  対談 詩について 畠中哲夫（編） 花神社 

2635.  秘やかな朝 山崎佳代子 書肆山田 

2636.  薔薇、見知らぬ国 山崎佳代子 書肆山田 

2637.  詩集 異話 仁科理 昭和書院 

2638.  1937-1970 鮎川信夫自撰

詩集 

鮎川信夫 立風書房 

2639.  詩が生まれるところ 栗原敦 蒼丘書林 

2640.  平戸廉吉詩集 平戸廉吉 ほるぷ 

2641.  日本名詩集成 天沢退二郎（編） 學燈社 

2642.  逸見猶吉の詩とエッセイ

と童話 

森羅一（編） 落合書店 

2643.  言葉殺人事件 長田弘 晶文社 

2644.  現代日本詩史 遠地輝武 昭森社 

2645.  昭和詩の発生 

<昭和>のクリティック 

樋口覚 思潮社 

2646.  コレクション現代詩 大塚常樹 勝原晴希 

島村  輝 杉本  優 

高橋世織 中丸宣明 

（編） 

桜楓社 

2647.  虹を追ふひと 萩原朔太郎 青娥書房 

2648.  萩原朔太郎詩集 5 遺稿詩

集 

萩原朔太郎 小學館 

2649.  伊藤信吉詩集 天下末年 伊藤信吉 新日本出版社 

2650.  詩の世界－その享受と鑑

賞 

伊藤信吉 社会思想社 

2651.  土の詩・ふるさとの詩 伊藤信吉 家の光協会 

2652.  秋田雨雀詩集 秋田雨雀 津軽書房 

2653.  近代の漂泊－わが詩人た

ち 

秋山清 現代思潮社 
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2654.  現代詩鑑賞講座 1 

詩とは何か 入門編 

伊藤信吉   井上  靖 

野田宇太郎 野村四郎 

吉田精一  （編） 

角川書店 

2655.  現代詩鑑賞講座 1 

詩とは何か 

伊藤信吉   井上  靖 

野田宇太郎 野村四郎 

吉田精一  （編） 

角川書店 

2656.  現代詩鑑賞講座 3 

美を夢みる詩人たち 

伊藤信吉   井上  靖 

野田宇太郎 野村四郎 

吉田精一  （編） 

角川書店 

2657.  現代詩鑑賞講座 5 

新しき抒情 

伊藤信吉   井上  靖 

野田宇太郎 野村四郎 

吉田精一  （編） 

角川書店 

2658.  現代詩鑑賞講座 7 

虚無の詩・思想のうた 

伊藤信吉   井上  靖 

野田宇太郎 野村四郎 

吉田精一  （編） 

角川書店 

2659.  現代詩鑑賞講座 8 

歴程派の人びと 

伊藤信吉   井上  靖 

野田宇太郎 野村四郎 

吉田精一  （編） 

角川書店 

2660.  現代詩鑑賞講座 11 

戦後の詩人たち 

伊藤信吉   井上  靖 

野田宇太郎 野村四郎 

吉田精一  （編） 

角川書店 

2661.  現代詩鑑賞講座 12 

明治・大正・昭和詩史 

伊藤信吉   井上  靖 

野田宇太郎 野村四郎 

吉田精一  （編） 

角川書店 

2662.  現代詩読本 現代詩入門  思潮社 

2663.  現代詩読本 13 高見順  思潮社 

2664.  現代詩文庫 39 中江俊夫

詩集 

  

2665.  現代詩文庫 55 

金井美恵子詩集 

 思潮社 

2666.  『セルパン』と詩人たち

－創刊号より第七十八号

まで－ 

高橋留治 札幌・北書房 

2667.  近代詩の敗北 

－詩人の戦争責任－ 

阿部猛 大原新生社 

2668.  近代の詩と詩人 中村 稔 三好行雄 

吉田凞生 

有斐閣 

2669.  古事記物語 福永武彦 岩波書店 

2670.  源氏物語を歩く 京都新聞社（編） 光風社書店 



 98

2671.  日本古典全書 源氏物語

一 

池田龜鑑（校註） 朝日新聞社 

2672.  日本古典全書 源氏物語

二 

池田龜鑑（校註） 朝日新聞社 

2673.  日本古典全書 源氏物語

三 

池田龜鑑（校註） 朝日新聞社 

2674.  日本古典全書 源氏物語

四 

池田龜鑑 朝日新聞社 

2675.  日本古典全書 源氏物語

五 

池田龜鑑 朝日新聞社 

2676.  日本古典全書 源氏物語

六 

池田龜鑑 朝日新聞社 

2677.  日本古典全書 源氏物語

七 

池田龜鑑 朝日新聞社 

2678.  頭痛肩こり樋口一葉 井上ひさし 集英社 

2679.  つかこうへいの世界 つかこうへい 白水社 

2680.  比叡 瀬戸内晴美 新潮社 

2681.  新註 室町物語集 濱中修 勉誠社 

2682.  病院坂の首縊りの家 横溝正史 角川書店 

2683.  赤頭巾ちゃん気をつけて 庄司薫 中央公論社 

2684.  白鳥の歌なんか聞えない 庄司薫 中央公論社 

2685.  さよなら快傑黒頭巾 庄司薫 中央公論社 

2686.  ぼくの大好きな青髭 庄司薫 中央公論社 

2687.  南溟の砲煙 高橋泰邦 光人社 

2688.  暗黒のメルヘン 澁澤龍彦 立風書房 

2689.  密会 安部公房 新潮社 

2690.  砂の女 安部公房 新潮社 

2691.  箱男 安部公房 新潮社 

2692.  終りし道の標べに 安部公房 冬樹社 

2693.  彼彼の水音 高橋たか子 講談社 

2694.  誘惑者 高橋たか子 講談社 

2695.  空の果てまで 高橋たか子 新潮社 

2696.  ロンリー・ウーマン 高橋たか子 集英社 

2697.  共生空間 高橋たか子 新潮社 

2698.  人形愛 高橋たか子 講談社 

2699.  TV ピープル 村上春樹 文芸春秋 

2700.  レキシントンの幽霊 村上春樹 文芸春秋 

2701.  雪の話 武田麟太郎 小山書店 

2702.  ぺてん師と空気男 江戸川乱歩 桃源社 
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2703.  仕かけのある静物 富岡多恵子 中央公論社 

2704.  少女たちの桜通り 富岡多恵子 読売新聞社 

2705.  花の躁鬱 清岡卓行 講談社 

2706.  夢の柩 礒永秀雄 潮出版社 

2707.  機械 横光利一 白水社 

2708.  冬の旅人 赤川次郎 大和書店 

2709.  角に建った家 赤川次郎 岩波書店 

2710.  散歩道 赤川次郎 光文社 

2711.  三浦哲郎短編小説全集第

一巻 

三浦哲郎 講談社 

2712.  わが青春の秘密 檀一雄 新潮社 

2713.  化石の森 上巻 石原慎太郎 新潮社 

2714.  化石の森 下巻 石原慎太郎 新潮社 

2715.  鎖のついた椅子 石原慎太郎 新潮社 

2716.  冷たい夏、暑い夏 吉村昭 新潮社 

2717.  短編の愉楽 山崎誠 有精堂 

2718.  この子の七つのお祝いに 斎藤澪 角川書店 

2719.  泥の文学碑 土屋隆夫 広済堂 

2720.  黯い足音 小檜山博 集英社 

2721.  児童館 増田みず子 日本文芸社 

2722.  新選 吉田絃二郎集 吉田絃二郎 改造社 

2723.  生き物の集まる家 津島祐子 新潮社 

2724.  生きものたち 吉田知子 角川書店 

2725.  もう少しむこうの空の下

へ 

椎名誠 講談社 

2726.  コント集 薔薇園伝説 澤渡恒 デカドクラブ刊 

2727.  懲役人懲の告発 椎名麟三 新潮社 

2728.  回転扉 河野多恵子 新潮社 

2729.  女肉を啖ふ 三谷錦三郎 朝日書房 

2730.  玉蘭 桐野夏生 朝日新聞社 

2731.  虹の上の舞踏 澤野久雄 求龍堂 

2732.  続・時をかける少女 石山透 鶴書房 

2733.  幻の女 五木寛之 文芸春秋 

2734.  百の唇 吉行淳之介 講談社 

2735.  幻の花たち 吉行淳之介 立風書房 

2736.  裸の匂い 吉行淳之介 KK ベストセラーズ

2737.  現代文学の実験室⑥ 吉

行淳之介集 

吉行淳之介 大光社 
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2738.  井戸の星 吉行理恵 講談社 

2739.  グリムの昔話 １ ホフマン 福音館書店 

2740.  グリムの昔話 ２ ホフマン 福音館書店 

2741.  グリムの昔話 ３ ホフマン 福音館書店 

2742.  吉行エイスケ作品集 吉行エイスケ 文園社 

2743.  田紳有楽 藤枝静男 講談社 

2744.  暁の寺 三島由紀夫 新潮社 

2745.  春の雪 三島由紀夫 新潮社 

2746.  天人五衰 三島由紀夫 新潮社 

2747.  最後の狩猟 津島祐子 作品社 

2748.  双蝶記 西川満 人間の星社 

2749.  乱反射 三枝和子 新潮社 

2750.  上海カタストロフ 柏木智光 講談社 

2751.  異郷の道化師 小島信夫 三笠書房 

2752.  ぼくたちの好きな戦争 小林信彦 新潮社 

2753.  怪談・骨董 他 小泉八雲 恒文社 

2754.  ぼくも、シャム行きさん 岩城雄次郎 近代文芸社 

2755.  輝ける闇 開高健 新潮社 

2756.  あの彼らの声が ナタリー・サロート 中央公論社 

2757.  心優しき叛逆者たち 上

巻 

井上光晴 新潮社 

2758.  心優しき叛逆者たち 下

巻 

井上光晴 新潮社 

2759.  いつも心に太陽を つかこうへい 角川書店 

2760.  つか版忠臣蔵 つかこうへい 角川書店 

2761.  危険信号 阿刀田高 講談社 

2762.  大学文芸読本 昭和文学会 笠間書院 

2763.  大学文芸読本 昭和文学会 笠間書院 

2764.  大学文芸読本 昭和文学会 笠間書院 

2765.  涙・街 阿波根宏夫 構想社 

2766.  火山の歌 丸山健二 新潮社 

2767.  花婿読本 田辺聖子 番町書房 

2768.  恋の泉 中村真一郎 新潮社 

2769.  夏 中村真一郎 新潮社 

2770.  ある愛 中村真一郎 新潮社 

2771.  女性文学の近代 女性文学会 双文社 

2772.  短編小説館 文芸春秋 文芸春秋 

2773.  聖少女 倉橋由美子 新潮社 
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2774.  迷宮 倉橋由美子 文芸春秋 

2775.  人間のない神 倉橋由美子 徳間書店 

2776.  天使よ海に舞え 山本道子 新潮社 

2777.  事故のてんまつ 臼井吉見 筑摩書房 

2778.  あるいは酒でいっぱいの

海 

筒井康隆 集英社 

2779.  文学部唯野教授 筒井康隆 岩波書店 

2780.  時をかける少女 筒井康隆 鶴書房 

2781.  虚航船団 筒井康隆 新潮社 

2782.  パプリカ 筒井康隆 中央公論社 

2783.  奇妙な小説 山田智彦 毎日新聞社 

2784.  アフリカの爆弾 筒井康隆 文芸春秋 

2785.  笑うな 筒井康隆 徳間書店 

2786.  道化師の愛 金井美恵子 中央公論社 

2787.  小春日和 金井美恵子 中央公論社 

2788.  愛の生活 金井美恵子 筑摩書房 

2789.  プラトン的恋愛 金井美恵子 講談社 

2790.  単語集 金井美恵子 筑摩書房 

2791.  夜中の薔薇 向田邦子 講談社 

2792.  十一月水晶 野呂邦暢 冬樹社 

2793.  地の果て至上の時 中上健次 新潮社 

2794.  日本文学コレクション 

芥川龍之介 

庄司達也・篠崎美生子 翰林書房 

2795.  あなたに悪夢を 生島治郎 講談社 

2796.  新青年傑作選５読物・資

料編 

中島河太郎 立風書房 

2797.  新青年傑作選 推理小説

編 

中島河太郎 立風書房 

2798.  新青年傑作選 恐怖・ユ

ーモア小説編 

中島河太郎 立風書房 

2799.  新青年傑作選 翻訳編 中島河太郎 立風書房 

2800.  旅人たちの南十字星 佐木隆三 文芸春秋 

2801.  死の器 野坂昭如 読売新聞 

2802.  死屍河原水子草 野坂昭如 文芸春秋 

2803.  てろてろ 野坂昭如 新潮社 

2804.  新宿海溝 野坂昭如 文芸春秋 

2805.  乱離骨灰鬼胎草 野坂昭如 福武書店 

2806.  短編小説名作選 岡保生・榎本隆司 現代企画室 

2807.  洪水はわが魂に及び 上 大江健三郎 新潮社 
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巻 

2808.  洪水はわが魂に及び 下

巻 

大江健三郎 新潮社 

2809.  個人的な体験 大江健三郎 新潮社 

2810.  同時代ゲーム 大江健三郎 新潮社 

2811.  日常生活の冒険 大江健三郎 文芸春秋 

2812.  いかに木を殺すか 大江健三郎 文芸春秋 

2813.  みずからわが涙をめぐい

たまう日 

大江健三郎 講談社 

2814.  万延元年のフットボール 大江健三郎 講談社 

2815.  懐かしい年への手紙 大江健三郎 講談社 

2816.  管絃祭 竹西寛子 新潮社 

2817.  海の火祭 川端康成 毎日新聞社 

2818.  侍 遠藤周作 新潮社 

2819.  沈黙 遠藤周作 新潮社 

2820.  ソビエト日記 森鈴 星雲社 

2821.  八幡太郎義家 森鈴 星雲社 

2822.  霧の密約 伴野朗 朝日新聞社 

2823.  遥かなる旅へ 長谷川修 新潮社 

2824.  九つの物語 長谷川四郎 青土社 

2825.  近代小説〈異界〉を読む 東郷克美・高橋広満 双文社 

2826.  近代小説〈都市〉を読む 東郷克美・吉田司雄 双文社 

2827.  泥鰌おっ嬶ア 今東光 番町書房 

2828.  あぐり 清水有生・長川千佳子 NHK 出版 

2829.  「暗室」のなかで 大塚英子 河出書房 

2830.  林芙美子 文芸別冊 河出書房 

2831.  私小説 水村美苗 新潮社 

2832.  一九三四年冬―乱歩 久世光彦 集英社 

2833.  越前竹人形 水上勉 中央公論社 

2834.  近代小説 鑑賞と研究 分銅惇作 東京堂 

2835.  近代の短編小説 近代文学鑑賞会 桜楓社 

2836.  夜ふけと梅の花 井伏鱒二 新潮社 

2837.  物質の弾道 岡田三郎 新潮社 

2838.  黒い地帯 佐々木俊郎 新潮社 

2839.  神聖な裸婦 楢崎勤 新潮社 

2840.  高架線 横光利一 新潮社 

2841.  女群行進 浅原六郎 新潮社 

2842.  崖の下 嘉村礒多 新潮社 



 103

2843.  僕の標本室 川端康成 新潮社 

2844.  聯想の暴風 久野豊彦 新潮社 

2845.  街のナンセンス 龍膽寺雄 新潮社 

2846.  恋とアフリカ 阿部知二 新潮社 

2847.  悲劇を探す男 尾崎士郎 新潮社 

2848.  淡彩の処女 北村寿夫 新潮社 

2849.  豹の部屋 ささきふさ 新潮社 

2850.  R 汽船の壮図 中河与一 新潮社 

2851.  ボア吉の求婚 中村正常 新潮社 

2852.  キャベツの論理 十一谷義三郎 新潮社 

2853.  愛欲の一匙 舟橋聖一 新潮社 

2854.  女百貨店 吉行エイスケ 新潮社 

2855.  有閑夫人 池谷信三郎 新潮社 

2856.  花ある写真 川端康成 新潮社 

2857.  相川マユミといふ女 楢崎勤 新潮社 

2858.  新種族ノラ 吉行エイスケ 新潮社 

2859.  海の愛撫 阿部知二 新潮社 

2860.  本格派の系譜（Ⅰ） 横溝正史 立風書房 

2861.  本格派の系譜（Ⅱ） 角田喜久雄 立風書房 

2862.  ロマン派の饗宴 城昌幸 立風書房 

2863.  社会派の展開 松本清張 立風書房 

2864.  眼球譚 オーシュ卿 奢灞都館 

2865.  風又三郎 宮沢賢治 羽田書店 

2866.  まけるなピンケロ 松山善三・すずのとし PHP 

2867.  近代日本児童文学史研究 鳥越信 おうふう 

2868.  日本児童文学概論 日本児童文学学会 東京書籍 

2869.  エミリアンの旅 豊島与志雄 春陽堂 

2870.  現代の児童文学 上野瞭 中公新書 

2871.  大正児童文学 野口存弥 踏青社 

2872.  ふるさと 島崎藤村 実業之日本社 

2873.  太陽と花園 秋田雨雀 精華書院 

2874.  葛西善藏全集第三巻 葛西善藏 津軽書房 

2875.  葛西善藏全集別巻 葛西善藏 津軽書房 

2876.  華麗なる生涯 竹内良夫 世界書院 

2877.  深沢七郎選集Ⅰ 深沢七郎 大和書房 

2878.  別冊新評「深沢七郎の世

界」 

<全特集> 

西野孝男 新評社 
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2879.  増補版岡本かの子論 宮内淳子 [有]イー・ディー・

アイ 

2880.  金子光晴全集第一巻 金子光晴 中央公論社 

2881.  金子光晴全集第一巻 金子光晴 中央公論社 

2882.  金子光晴全集第二巻 金子光晴 中央公論社 

2883.  金子光晴全集第三巻 金子光晴 中央公論社 

2884.  金子光晴全集第四巻 金子光晴 中央公論社 

2885.  金子光晴全集第五巻 金子光晴 中央公論社 

2886.  金子光晴全集第六巻 金子光晴 中央公論社 

2887.  金子光晴全集第八巻 金子光晴 中央公論社 

2888.  金子光晴全集第九巻 金子光晴 中央公論社 

2889.  金子光晴全集第十巻 金子光晴 中央公論社 

2890.  金子光晴全集第十一巻 金子光晴 中央公論社 

2891.  金子光晴全集第十二巻 金子光晴 中央公論社 

2892.  金子光晴全集第十三巻 金子光晴 中央公論社 

2893.  金子光晴全集第十四巻 金子光晴 中央公論社 

2894.  金子光晴全集第十五巻 金子光晴 中央公論社 

2895.  別冊新評「花田清輝の世

界」 

<全特集> 

齋藤節郎 新評社 

2896.  わが荷風 野口富士男 集英社 

2897.  筒井康隆読本 西脇彰人 創現社 

2898.  金井美恵子全短編Ⅱ 兵頭武郎 日本文芸社 

2899.  金井美恵子全短編Ⅲ 兵頭武郎 日本文芸社 

2900.  評伝中上健次 高澤秀次 集英社 

2901.  谷崎潤一郎全集第一巻 谷崎潤一郎 中央公論社 

2902.  谷崎潤一郎全集第一巻 谷崎潤一郎 中央公論社 

2903.  谷崎潤一郎全集第三巻 谷崎潤一郎 中央公論社 

2904.  谷崎潤一郎全集第四巻 谷崎潤一郎 中央公論社 

2905.  谷崎潤一郎全集第六巻 谷崎潤一郎 中央公論社 

2906.  谷崎潤一郎全集第七巻 谷崎潤一郎 中央公論社 

2907.  谷崎潤一郎全集第十巻 谷崎潤一郎 中央公論社 

2908.  谷崎潤一郎全集第十一巻 谷崎潤一郎 中央公論社 

2909.  谷崎潤一郎全集第十三巻 谷崎潤一郎 中央公論社 

2910.  谷崎潤一郎全集第十五巻 谷崎潤一郎 中央公論社 

2911.  谷崎潤一郎全集第十八巻 谷崎潤一郎 中央公論社 

2912.  谷崎潤一郎全集第十九巻 谷崎潤一郎 中央公論社 

2913.  谷崎潤一郎全集第十九巻 谷崎潤一郎 中央公論社 
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2914.  谷崎潤一郎全集第二十三

巻 

谷崎潤一郎 中央公論社 

2915.  谷崎潤一郎全集二十八巻 谷崎潤一郎 中央公論社 

2916.  中野重治 連続する転向 林淑美 八木書店 

2917.  対照読解 芥川龍之介<こ

とば>の仕組み 

菊池弘・田中実 倉丘書林 

2918.  芥川龍之介－表現と現在

－ 

菊池弘 明治書院 

2919.  芥川龍之介 新文芸読本 河出書房新社 

2920.  芥川龍之介作品研究 駒尺喜美 八木書店 

2921.  思想的査証 梶木剛 国文社 

2922.  批評と研究 芥川龍之介 文学批評の会 芳賀書店 

2923.  芥川龍之介 森本修 桜楓社 

2924.  芥川龍之介 大里恭三郎 審美社 

2925.  谷川雁論 中森美方 七月堂 

2926.  谷崎潤一郎 文芸読本 河出書房新社 

2927.  別冊新評「野坂昭如の世

界」 

<全特集> 

西野孝男 新評社 

2928.  山川方夫論 金子昌夫 冬樹社 

2929.  北川冬彦の世界 桜井勝美 宝文館 

2930.  中島敦全集第一巻 中島敦 筑摩書房 

2931.  中島敦全集第二巻 中島敦 筑摩書房 

2932.  中島敦全集第三巻 中島敦 筑摩書房 

2933.  草野心平研究序説 深澤忠孝 教育出版センター 

2934.  定本 北條民雄 下巻 北條民雄 東京創元社 

2935.  大江健三郎の世界 松原新一 講談社 

2936.  こんな日本に誰がした 

戦後民主主義の代表者・

大江健三郎への告発状 

谷沢永一 クレスト社 

2937.  大江健三郎全作品１ 大江健三郎 新潮社 

2938.  大江健三郎全作品２ 大江健三郎 新潮社 

2939.  大江健三郎全作品３ 大江健三郎 新潮社 

2940.  大江健三郎全作品４ 大江健三郎 新潮社 

2941.  大江健三郎全作品５ 大江健三郎 新潮社 

2942.  大江健三郎全作品６ 大江健三郎 新潮社 

2943.  大江健三郎論 蓮實重彦 青土社 

2944.  無思想の思想 大宅壮一 文芸春秋 

2945.  川端康成 文芸読本 河出書房新社 
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2946.  川端康成－後姿への独白

－ 

岩田光子 ゆまに書房 

2947.  川端康成の旅愁 

文学散歩 12 ヵ月 

巌谷大四 日本交通公社 

2948.  定本 坂口安吾全集第一

巻 

坂口安吾 冬樹社 

2949.  定本 坂口安吾全集第二

巻 

坂口安吾 冬樹社 

2950.  定本 坂口安吾全集第三

巻 

坂口安吾 冬樹社 

2951.  定本 坂口安吾全集第四

巻 

坂口安吾 冬樹社 

2952.  定本 坂口安吾全集第五

巻 

坂口安吾 冬樹社 

2953.  定本 坂口安吾全集第六

巻 

坂口安吾 冬樹社 

2954.  定本 坂口安吾全集第七

巻 

坂口安吾 冬樹社 

2955.  定本 坂口安吾全集第八

巻 

坂口安吾 冬樹社 

2956.  定本 坂口安吾全集第九

巻 

坂口安吾 冬樹社 

2957.  定本 坂口安吾全集第十

巻 

坂口安吾 冬樹社 

2958.  定本 坂口安吾全集第十

一巻 

坂口安吾 冬樹社 

2959.  定本 坂口安吾全集第十

二巻 

坂口安吾 冬樹社 

2960.  定本 坂口安吾全集第十

三巻 

坂口安吾 冬樹社 

2961.  坂口安吾と中上健次 柄谷行人 太田出版 

2962.  坂口安吾研究Ⅰ 関井光男 冬樹社 

2963.  坂口安吾研究Ⅱ 関井光男 冬樹社 

2964.  坂口安吾文がたみ 

反逆と愛情 

小野竜太郎 宝文館 

2965.  坂口安吾の旅 若月忠信 春秋社 

2966.  坂口安吾の世界 関井光男 冬樹社 

2967.  坂口安吾論 兵藤正之助 冬樹社 

2968.  坂口安吾研究 森安理文・高野良知 南窓社 
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2969.  坂口安吾論集① 越境す

る安吾 

坂口安吾研究会 ゆまに書房 

2970.  坂口安吾研究講座Ⅰ 久保田芳太郎・矢島道弘 三弥井書店 

2971.  坂口安吾研究講座Ⅱ 久保田芳太郎・矢島道弘 三弥井書店 

2972.  坂口安吾研究講座Ⅲ 久保田芳太郎・矢島道弘 三弥井書店 

2973.  <人と文学シリーズ>現代

日本文学アルバム 夏目

漱石 

桜田満（編） 学習研究社 

2974.  川崎長太郎抄 保昌正夫 港の人 

2975.  作家の世界 辻邦生 菅野昭正 番町書房 

2976.  <人と文学シリーズ>現代

日本文学アルバム 林 

芙美子 

桜田満（編） 学習研究社 

2977.  萩原朔太郎全集第一巻 萩原朔太郎 新潮社 

2978.  萩原朔太郎全集第二巻 萩原朔太郎 新潮社 

2979.  萩原朔太郎全集第四巻 萩原朔太郎 新潮社 

2980.  入門テキスト萩原朔太郎 嶋岡晨（編） 飯塚書店 

2981.  《復讐》の文学 

－萩原朔太郎研究－ 

嶋岡晨 武蔵野書院 

2982.  萩原朔太郎・人と作品 福田清人／飯島 文（編） 清水書院 

2983.  萩原朔太郎 文芸読本 河出書房新社 

2984.  萩原朔太郎研究 那珂太郎（編） 青土社 

2985.  萩原朔太郎 新文芸読本 河出書房新社 

2986.  萩原朔太郎Ⅰ浪曼的に 伊藤信吉 北洋社 

2987.  萩原朔太郎Ⅱ虚無的に 伊藤信吉 北洋社 

2988.  牧野信一全集第一巻 牧野信一 人文書院 

2989.  牧野信一全集第二巻 牧野信一 人文書院 

2990.  牧野信一全集第三巻 牧野信一 人文書院 

2991.  牧野信一全集第一巻 牧野信一 人文書院 

2992.  牧野信一全集第三巻 牧野信一 人文書院 

2993.  泉鏡花 呪詞の形象 真有澄香 鼎書房 

2994.  倉橋由美子全作品１ 倉橋由美子 新潮社 

2995.  倉橋由美子全作品２ 倉橋由美子 新潮社 

2996.  倉橋由美子全作品５ 倉橋由美子 新潮社 

2997.  倉橋由美子全作品７ 倉橋由美子 新潮社 

2998.  歴史読本 特集百人一首

の世界 

 新人物往来社 

2999.  古典和歌論叢 犬養廉（編） 明治書院 

3000.  終焉からの問い 小笠原賢二 ながらみ書房 
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3001.  和歌文学講座第 6 巻 

王朝の歌人 

和歌文学会 桜楓社 

3002.  日本の詩第 13 巻 

萩原恭次郎・小野十三郎

集 

秋山清（編） 集英社 

3003.  日本の詩第 18 巻 

安西冬衛・高橋新吉・北

川冬彦集 

小海永二 清水康雄 

伊藤信吉（編） 

集英社 

3004.  万葉の世界 高木博 桜楓社 

3005.  萬葉集 本文篇 佐竹昭広 木下正俊  

小島憲之 

塙書房 

3006.  古代詩 万葉とその周辺 川上富吉（編） 東京堂出版 

3007.  ものがたりせよとひとの

いう 

未々月音子 北冬舎 

3008.  詩的リズム－音数律に関

するノート 

菅谷規矩雄 大和書房 

3009.  はせを 菊山当年男 寶雲舎 

3010.  吟遊双書① 詩的磁場を

求めて 

鶴岡善久 JCA 出版 

3011.  太平洋戦争下の詩と思想 鶴岡善久 昭森社 

3012.  昭和詩史への試み 

表現への架橋 

馬渡憲三郎 朝文社 

3013.  現代詩の研究 馬渡憲三郎（編） 南窓社 

3014.  現代詩の研究 福岡益雄（編） 河野成光館 

3015.  詩集 死の淵より 高見順 講談社 

3016.  荘厳なる詩祭 

死を賭けた青春の群像 

松永伍一 田畑書店 

3017.  農民詩紀行  

昭和史に刻む情念と行動

松永伍一 日本放送出版協会 

3018.  詩人石川善助  

そのロマンの系譜 

藤 一也 萬葉堂出版 

3019.  日本の詩 101 年 1890～

1990 

坂本忠雄（編） 新潮社 

3020.  発禁詩集 小寺謙吉 西澤書店 

3021.  作品で読む現代詩史 澤 正宏 和田博文（編） 白地社 

3022.  現代詩講座 第三巻 百田宗治（編） 金星堂 

3023.  恩地孝四郎詩集 賀來壽一 六興出版 

3024.  現代詩集  

現代日本文學全集 89 

河井酔茗 筑摩書房 
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3025.  逸見猶吉ノオト 菊地康雄 思潮社 

3026.  近代詩の形態と成立 関 良一 教育出版センター 

3027.  長い夜のために 土倉ヒロ子 みとす社出版部 

3028.  ポエジーの挑戦 

－昭和詩論史ノート 

嶋岡晨 白地社 

3029.  石川善助詩集 石川善助 原 尚進堂 

3030.  句集 返信 飛高隆夫 東峰書房 

3031.  近代の詩精神 飛高隆夫 翰林書房 

3032.  腐敗性物質 田村隆一自

撰詩集 

田村隆一 立風書房 

3033.  日本の詩歌 12 木下杢太郎 目夏耿之介

野口米次郎 西脇順三郎

中央公論社 

3034.  日本の詩歌 17 堀口大学 西条八十 

村山槐多 尾崎喜八 

中央公論社 

3035.  日本の詩歌 20 中野重治 小野十三郎 

高橋新吉 山之口 貘 

中央公論社 

3036.  日本の詩歌 29 短歌集 中央公論社 

3037.  昭和詩人論 日本現代詩研究者国際ネ

ットワーク（編） 

有精堂 

3038.  近代詩 日本文学研究資料刊行会 有精堂 

3039.  異界の冒険者たち 平居謙 朝文社 

3040.  全詩集大成 

現代日本詩人全集 8 

金子光晴 創元社 

3041.  全詩集大成 

現代日本詩人全集 8 

金子光晴 創元社 

3042.  全詩集大成 

現代日本詩人全集 11 

三好達治 創元社 

3043.  全詩集大成 

現代日本詩人全集 12 

草野心平 創元社 

3044.  井上光晴詩集 井上光晴 思潮社 

3045.  海潮音 上田敏 冬至書房新社 

3046.  『海潮音』原詩集 安田保雄（編） 冬至書房新社 

3047.  やわらかい石 鈴野十志 三秀社 

3048.  サカムケの指に赤チンを

ぬる栄華にまさる楽しさ

嵩文彦 青磁社 

3049.  詩集 色ガラスの街 尾形亀之助 惠風館 

3050.  日本現代詩大系第一巻 山宮允（編） 河出書房新社 

3051.  日本現代詩大系第二巻 目夏耿之介（編） 河出書房新社 

3052.  日本現代詩大系第三巻 目夏耿之介（編） 河出書房新社 
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3053.  日本現代詩大系第四巻 矢野峰人（編） 河出書房新社 

3054.  日本現代詩大系第五巻 矢野峰人（編） 河出書房新社 

3055.  日本現代詩大系第六巻 三好達治（編） 河出書房新社 

3056.  日本現代詩大系第七巻 矢野峰人（編） 河出書房新社 

3057.  日本現代詩大系第八巻 中野重治（編） 河出書房新社 

3058.  日本現代詩大系第九巻 三好達治（編） 河出書房新社 

3059.  日本現代詩大系第十巻 中野重治（編） 河出書房新社 

3060.  日本現代詩大系第十一巻 大岡信（編） 河出書房新社 

3061.  日本現代詩大系第十二巻 大岡信（編） 河出書房新社 

3062.  明治大正昭和詩人選抄南

有集 

月原橙一郎（編） 永田書房 

3063.  言葉なき歌 中原中也論 中村稔 角川書店 

3064.  方法としての詩歌 佐藤泰正（編） 笠間書院 

3065.  詩人秋山清の孤独 岡田孝一 土曜美術社出版販

売(株) 

3066.  太陽は東からあがる 草野心平 彌生書房 

3067.  モダニズム詩の時代 中野嘉一 宝文館 

3068.  太宰治論 充溢と欠如 鶴谷憲三 有精堂 

3069.  太宰治 相馬正一 津軽書房 

3070.  太宰治と罪の問題 菊田義孝 審美社 

3071.  太宰治 心の王者 渡部芳紀 洋々社 

3072.  転形期の太宰治 山崎正純 洋々社 

3073.  太宰治論 佐々木啓一 和泉書院 

3074.  批評と研究 太宰治 伊藤整 芳賀書店 

3075.  太宰治 新文芸読本 河出書房 

3076.  太宰治 文芸読本 河出書房 

3077.  太宰治おぼえがき 山岸外史 審美社 

3078.  宮沢賢治 FOR BENGINNERS シリー

ズ 

現代書館 

3079.  宮沢賢治 近代と反近代 宮沢賢治 洋々社 

3080.  人と作品 宮沢賢治 福田清人 清水書院 

3081.  宮沢賢治 新文芸読本 河出書房 

3082.  宮沢賢治入門 分銅惇作・栗原敦 筑摩書房 

3083.  宮沢賢治 名作の旅 渡部芳紀 國文學 解釈と鑑

賞 別冊 

3084.  新修 宮沢賢治全集 別

巻 

草野心平 筑摩書房 

3085.  宮沢賢治 明滅する春と

修羅 

杉浦靜 蒼丘書林 
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3086.  宮沢賢治〈力〉の構造 安藤恭子 朝文社 

3087.  宮沢賢治 文芸読本 河出書房 

3088.  宮沢賢治絵画館 天沢退二郎 賢治・啄木誕生祭

岩手‘96 実行委員会

3089.  人と文学シリーズ 太宰

治 

桜田満 学習研究社 

3090.  江藤淳著作集１漱石論 江藤淳 講談社 

3091.  江藤淳著作集２作家論集 江藤淳 講談社 

3092.  江藤淳著作集３小林秀雄 江藤淳 講談社 

3093.  江藤淳著作集４西洋につ

いて 

江藤淳 講談社 

3094.  江藤淳著作集５作家は行

動する その他 

江藤淳 講談社 

3095.  江藤淳著作集６政治・歴

史・文化 

江藤淳 講談社 

3096.  作家の世界 安部公房 佐々木基一 番町書房 

3097.  安部公房全作品１ 安部公房全作品 新潮社 

3098.  安部公房全作品２ 安部公房全作品 新潮社 
3099.  安部公房全作品５ 安部公房全作品 新潮社 
3100.  安部公房全作品６ 安部公房全作品 新潮社 
3101.  安部公房全作品８ 安部公房全作品 新潮社 
3102.  安部公房全作品 10 安部公房全作品 新潮社 
3103.  澁澤龍彦 新文芸読本 河出書房 

3104.  高橋元吉の人間 東宮七男・関俊治・梁瀬

和男 

煥乎堂 

3105.  高橋和巳全集第一巻 高橋和巳 河出書房 

3106.  高橋和巳全集第二巻 高橋和巳 河出書房 

3107.  高橋和巳全集第三巻 高橋和巳 河出書房 

3108.  高橋和巳全集第四巻 高橋和巳 河出書房 

3109.  高橋和巳全集第五巻 高橋和巳 河出書房 

3110.  高橋和巳全集第六巻 高橋和巳 河出書房 

3111.  高橋和巳全集第七巻 高橋和巳 河出書房 

3112.  高橋和巳全集第八巻 高橋和巳 河出書房 

3113.  高橋和巳全集第九巻 高橋和巳 河出書房 

3114.  高橋和巳全集第十巻 高橋和巳 河出書房 

3115.  高橋和巳全集第十一巻 高橋和巳 河出書房 

3116.  高橋和巳全集第十二巻 高橋和巳 河出書房 

3117.  高橋和巳全集第十三巻 高橋和巳 河出書房 

3118.  高橋和巳全集第十四巻 高橋和巳 河出書房 
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3119.  高橋和巳全集第十五巻 高橋和巳 河出書房 

3120.  高橋和巳全集第十六巻 高橋和巳 河出書房 

3121.  高橋和巳全集第十七巻 高橋和巳 河出書房 

3122.  高橋和巳全集第十八巻 高橋和巳 河出書房 

3123.  高橋和巳全集第十九巻 高橋和巳 河出書房 

3124.  高橋和巳全集第二十巻 高橋和巳 河出書房 

3125.  高橋和巳の世界 立石伯 講談社 

3126.  高橋和巳の青春とその時

代 
小松左京 構想社 

3127.  高橋和巳 文芸読本 河出書房 

3128.  高橋和巳の思い出 高橋たか子 構想社 

3129.  原民喜全集１ 原民喜 芳賀書店 

3130.  原民喜全集２ 原民喜 芳賀書店 
3131.  原民喜全集３ 原民喜 芳賀書店 
3132.  瀧井孝作書誌 津田亮一 中央公論 

3133.  村上春樹 ―OFF の感覚

― 

今井清人 星雲社 

3134.  村上春樹 村上龍 青銅社 

3135.  ハルキの國の人々 高橋丁未子 CBS ソニー出版 

3136.  乱歩の世界 江戸川乱歩展実行委員会 モリモト 

3137.  キネマ 浅草コスモス座

乱歩 

高橋康雄 北宋社 

3138.  われらは乱歩探偵団 小野孝二 勉誠社 

3139.  回想の江戸川乱歩 小林信彦 メタローグ 

3140.  江戸川乱歩 新文芸読本 河出書房 

3141.  江戸川乱歩アルバム 平井隆太郎 河出書房 

3142.  乱歩文献データブック 平井隆太郎・中島河太郎 名張市立図書館 

3143.  寺田透評唱 現代詩手帖 思潮社 

3144.  宮沢賢治の見た心象 板谷栄城 NHK ブックス 

3145.  真山青果 田辺明雄 北洋社 

3146.  安岡章太郎の世界 別冊新評 新評社 

3147.  横光利一全集 第一巻 横光利一 河出書房 

3148.  横光利一全集 第二巻 横光利一 河出書房 

3149.  横光利一全集 第七巻 横光利一 河出書房 

3150.  横光利一論 神谷忠孝 双文社 

3151.  横光利一の表現世界 茂木雅夫 勉誠社 

3152.  横光利一 岩上順一 三笠書房 

3153.  横光利一の軌跡 梶木剛 国文社 
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3154.  横光利一 文芸読本 河出書房 

3155.  横光利一 文芸 文芸 

3156.  横光利一全集月報集成 保昌正夫 河出書房 

3157.  横光利一全集随伴記 保昌正夫 武蔵野書房 

3158.  横光利一 菊池寛・川端

康成の周辺 
保昌正夫 笠間書院 

3159.  横光利一とその周辺 保昌正夫 蓬萊屋 

3160.  吉本隆明全著作集７ 吉本隆明 勁草書房 

3161.  吉本隆明全著作集 12 吉本隆明 勁草書房 

3162.  102 年目の吉田一穂 江古田文学 江古田文学 

3163.  芥川龍之介Ⅰ 吉田精一 桜楓社 

3164.  芥川龍之介Ⅱ 吉田精一 桜楓社 
3165.  明治の文芸評論 吉田精一 桜楓社 
3166.  鴎外と漱石 吉田精一 桜楓社 
3167.  永井荷風 吉田精一 桜楓社 
3168.  島崎藤村 吉田精一 桜楓社 
3169.  自然主義研究 吉田精一 桜楓社 
3170.  花袋・秋声 吉田精一 桜楓社 
3171.  浪漫主義研究 吉田精一 桜楓社 
3172.  耽美派作家論 吉田精一 桜楓社 
3173.  近代文学の諸相 吉田精一 桜楓社 
3174.  近代詩Ⅰ 吉田精一 桜楓社 
3175.  近代詩Ⅱ 吉田精一 桜楓社 
3176.  日本近代詩鑑賞上 吉田精一 桜楓社 
3177.  日本近代詩鑑賞下 吉田精一 桜楓社 
3178.  鑑賞と批評 吉田精一 桜楓社 
3179.  日本文学の理論 吉田精一 桜楓社 
3180.  日本文学史 吉田精一 桜楓社 
3181.  明治大正文学史 吉田精一 桜楓社 
3182.  現代日本文学史 吉田精一 桜楓社 
3183.  現代日本文学史 吉田精一 桜楓社 
3184.  日本文学の世界性 吉田精一 桜楓社 
3185.  文学概論 吉田精一 桜楓社 
3186.  随筆の世界 吉田精一 桜楓社 
3187.  随想 吉田精一 桜楓社 
3188.  小熊秀雄研究 小田切秀雄・木島始 創樹社 

3189.  宇野浩二論 澁川驍 精興社 

3190.  現代作家入門叢書 埴谷 白川正芳 冬樹社 
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雄高 

3191.  埴谷雄高論 白川正芳 豊島書房 

3192.  埴谷雄高論 森川達也 審美社 

3193.  作家の世界 埴谷雄高 秋山駿 番町書房 

3194.  石川淳選集 第一巻 石川淳 岩波書店 

3195.  石川淳選集 第三巻 石川淳 岩波書店 

3196.  石川淳選集 第五巻 石川淳 岩波書店 

3197.  石川淳選集 第八巻 石川淳 岩波書店 

3198.  石川淳選集 第九巻 石川淳 岩波書店 

3199.  石川淳選集 第十巻 石川淳 岩波書店 

3200.  石川淳選集 第十一巻 石川淳 岩波書店 

3201.  石川淳選集 第十二巻 石川淳 岩波書店 

3202.  石川淳選集 第十三巻 石川淳 岩波書店 

3203.  石川淳選集 第十四巻 石川淳 岩波書店 

3204.  石川淳選集 第十五巻 石川淳 岩波書店 

3205.  石川淳選集 第十六巻 石川淳 岩波書店 

3206.  石川淳選集 第十七巻 石川淳 岩波書店 

3207.  石川淳研究 森安理文・本田典國 三弥井書店 

3208.  吉行淳之介全集１ 吉行淳之介 講談社 

3209.  吉行淳之介全集３ 吉行淳之介 講談社 

3210.  吉行淳之介全集４ 吉行淳之介 講談社 

3211.  吉行淳之介全集５ 吉行淳之介 講談社 

3212.  吉行淳之介全集６ 吉行淳之介 講談社 

3213.  吉行淳之介全集８ 吉行淳之介 講談社 

3214.  吉行淳之介の研究 山本容朗 実業之日本社 

3215.  詩とダダと私と 吉行淳之介 作品社 

3216.  詩とダダと私と 吉行淳之介 作品社 

3217.  三島由紀夫 研究年表 安藤武 西田書店 

3218.  三島由紀夫 新文芸読本 河出書房 

3219.  三島由紀夫 新文芸読本 河出書房 

3220.  三島由紀夫 長谷川泉 至文堂 

3221.  批判と研究 三島由紀夫 白川正芳 芳賀書店 

3222.  小林秀雄 文芸読本 河出書房 

3223.  論集 小林秀雄Ⅰ 大岡昇平 麥書房 

3224.  小島輝正ノート 中尾務 浮游社 

3225.  菊池寛を読む 日高昭二 岩波書店 

3226.  田村俊子 瀬戸内晴美 文芸春秋 

3227.  田村俊子の世界 山崎真紀子 彩流社 
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3228.  多田不二著作集 詩篇 多田不二 潮流社 

3229.  多田不二著作集 児童文

学・評論集 

多田不二 潮流社 

3230.  梶井基次郎 文芸読本 河出書房 

3231.  幻の作家・梶井基次郎―

虚無の面 

藤塚紫野 椿書院 

3232.  梶井基次郎研究 須藤松雄 明治書院 

3233.  井伏鱒二 宿縁の文学 松本武夫 武蔵野書房 

3234.  井伏鱒二「宿縁」への眼

差 
松本武夫 東京堂出版 

3235.  井伏鱒二〈講演と対談〉 熊谷孝 鳩の森書房 

3236.  井伏鱒二自選全集 第一

巻 
井伏鱒二 新潮社 

3237.  井伏鱒二自選全集 第二

巻 
井伏鱒二 新潮社 

3238.  井伏鱒二自選全集 第三

巻 
井伏鱒二 新潮社 

3239.  井伏鱒二自選全集 第四

巻 
井伏鱒二 新潮社 

3240.  井伏鱒二自選全集 第五

巻 
井伏鱒二 新潮社 

3241.  井伏鱒二自選全集 第六

巻 
井伏鱒二 新潮社 

3242.  井伏鱒二自選全集 第八

巻 
井伏鱒二 新潮社 

3243.  井伏鱒二自選全集 第十

巻 
井伏鱒二 新潮社 

3244.  井伏鱒二の世界 涌田佑 集英社 

3245.  梶山季之の世界 別冊新評 新評社 

3246.  都築道夫の世界 別冊新評 新評社 

3247.  高橋たか子論 須浪敏子 桜楓社 

3248.  現代作家の世界３ 堀辰

雄 

池内輝雄 文泉堂 

3249.  堀辰雄と昭和文学 竹内清己 三弥井書店 

3250.  井伏鱒二・深沢七郎 日本文学研究資料刊行会 有精堂 

3251.  中原中也 大岡昇平 角川書店 

3252.  中原中也全集１ 中原中也 角川書店 

3253.  中原中也全集２ 中原中也 角川書店 

3254.  中原中也全集３ 中原中也 角川書店 
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3255.  中原中也全集４ 中原中也 角川書店 

3256.  中原中也全集５ 中原中也 角川書店 

3257.  中原中也全集 別巻 中原中也 角川書店 

3258.  北原白秋 その青春と風

土 

松永伍一 NHK ブックス 

3259.  追憶の野村英夫 猿渡重達 教育出版センター 

3260.  葛西善蔵全集 第一巻 葛西善蔵 津軽書房 

3261.  葛西善蔵全集 第二巻 葛西善蔵 津軽書房 

3262.  論より証拠 

谷沢永一の読書術 

谷沢永一 潮出版社 

3263.  みだれ撃ち瀆書ノート 筒井康隆 集英社 

3264.  日本語雑学百科 久世善男 新人物往来社 

3265.  乗らない・乗る・乗れば 北 杜夫 編 新潮社 

3266.  平家物語 上 水原 一 校注 新潮社 

3267.  現代人の思想 2 実存と

虚無 

白井健三郎 編集・解説 平凡社 

3268.  現代人の思想 6 美の冒

険 
高階秀爾 編集・解説 平凡社 

3269.  現代人の思想 14 伝統と

現代 
篠田一士 編集・解説 平凡社 

3270.  戦後文学の思想 高橋和巳 編集 筑摩書房 

3271.  中国の文化心理構造 

現代中国を解く鍵 

李沢厚 著 

坂元ひろ子・佐藤豊・砂

山幸雄 訳 

平凡社 

3272.  アナーキズム 松田道雄 編集 筑摩書房 

3273.  日本精神研究 大川周明 明治書房 

3274.  ポストモダニズムの幻想 テリー・イーグルトン

著／森田典正 訳 

大月書店 

3275.  差異について ジル・ドゥルーズ 著 

平井啓之 訳 

青土社 

3276.  蠟燭の焰 ガストン・バシュラール

著／渋沢孝輔 訳 

現代思潮社 

3277.  逆光の西欧 片岡啓治 白馬書房 

3278.  キルケゴール 人と思想 工藤綏夫 清水書院 

3279.  不安 大原健士郎 編 至文堂 

3280.  生きることへの懐疑 芥川龍之介 大和書房 

3281.  虚無思想研究 上 大沢正道 蝸牛社 

3282.  虚無思想研究 下 大沢正道 蝸牛社 

3283.  プラス思考のすすめ 和泉宗章 海竜社 
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3284.  鈴木大拙坐談集 第一巻 古田紹欽 読売新聞社 

3285.  大正 大震災大火災 大日本雄弁辯・ 

講談社 編 

大日本雄弁辯・ 

講談社 

3286.  左利きは危険がいっぱい スタンレー・コレン 著

石山鈴子 訳 

文藝春秋 

3287.  牧野 昇の 

近未来 超イメージ館 

牧野 昇 徳間書店 

3288.  からだを活性化する本 

髪・ぢ・ガン・セックス

後藤幸正 光文社 

3289.  ひき裂かれた自己 Ｒ・Ｄ・レイン 著 

阪本健二・志貴春彦・ 

笠原 嘉 訳 

みすず書房 

3290.  ベジタリアンの文化誌 

食べること・生きること

鶴田静 晶文社 

3291.  食いものの恨み 島田雅彦 講談社 

3292.  東京の湧水 

水を訪ねる小さな旅 

平松純宏 のんぶる社 

3293.  ボン書店の幻 

モダニズム出版社の光と

影 

内堀弘 白地社 

3294.  格闘技としての同時代論

争 

外国人横綱から自由主義

まで 

松原隆一郎 勁草書房 

3295.  あぶくだま遊戯 谷沢永一 文藝春秋 

3296.  大東亜秩序建設 大川周明 第一書房 

3297.  死との対話 佐藤幸治 編 至文堂 

3298.  人間疎外 松浪幸三郎 編 至文堂 

3299.  日本思想の構造 勝部真長 編 至文堂 

3300.  モラルの動揺 勝部真長 編 至文堂 

3301.  革命とユートピア 

エリート18人の思想批判

北川透・石堂淑朗・小川

徹・今野勉・水木薫・出

口祐弘・内田栄一・曽根

義忠・森秀人・村上一郎・

岡庭昇・天沢退二郎 な

ど編 

芳賀書店 

3302.  大正デモクラシーの思想

水脈 

太田哲男 同時代社 

3303.  哲学入門 哲学の根本問 田邊 元 筑摩書房 
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題 

3304.  近代史の教え方 関 良一 右文書院 

3305.  日本留学 1000 日 

北京っ娘の東京体験 

小草 著 

池上貞子・守屋宏則・訳

東方書店 

3306.  幻の民トゥパリ フランツ・カスパール著

大貫良夫・照島君子 訳

集英社 

3307.  初期歌謡論 吉本隆明 河出書房新社 

3308.  野口雨情 詩と民謡の旅 東 道人 踏青社 

3309.  民話の世界 松谷みよ子 講談社現代新書 

3310.  奥三河の昔話伝承 竹尾利夫 武蔵野書院 

3311.  幻獣辞典 ホルヘ・ルイス・ボルヘ

ス 著／柳瀬尚紀 訳 

晶文社 

3312.  東西不思議物語 澁澤龍彦 毎日新聞 

3313.  透きとおった悪 ジャン・ボードリヤール

著／塚原史 訳 

紀伊國書店 

3314.  風俗史から見た 一九二

〇年代 狂気と不安の時

代 

青木英夫 源流社 

3315.  韓国の素顔 朝日新聞韓国取材班 朝日新聞社 

3316.  解体ユーゴスラビア 山崎佳代子 朝日新聞社 

3317.  今、アメリカは 斉藤真・大西直樹 編著 南雲堂 

3318.  異文化のはざまで 

英語と日本人の周辺 

中津燎子 朝日新聞社 

3319.  「縮み」志向の日本人 李 御寧 学生社 

3320.  好奇心と日本人 鶴見和子 講談社現代新書 

3321.  高畠素之 

日本の国家社会主義 

田中真人 現代評論社 

3322.  反逆の信條 秋山清 北冬書房 

3323.  大正デモクラシーの死の

中で 

竹森一男 時事通信社 

3324.  社会心理学ショート・シ

ョート 

実験でとく心の謎 

岡本浩一 新曜社 

3325.  サンダカン八番娼館 

底辺女性史序章 

山崎朋子 筑摩書房 

3326.  フェミニズム論争 

70 年代から 90 年代へ 

江原由美子 勁草書房 

3327.  機械仕掛のエロス 澁澤龍彦 青土社 

3328.  創 コミックの表現をめ 篠田博之 編集 創出版 
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ぐる大激論 

3329.  都市のロビンソン・クル

ーソー 

漂着の思想 

望月照彦 新曜社 

3330.  中国人の都市と空間 伊原 弘 原書房 

3331.  差別表現を考える 日本ペンクラブ 光文社 

3332.  初仕事は“安楽殺”だっ

た 

塩月正雄 光文社 

3333.  唯物辨證法讀本 大森義太郎 中央公論社 

3334.  アナキスト群像 Ｉ・Ｌ・ホロヴィツ 編

今村五月・江川允通・大

沢正道 訳 

批評社 

3335.  アナキスト ジェームズ・ジョル 著

萩原延壽・野水瑞穂 訳

岩波書店 

3336.  佐藤美紀雄のマンション

ずばり採点 

佐藤美紀雄 耕文社 

3337.  日本人とアジア 戴國煇 新人物往来社 

3338.  日本のテレビ文化 

メディア・ライフの社会

史 

北村日出夫 

中野 収 

有斐閣 

3339.  値段の明治/大正/昭和風

俗史 

週刊朝日 編 朝日新聞社 

3340.  証言 中国・台湾・沖縄 鈴木 明 光風社書店 

3341.  幻視のなかの政治 埴谷雄高 未来社 

3342.  「アメリカニズム」の終

焉 

シヴィック・リベラリズ

ム精神の再発見へ 

佐伯啓思 TBS ブリタニカ 

3343.  歴史の証言 大久保傳蔵 サンケイ新聞社出

版局 

3344.  支那小史 黄河の水 鳥山喜一 刀江書院 

3345.  上海 モダンの伝説 森田靖郎 JICC 出版局 

3346.  大学力を創る： 

ＦＤハンドブック 

財団法人 大学セミナ

ー・ハウス 編 

東信局 

3347.  上海読本 枝川公一 西北社 

3348.  魔都上海 

日本知識人の「近代」体

験 

劉 建輝 講談社選書メチエ 

3349.  上海人物誌 日本上海史研究会 編 東方書店 
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3350.  上海 魔都 100 年の興亡 ハリエット・サージェン

ト 著／浅沼昭子 訳 

新潮社 

3351.  台湾 昔と今 松村源太郎 時事通信社 

3352.  台湾の表情 東南アジア研究会 

細野昭雄（代表） 

古今書院 

3353.  台湾に革命が起きる日 鈴木 明 リクルート出版 

3354.  台湾終戦秘史 富沢 繁 いずみ出版 

3355.  霧社事件 台湾高砂族の

蜂起 

中川浩一・和歌森民男

編 

三省堂 

3356.  台湾処分と日本人 林 景明 林景明氏支援の会 

3357.  霧社緋桜の狂い咲き 

虐殺事件生き残りの証言

ピホワリス(高永清)著 

加藤 実 編訳 

教文館 

3358.  萬里の長城 植村清二 創元社 

3359.  ぶらり中国 石井英夫 産経新聞社 

3360.  上海東亜同文書院 

大旅行記録 

(社)滬友会 監修 新人物往来社 

3361.  中国 自遊自在 神部隆志 ＪＴＢ日本交通公

社出版 

3362.  再見北京 

見てきた中国の素顔 

南條純子 主婦の友社 

3363.  上海タイムスリップ 

元｢日軍俘兵｣の長江悠々

訪記 

木下博民 第三書館 

3364.  歴史と体験 林 健太郎 文藝春秋 

3365.  街道をゆく 四十 司馬遼太郎 朝日新聞社 

3366.  アジア混沌紀行 立松和平 筑摩書房 

3367.  アジア菜食紀行 森枝卓士 講談社現代新書 

3368.  チャイニーズ・グラフィ

ティ 

リタ＝アエロ 著 

田島淳 訳 

東方書店 

3369.  南京の真実 ジョン・ラーべ 著 

平野卿子 訳 

講談社 

3370.  北京繁盛記 花と女と剣

と 

高木健夫 雪華社 

3371.  胡同の記憶 北京夢華録 加藤千洋 平凡社 

3372.  北京繁昌記 中野英漢 著 

中野 達 編 

東方書店 

3373.  清張通史２ 空白の世紀 松本清張 講談社 

3374.  古事記への旅 荻原浅男 日本放送出版協会 

3375.  江戸文化の変容 百川敬仁・日暮 聖・勝 平凡社 
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十八世紀日本の経験 原晴希・佐藤康宏・田尻

祐一郎・澤井啓一・土屋

恵一郎 

3376.  うわさの遠近法 松山巖 青土社 

3377.  ドキュメント昭和１ 世

界への登場 ベルサイユ

の日章旗 

ＮＨＫ“ドキュメント昭

和”取材班 

角川書店 

3378.  ドキュメント昭和２ 世

界への登場 上海共同租

界 

ＮＨＫ“ドキュメント昭

和”取材班 

角川書店 

3379.  ドキュメント昭和３ 世

界への登場 アメリカ車

上陸を阻止せよ 

ＮＨＫ“ドキュメント昭

和”取材班 

角川書店 

3380.  ドキュメント昭和４ 世

界への登場 トーキーは

世界をめざす 

ＮＨＫ“ドキュメント昭

和”取材班 

角川書店 

3381.  ドキュメント昭和５ 世

界への登場 オレンジ作

戦 

ＮＨＫ“ドキュメント昭

和”取材班 

角川書店 

3382.  ドキュメント昭和６ 世

界への登場 潰え去った

シナリオ 

ＮＨＫ“ドキュメント昭

和”取材班 

角川書店 

3383.  改造社の時代 戦前編 水島治男 図書出版社 

3384.  昭和維新試論 橋川文三 朝日新聞社 

3385.  マンガイラスト 昭和の

歴史②ファシズムへの道

原田勝正 講談社 

3386.  灰色の｢昭和｣ 昭和史覚

え書より 

黒田秀俊 學藝書林 

3387.  事件・世相・記録 昭和

史事典 

昭和史研究会 

原田勝正(代表) 

講談社 

3388.  「文藝春秋」にみる昭和

史 

第一巻 

文藝春秋 文藝春秋 

3389.  「文藝春秋」にみる昭和

史 

第二巻 

文藝春秋 文藝春秋 

3390.  昭和動乱期を語る 

一流雑誌記者の証言 

下村亮一 経済往来社 

3391.  もう一つの昭和史⑤ 牛島秀彦 毎日新聞社 
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夢の放浪者 江戸川乱歩

3392.  もう一つの昭和史① 

深層海流の男・力道山 

牛島秀彦 毎日新聞社 

3393.  ゾルゲの時代 ロベール・ギラン 著 

三保 元 訳 

中央公論社 

3394.  欲シガリマセン欲しがり

ます 

井上ひさし 編 新潮社 

3395.  図説 日本文化史大系 

１２ 大正昭和時代 

児玉幸多（代表） 小学館 

3396.  日本近代の世紀末 響庭孝男 文藝春秋 

3397.  乱歩「東京地図」 冨田 均 作品社 

3398.  「江戸」を歩く 江戸いろは会 編 JTB 日本交通公社 

3399.  別冊宝島 51 東京の正体 石井慎二 編 JICC 出版局 

3400.  銀座 松崎天民 新泉社 

3401.  大人が選ぶ 東京くつろ

ぎ散歩 

東京ランブラー 情報センター出版

局 

3402.  かながわ歴史点描 昭和書院編集室 編 昭和書院 

3403.  史跡を行く 吉田清一 編 人物往来社 

3404.  日本瞥見記 上 小泉八雲 著 

平井呈一 訳 

恒文社 

3405.  日本瞥見記 下 小泉八雲 著 

平井呈一 訳 

恒文社 

3406.  北朝鮮観光 宮塚利雄 JICC 出版局 

3407.  閔妃暗殺 

朝鮮王朝末期の国母 

角田房子 大進堂 

3408.  香港グラフィティ 小宮清 

新谷直恵 

みずうみ書房 

3409.  メコンを流れる 青柳健二 NTT 出版 

3410.  物語・日本人の占領 津野海太郎 朝日新聞社 

3411.  マニラ紀行 南の真珠 木村 毅 全國書房 

3412.  ここはインドネシア 松村光典 日本放送出版協会 

3413.  ベルリン 1918-1922 

悲劇と幻影の時代 

平井 正 せりか書房 

3414.  ベルリン 1928-1933 

破局と転換の時代 

平井 正 せりか書房 

3415.  イタリア夢幻紀行 松本 徹 邑書林 

3416.  もっと知りたい 

ユーゴスラヴィア 

柴 宜弘 編 弘文堂 

3417.  イニュニック 星野道夫 新潮社 



 123

アラスカの原野を旅する

3418.  懐かしい人たち 吉行淳之介 講談社 

3419.  歴史をさわがせた女たち

日本篇 

永井路子 文藝春秋 

3420.  作家のうらおもて 田辺茂一 編 行政通信社 

3421.  都市の常民たち 勝又 浩 勉誠社 

3422.  いかに読むか 記号とし

ての文学 

赤祖父 哲二、中村 博

保、森 常治 

中教出版社 

3423.  文学史こぼれ話 内田 保広編 大和書房 

3424.  女性文学の現在 林 浩平編 女性文化研究所 

3425.  文学の主体と現実 森本 和夫 現代思潮社 

3426.  奇想天外 鶴見 俊輔、安野 光雅、

森毅、井上 ひさし、池

内 紀編 

筑摩書房 

3427.  悪の物語 鶴見 俊輔、安野 光雅、

森毅、井上 ひさし、池

内 紀編 

筑摩書房 

3428.  シュルレアリスの発見 鶴岡 善久 湯川書房 

3429.  美味い！エッセイはこん

なふうにして書く 

女性文学会編 大和出版 

3430.  昭和批評大系 昭和１０

年代 

村松 剛、佐伯 彰一、

大久保 典夫編 

番町書房 

3431.  昭和批評大系 昭和２０

年代 

村松 剛、佐伯 彰一、

大久保 典夫編 

番町書房 

3432.  昭和批評大系 昭和３０

年代 

村松 剛、佐伯 彰一、

大久保 典夫編 

番町書房 

3433.  昭和批評大系 昭和４０

年代 

村松 剛、佐伯 彰一、

大久保 典夫編 

番町書房 

3434.  幻想文学 構造と機能 ツヴェタン・トドロフ著

渡辺 明正、三好 郁朗

訳 

朝日出版社 

3435.  現代の詩と政治 エンツェンスペルガー著

小寺昭次郎訳 

晶文社 

3436.  詩の本Ⅰ  筑摩書房 

3437.  詩の本Ⅱ  筑摩書房 

3438.  詩の本Ⅲ  筑摩書房 

3439.  詩的言語の革命 第一部

理論的前提 

J・クリステヴァ著 

原田 邦夫訳 

勁草書房 

3440.  現代劇集 獨墺篇 吉澤孔三郎 近代社世界戯曲全
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集刊行部 

3441.  現代劇集 伊太利 小川 菊松 世界戯曲全集刊行

部 

3442.  世界文学全集（３６） 近

代短篇小説集 

佐藤 義亮 新潮社 

3443.  世界の新しい文学の展望 川村二郎、清水 徹、三

輪 秀彦、菅野 昭正、

永川 玲二、丸谷 才

一、篠田 一士著 

白水社 

3444.  日本篇（短篇集） 安部 公房他著 

 

早川書房 

3445.  美しい恋の物語 安野 光雅、森毅、井上

ひさし、池内 紀編 

筑摩書房 

3446.  変身ものがたり 安野 光雅、森毅、井上

ひさし、池内 紀編 

筑摩書房 

3447.  おかしい話 安野 光雅、森毅、井上

ひさし、池内 紀編 

筑摩書房 

3448.  思いがけない話 安野 光雅、森毅、井上

ひさし、池内 紀編 

筑摩書房 

3449.  恐ろしい話 安野 光雅、森毅、井上

ひさし、池内 紀編 

筑摩書房 

3450.  賭けと人生 安野 光雅、森毅、井上

ひさし、池内 紀編 

筑摩書房 

3451.  機械のある世界 安野 光雅、森毅、井上

ひさし、池内 紀編 

筑摩書房 

3452.  動物たちの物語 安野 光雅、森毅、井上

ひさし、池内 紀編 

筑摩書房 

3453.  ことばの探偵 安野 光雅、森毅、井上

ひさし、池内 紀編 

筑摩書房 

3454.  少年少女世界の文学 1 

ギリシャ神話 イソップ

物語 

北欧神話 

福原麟太郎（訳） 

山宝    静（訳） 

河出書房 

 

3455.  少年少女世界の文学 17 

十五少年漂流記 

八十日間世界一周 

石川 湧（訳） 

江口 清（訳） 

河出書房 

新社 

3456.  少年少女世界の文学 18 

ジャン・クリストフ 

ビュスカンビーユの冒険

新庄嘉章（訳） 

安藤次男（訳） 

河出書房 
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3457.  少年少女世界の文学 22 

金星探検 深紅の帆 

袋 一平（訳） 

原 卓也（訳） 

河出書房 

3458.  少年少女世界の文学別巻

1 

動物記 

林 寿郎（訳） 

 

河出書房 

3459.  少年少女世界の文学別巻

2 

昆虫記 

大岡 信（訳） 

 

河出書房 

3460.  比較文学の諸相 福田陸太郎 大修館書店 

3461.  小泉八雲 西洋脱出の夢 平川祐弘 新潮社 

3462.  夜明け前の台湾 

植民地からの告発 

呉 濁流 社会思想社 

3463.  台湾新文学運動の展開 

日本文学との接点 

河原 功 研文出版 

3464.  3 本足の馬 

台湾現代小説選Ⅲ 

松永正義 ほか（訳） 研文出版 

3465.  牝鶏の晨 西川 満 人間の星社 

3466.  傾城の恋 張 愛玲 

池上貞子（訳） 

平凡社 

3467.  廃都 上巻 賈 平凹 

吉田富夫（訳） 

中央公論社 

3468.  遙かなる大地 史鉄生 

山口守(訳) 

宝島社 

3469.  文学の森を歩く 池内紀 筑摩書房 

3470.  わが象徴派的人生 河上徹太郎 文藝春秋 

3471.  文学テクスト入門 前田愛 筑摩書房 

3472.  直木賞事典 長谷川泉（編） 至文堂 

3473.  増補 日本浪曼派批判序

説 

橋川文三 未来社 

3474.  古事記祝詞 倉野憲司（校注） 

武田祐吉（校注） 

岩波書店 

3475.  歌論集 能楽論集 久松潜一（校注） 

西尾  實（校注） 

岩波書店 

3476.  日本書紀 上 坂本太郎（校注） 

家永三郎（校注） 

井上光貞（校注） 

大野 晋（校注） 

岩波書店 

3477.  日本書紀 下 坂本太郎（校注） 

家永三郎（校注） 

岩波書店 
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井上光貞（校注） 

大野 晋（校注） 

3478.  魚つりと鯨とりの文学 中島顕治 彩流社 

3479.  日本の古典 古典文学入

門 

川端康成（編） 河出書房新社 

3480.  文芸批評の方法  至文堂 

3481.  芥川賞事典 長谷川泉（編） 至文堂 

3482.  日本古典文学全集 1 

古事記 上代歌謡 

荻原浅男（校注・訳） 

鴻巣隼雄（校注・訳） 

小学館 

3483.  日本古典文学全集 18 

和泉式部日記 紫式部日

記 

更級日記  讃岐典侍日

記 

藤岡忠美（校注・訳） 

中野幸一（校注・訳） 

犬養 廉（校注・訳） 

石井文夫（校注・訳） 

小学館 

3484.  日本古典文学全集 27 

方丈記 徒然草 

正法眼蔵随聞記 歎異抄 

神田秀夫（校注・訳） 

永積安明（校注・訳） 

安良岡 康作（校注・訳）

小学館 

3485.  日本古典文学全集 46 

黄表紙 川柳 狂歌 

浜田義一郎（校注・訳）

鈴木勝忠（校注・訳） 

水野  稔（校注・訳） 

小学館 

3486.  日本文学研究のために 山岸徳平(編) 新典社 

3487.  日本文学研究のために 山岸徳平(編) 新典社 

3488.  東京文学百景 志村士郎 有峰書店新社 

3489.  ロマン的国文学論 塚本康彦 伝統と現代社 

3490.  感触的昭和文壇史 野口富士男 文藝春秋 

3491.  研究資料現代日本文学 

① 

小説・戯曲Ⅰ 

浅井 清・佐藤 勝・篠 弘

鳥居邦朗・松井利彦 

武川忠一・吉田凞生（編）

明治書院 

3492.  研究資料現代日本文学 

② 

小説・戯曲Ⅱ 

浅井 清・佐藤 勝・篠 弘

鳥居邦朗・松井利彦 

武川忠一・吉田凞生（編）

明治書院 

3493.  研究資料現代日本文学 

③ 

評論・論説・随想Ⅰ 

浅井 清・佐藤 勝・篠 弘

鳥居邦朗・松井利彦 

武川忠一・吉田凞生（編）

明治書院 

3494.  研究資料現代日本文学 

評論・論説・随想Ⅱ 

浅井 清・佐藤 勝・篠 弘

鳥居邦朗・松井利彦 

武川忠一・吉田凞生（編）

明治書院 

3495.  研究資料現代日本文学 

短歌 

浅井 清・佐藤 勝・篠 弘

鳥居邦朗・松井利彦 

明治書院 
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武川忠一・吉田凞生（編）

3496.  研究資料現代日本文学 

俳句 

浅井 清・佐藤 勝・篠 弘

鳥居邦朗・松井利彦 

武川忠一・吉田凞生（編）

明治書院 

3497.  研究資料現代日本文学 

詩 

浅井 清・佐藤 勝・篠 弘

鳥居邦朗・松井利彦 

武川忠一・吉田凞生（編）

明治書院 

3498.  交錯する軌跡 

注釈 昭和の短編小説 

江頭太助 赤塚正幸 

花田俊典 松本常彦（編）

双文社出版 

3499.  別冊文芸読本 日本の名

探偵 

横溝正史（編） 河出書房新社 

3500.  谷崎潤一郎－異郷往還－ 宮内淳子 国書刊行会 

3501.  坂口安吾 庄司肇 南北社 

3502.  奇蹟への回路 松本徹 勉誠社 

3503.  若い読者のための短編小

説案内 

村上春樹 文藝春秋 

3504.  詩と音楽 安川定男 文治堂書店 

3505.  作家の中の音楽 安川定男 桜楓社 

3506.  漱石の藝術 小宮豊隆 岩波書店 

3507.  自然主義の研究 上巻 吉田精一 東京堂出版 

3508.  自然主義の研究 下巻 吉田精一 東京堂出版 

3509.  鑑賞現代詩Ⅱ大正 伊藤信吉 筑摩書房 

3510.  鑑賞現代詩Ⅲ昭和 村野四郎 筑摩書房 

3511.  文学近代化の諸相 

－洋学・戯作・自由民権

－ 

小笠原幹夫 高文堂出版社 

3512.  別冊新評 裸の文壇史 西野孝男 新評社 

3513.  江戸川乱歩と私 植草甚一 晶文社 

3514.  都市の迷路 石阪幹将 白地社 

3515.  安部公房・大江健三郎 日本文学研究資料刊行会 有精堂 

3516.  横光利一論 岩尾正勝 村松書館 

3517.  小説の力 

新しい作品論のために 

田中実 大修館書店 

3518.  読みのアナーキーを超え

て 

田中実 右文書院 

3519.  幻想文学の手帖 國文學編集部（編） 學燈社 

3520.  昭和文学研究叢書 1 

昭和文学の諸問題 

昭和文学研究会（編） 笠間書院 

3521.  明治から大正へ 筑波大学近代文学研究会 筑波印刷株式会社 
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メディアと文学 （編） 筑波営業所 

3522.  静岡近代文学 16 静岡近代文学研究会（編）  

3523.  回帰のかたち 

広津・堀・太宰 その他 

郡 継夫 武蔵野書房 

3524.  幻影城評論研究叢書 2 

わが懐旧的探偵作家論 

山村正夫 幻影城 

3525.  小説論 作家の方法 金井美恵子 岩波書店 

3526.  「小説」論 亀井秀雄 岩波書店 

3527.  絶対零度の文学 大岡昇

平論 

中野孝次 集英社 

3528.  近代日本の作家と作品 片岡良一 岩波書店 

3529.  本の散歩◇文学史の森 紅野敏郎 冬樹社 

3530.  鴛鴦行 林 富士馬 皆美社 

3531.  方法を読む＝大江健三郎

文芸時評 

大江健三郎 講談社 

3532.  文芸空間 風土と文化 竹内清己 桜楓社 

3533.  文学構造 作品のコスモ

ロジー 

竹内清己 おうふう 

3534.  大正幻影 川本三郎 新潮社 

3535.  近代小説の解体 大里恭三郎 桜楓社 

3536.  角川選書 13 現代詩人論 大岡 信 角川書店 

3537.  烈風の中に立ちて 

萩原朔太郎と萩原恭次郎

伊藤信吉 静地社 

3538.  古典総合一の研究 改訂

版 

久松潜一 吉田精一 

佐藤謙三   （編） 

角川書店 

3539.  古典総合二の研究 改訂

版 

久松潜一 吉田精一 

佐藤謙三   （編） 

角川書店 

3540.  近代文芸評論集 長谷川 泉・大河内尚爾

中     皓・ 荻久保泰幸

（編） 

桜楓社 

3541.  群像日本の作家 26 村上

春樹 

加藤典洋 ほか 小学館 

3542.  近現代詩を学ぶ人のため

に 

和田博文（編） 世界思想社 

3543.  近現代詩を学ぶ人のため

に 

和田博文（編） 世界思想社 

3544.  日本の現代小説 篠田一士 集英社 

3545.  現代文学の比較文学的研 千葉宣一 八木書店 
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究 

3546.  日本古典全書 古今和歌

集 

西下経一 朝日新聞社 

3547.  日本古典全書 平中物

語・篁物語・和泉式部日

記 

西下経一 朝日新聞社 

3548.  日本古典全書 大和物語 西下経一 朝日新聞社 

3549.  日本古典全書 歌合集 西下経一 朝日新聞社 

3550.  日本古典全書 古本説話

集 

西下経一 朝日新聞社 

3551.  日本古典全書 古本説話

集 

西下経一 朝日新聞社 

3552.  日本古典全書 紫式部日

記 

西下経一 朝日新聞社 

3553.  日本古典全書 古事記 

下 

西下経一 朝日新聞社 

3554.  日本文学研究資料叢書 

日本浪漫派 

日本文学研究資料刊行会 有精堂 

3555.  日本文学研究資料叢書 

横光利一と新感覚派 

日本文学研究資料刊行会 有精堂 

3556.  モダン東京案内 海野弘 平凡社 

3557.  モダンガールの誘惑 海野弘 平凡社 
3558.  都市の周縁 海野弘 平凡社 
3559.  都会の幻想 海野弘 平凡社 
3560.  観光と乗物 海野弘 平凡社 
3561.  機会のメトロポリス 海野弘 平凡社 
3562.  犯罪都市 海野弘 平凡社 
3563.  異国都市物語 海野弘 平凡社 
3564.  歌謡Ⅰ 土橋寛・池田源義 角川書店 

3565.  竹取物語・宇津保物語 土橋寛・池田源義 角川書店 

3566.  源氏物語 土橋寛・池田源義 角川書店 

3567.  方丈記・徒然草 土橋寛・池田源義 角川書店 

3568.  平家物語 土橋寛・池田源義 角川書店 

3569.  芭蕉 土橋寛・池田源義 角川書店 

3570.  日本詩人全集１４ 荻原

朔太郎 

河上徹太郎・那珂太郎 新潮社 

3571.  日本詩人全集３２ 明

治・大正詩集 
河上徹太郎・那珂太郎 新潮社 

3572.  日本詩人全集３２ 明 河上徹太郎・那珂太郎 新潮社 
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治・大正詩集 
3573.  日本詩人全集３３ 昭和

詩集（一） 
河上徹太郎・那珂太郎 新潮社 

3574.  日本詩人全集３４ 昭和

詩集（二） 
河上徹太郎・那珂太郎 新潮社 

3575.  日本の近代文学 作家と

作品 

吉田精一博士古稀記念論

集刊行会 

角川書店 

3576.  文学研究のたのしみ 田中実 鼎書房 

3577.  戦後文学の作家と作品 本多秋五 冬樹社 

3578.  文学的孤児たちの行方 小笠原賢二 五柳書院 

3579.  明治大正文学全集 第五

巻 

尾崎徳太郎 春陽堂 

3580.  明治大正文学全集 第三

十六巻 

川路柳虹 春陽堂 

3581.  明治大正文学全集 第三

十七巻 

有島生馬 春陽堂 

3582.  明治大正文学全集 第五

十一巻 

江口渙 春陽堂 

3583.  明治大正文学全集 第五

十五巻 

横光利一 春陽堂 

3584.  名作と歩く 多摩・武蔵

野 

青木登 のんぐる舎 

3585.  名作と歩く 東京下町・

山の手 

青木登 のんぐる舎 

3586.  テキストの中の作家たち 小泉浩一郎 翰林書房 

3587.  筑摩現代文学大系 97 竹

西寛子・高橋たか子・富

岡多恵子・津島祐子集 

竹西寛子・高橋たか子・

富岡多恵子・津島祐子 

筑摩書房 

3588.  幻妖 日本文学における

美と情念の流れ 

澁澤龍彦 現代思潮社 

3589.  地獄 日本文学における

美と情念の流れ 
澁澤龍彦 現代思潮社 

3590.  風狂 日本文学における

美と情念の流れ 
澁澤龍彦 現代思潮社 

3591.  夭折 日本文学における

美と情念の流れ 
澁澤龍彦 現代思潮社 

3592.  笑い 日本文学における

美と情念の流れ 
澁澤龍彦 現代思潮社 

3593.  愛欲 日本文学における 澁澤龍彦 現代思潮社 
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美と情念の流れ 
3594.  現代文学風土記 奥野健男 筑摩書房 

3595.  猫の文学散歩 熊井明子 集英社 

3596.  現代日本文学論争史 上 平野謙 未来社 

3597.  現代日本文学論争史 中 平野謙 未来社 

3598.  現代日本文学論争史 下 平野謙 未来社 

3599.  作家たちのアジア体験 上田博 世界思想社 

3600.  かく逢った 永瀬清子 編集工房ノア 

3601.  明治の文学 重松泰雄 桜楓社 

3602.  フィクションの機構 中村三春 ひつじ書房 

3603.  三好達治 現代詩読本 思潮社 

3604.  戦後文学論争 上 臼井吉見 番町書房 

3605.  戦後文学論争 下 臼井吉見 番町書房 

3606.  日本近代文学大系 42 川

端康成・横光利一 

川端康成・横光利一 角川書店 

3607.  日本近代文学大系 50 近

代社会文学集 

橋本佳 角川書店 

3608.  現代文学論体系１ 吉田精一 河出書房 

3609.  現代文学論体系２ 吉田精一 河出書房 

3610.  現代文学論体系３ 吉田精一 河出書房 

3611.  現代文学論体系４ 吉田精一 河出書房 

3612.  現代文学論体系５ 吉田精一 河出書房 

3613.  現代文学論体系６ 吉田精一 河出書房 

3614.  現代文学論体系７ 吉田精一 河出書房 

3615.  現代文学論体系８ 吉田精一 河出書房 

3616.  近代文学選 坂本浩 桜楓社 

3617.  昭和の文学 坂本忠雄 新潮 

3618.  人と文学シリーズ 三島

由紀夫 

桜田満 学習研究社 

3619.  ロマン的作家論 塚本康彦 武蔵野書房 

3620.  ロマン的発想 塚本康彦 古川書房 

3621.  全集・現代文学の発見 

第一巻 

大岡昇平 学芸書林 

3622.  全集・現代文学の発見 

第二巻 
大岡昇平 学芸書林 

3623.  全集・現代文学の発見 

第四巻 
大岡昇平 学芸書林 

3624.  全集・現代文学の発見 

第七巻 
大岡昇平 学芸書林 
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3625.  全集・現代文学の発見 

第八巻 
大岡昇平 学芸書林 

3626.  全集・現代文学の発見 

第九巻 
大岡昇平 学芸書林 

3627.  全集・現代文学の発見 

第十一巻 
大岡昇平 学芸書林 

3628.  全集・現代文学の発見 

第十三巻 
大岡昇平 学芸書林 

3629.  全集・現代文学の発見 

別巻 
大岡昇平 学芸書林 

3630.  資料による近代日本文学 長谷川泉 明治書院 

3631.  近代文学鑑賞講座 第四

巻 

稲垣達郎 角川書店 

3632.  近代文学鑑賞講座 第五

巻 

稲垣達郎 角川書店 

3633.  近代文学鑑賞講座 第六

巻 

稲垣達郎 角川書店 

3634.  近代文学鑑賞講座 第八

巻 

稲垣達郎 角川書店 

3635.  近代文学鑑賞講座 第九

巻 

稲垣達郎 角川書店 

3636.  近代文学鑑賞講座 第十

三巻 

稲垣達郎 角川書店 

3637.  近代文学鑑賞講座 第十

四巻 

稲垣達郎 角川書店 

3638.  近代文学鑑賞講座 第十

五巻 

稲垣達郎 角川書店 

3639.  近代文学鑑賞講座 第十

七巻 

稲垣達郎 角川書店 

3640.  近代文学鑑賞講座 第十

八巻 

稲垣達郎 角川書店 

3641.  近代文学鑑賞講座 第十

九巻 

稲垣達郎 角川書店 

3642.  近代文学鑑賞講座 第二

十二巻 

稲垣達郎 角川書店 

3643.  近代文学鑑賞講座 第二

十三巻 

稲垣達郎 角川書店 

3644.  異界の方へ 東郷克美 有精堂 

3645.  現代日本文学全集７ 山本美 改造社 
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3646.  現代日本文学全集 21 山本美 改造社 

3647.  現代日本文学全集 28 山本美 改造社 

3648.  現代日本文学全集 33 山本美 改造社 

3649.  現代日本文学全集 35 山本美 改造社 

3650.  現代日本文学全集 37 山本美 改造社 

3651.  現代日本文学全集 49 山本美 改造社 

3652.  現代日本文学全集 50 山本美 改造社 

3653.  小杉天外集 山田美妙集  改造社 

3654.  新興藝術派文學集  改造社 

3655.  フロレタリア文学集  改造社 

3656.  日本現代文学史  講談社 

3657.  外国人文学集  講談社 

3658.  武田麟太郎 島木健作集  講談社 

3659.  梶井基次郎 田畑修一郎 

中島惇集 

 講談社 

3660.  中島建藏 桑原武夫 中野

好夫 竹山道雄 高橋義孝 

竹內好集 

 講談社 

3661.  現代名作選（二）  講談社 

3662.  現代詩歌集  講談社 

3663.  現代日本文学講座 小説

1 

 三省堂 

3664.  現代日本文学講座 小説

2 

 三省堂 

3665.  現代日本文学講座 小説

3 

 三省堂 

3666.  現代日本文学講座 小説

4 

 三省堂 

3667.  現代日本文学講座 小説

5 

 三省堂 

3668.  現代日本文学講座 小説

6 

 三省堂 

3669.  昭和文学 上 進藤純孝 時事通信社 

3670.  昭和文学 下 進藤純孝 時事通信社 

3671.  アナキズム文学史 秋山清 築摩書房 

3672.  有馬頼義集  集英社 

3673.  椎名麟三集  集英社 

3674.  柴田鍊三  集英社 

3675.  杉浦明平 井上光晴集  集英社 
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3676.  高木彬光 島田一男集  集英社 

3677.  多歧川恭 佐野洋集  集英社 

3678.  武田泰純集  集英社 

3679.  中村真一集  集英社 

3680.  南條範夫 新田次郎集  集英社 

3681.  蹶田善衛集  集英社 

3682.  三島由紀夫集  集英社 

3683.  水上勉 藤原審爾集  集英社 

3684.  安岡章太郎集  集英社 

3685.  山崎豊子集  集英社 

3686.  由起しげ子 大原富枝集  集英社 

3687.  吉行淳之介集  集英社 

3688.  日本近代文学大事典 第

一券 人名（あ～け） 

日本近代文学館 講談社 

3689.  日本近代文学大事典 第

二券 人名（こ～な） 

日本近代文学館 講談社 

3690.  日本近代文学大事典 第

三券 人名（に～わ） 

日本近代文学館 講談社 

3691.  日本近代文学大事典 第

四券 事項 

日本近代文学館 講談社 

3692.  日本近代文学大事典 第

五券 新聞・雑誌 

日本近代文学館 講談社 

3693.  

 

日本近代文学大事典 第

六券 

索引 その他 

日本近代文学館 講談社 

3694.  太宰治 人と作品 福田清人 清水書院 

3695.  夏木漱石 人と作品 福田清人 清水書院 

3696.  佐藤春夫 人と作品 福田清人 清水書院 

3697.  堀辰雄 人と作品 福田清人 清水書院 

3698.  芥川龍之介 人と作品 福田清人 清水書院 

3699.  島崎藤村 人と作品 福田清人 清水書院 

3700.  桶口一葉 人と作品 福田清人 清水書院 

3701.  川端康成 人と作品 福田清人 清水書院 

3702.  谷崎潤一郎 人と作品 福田清人 清水書院 

3703.  志賀直哉 人と作品 福田清人 清水書院 

3704.  橫光利一 人と作品 福田清人 清水書院 

3705.  山本有三 人と作品 福田清人 清水書院 

3706.  德富蘆花 人と作品 福田清人 清水書院 

3707.  明治文学アルバム  新潮社 
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3708.  森鴎外  新潮社 

3709.  樋口一葉  新潮社 

3710.  宮沢賢治  新潮社 

3711.  堀辰雄  新潮社 

3712.  三島由紀夫  新潮社 

3713.  梶井基次郎  新潮社 

3714.  川端康成  新潮社 

3715.  野上彌生子  新潮社 

3716.  林芙美子  新潮社 

3717.  井伏鱒二  新潮社 

3718.  開高建  新潮社 

3719.  芹沢光治良  新潮社 

3720.  鑑賞日本現代文学 樋口

一葉 

 角川書店 

3721.  鑑賞日本現代文学 志賀

直哉 

 角川書店 

3722.  鑑賞日本現代文学 谷崎

潤一郎 

 角川書店 

3723.  鑑賞日本現代文学 荻原

朔太郎 

 角川書店 

3724.  鑑賞日本現代文学 橫光

利一 

 角川書店 

3725.  鑑賞日本現代文学 梶井

基次郎 

 角川書店 

3726.  鑑賞日本現代文学 堀辰

雄 

 角川書店 

3727.  鑑賞日本現代文学 坂口

安吾 

 角川書店 

3728.  鑑賞日本現代文学 三島

由紀夫 

 角川書店 

3729.  鑑賞日本現代文学 井上

彥靖・福永武  

 角川書店 

3730.  鑑賞日本現代文学 安岡

章太郎・吉行淳之介 

 角川書店 

3731.  徵南方 用作家 神谷忠孝・木村一信 世界思想社 

3732.  昭和文学私記 辻橋三郎 明治書院 

3733.  抱月のベル・エポック 岩佐壮四郎 大修館書店 

3734.  放浪時代 龍膽寺雄 改道社 

3735.  ボール紙の皇帝万歳 九野豊彥 改道社 



 136

3736.  隕石の寢床 中村正常 改道社 

3737.  なつかしき現実 井伏鱒二 改道社 

3738.  傷だらけの歌 藤澤桓夫 改道社 

3739.  反逆の呂律 武田麟太郎 改道社 

3740.  情報 立野信之 改道社 

3741.  浮動する地價 黑島傳治 改道社 

3742.  耕地 平林たい子 改道社 

3743.  屍の海 岩藤雪夫 改道社 

3744.  闘ひ 中本たか子 改道社 

3745.  放浪記 林芙美子 改道社 

3746.  正子とその職業 岡田禎子 改道社 

3747.  研究會插話 漥川いね子 改道社 

3748.  ブルジョア 芹澤光治良 改道社 

3749.  不器用な天使 堀辰雄 改道社 

3750.  續放浪記 林芙美子 改道社 

3751.  歩きつづける男 片岡鐵兵 改道社 

3752.  夜明け前のさよなら 中野重治 改道社 

3753.  海を飛魚の子を 林房雄 改道社 

3754.  労働市場 橋本英吉 改道社 

3755.  労働日記と靴 鹿地亘 改道社 

3756.  約束手形三千八百圓也 徳永直 改道社 

3757.  鉄の規律 明石鐵也 改道社 

3758.  十九の夏 龍膽寺雄 改道社 

3759.  辻馬車時代 藤澤桓夫 改道社 

3760.  暴露讀本 貴思山治 改道社 

3761.  俱東 知安行 小林多喜二 改道社 

3762.  佐多稻子 体験と時間 小林裕子 翰林書房 

3763.  人間小泉八雲 高木大幹 三省堂 

3764.  國木田独歩 福田清人 本多浩 清水書院 

3765.  樋口一葉の世界 前田愛 平凡社 

3766.  樋口一葉 岡保生 新典社 

3767.  淚黑岩 香研究 伊藤秀雄 幻影城 

3768.  石川啄木 荒正人 河田書房新社 

3769.  石川啄木  河出書房新社 

3770.  岩野泡鳴 大久保典夫 南北社 

3771.  森歐外  河出書房新社 

3772.  歷歐外 史文學集 第十一

卷 

 岩波書店 
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3773.  歷歐外 史文學集 第十卷  岩波書店 

3774.  漱石と三人の読者 石原千秋 講談社 

3775.  夏目漱石 テクストの深

層 

石崎等 小沢書店 

3776.  夏目漱石  河出書房新社 

3777.  夏目漱石Ⅱ  河出書房新社 

3778.  夏目漱石  河出書房新社 

3779.  有島武郎全集 第一卷  筑摩書房 

3780.  有島武郎全集 第二卷  筑摩書房 

3781.  有島武郎全集 第三卷  筑摩書房 

3782.  有島武郎全集 第四卷  筑摩書房 

3783.  有島武郎全集 第五卷  筑摩書房 

3784.  有島武郎全集 第六卷  筑摩書房 

3785.  有島武郎全集 第七卷  筑摩書房 

3786.  有島武郎全集 第八卷  筑摩書房 

3787.  有島武郎全集 第九卷  筑摩書房 

3788.  有島武郎全集 第十卷  筑摩書房 

3789.  有島武郎全集 別卷  筑摩書房 

3790.  『或る女』の悲劇 大里恭三郎 審美社 

3791.  『或る女』の世界 大里恭三郎 審美社 

3792.  有島武郎 個性から社会

へ 

外尾登志美 右文書院 

3793.  山田美妙『豎琴草紙』本

文の研究 

山田俊治 

十重田裕一 

笹原宏之 

笠間書房 

3794.  浅原六朝選集Ⅰ  河出書房新社 

3795.  浅原六朝選集Ⅱ  河出書房新社 

3796.  与謝野晶子  河出書房新社 

3797.  与謝野晶子 渡邊澄子 新典社 

3798.  詩人の抵抗と青春 宮崎清 新日本選書 

3799.  志賀直哉  河出書房新社 

3800.  志賀直哉の人の作品 阿川弘之 学習研究社 

3801.  志賀直哉全集 第一卷  岩波書店 

3802.  志賀直哉全集 第二卷  岩波書店 

3803.  志賀直哉全集 第三卷  岩波書店 

3804.  志賀直哉全集 第四卷  岩波書店 

3805.  志賀直哉全集 第五卷  岩波書店 

3806.  志賀直哉全集 第六卷  岩波書店 3807.  志賀直哉全集 第七卷  岩波書店 
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3808.  志賀直哉全集 第八卷  岩波書店 

3809.  志賀直哉全集 第九卷  岩波書店 

3810.  志賀直哉全集 第十卷  岩波書店 

3811.  志賀直哉全集 第十一卷  岩波書店 

3812.  志賀直哉全集 第十二卷  岩波書店 

3813.  志賀直哉全集 第十三卷  岩波書店 

3814.  志賀直哉全集 第十四卷  岩波書店 

3815.  志賀直哉全集 宛書簡  岩波書店 

3816.  珍珠郎  講談社 

3817.  白蠟変化  講談社 

3818.  夜光虫  講談社 

3819.  仮面劇場  講談社 

3820.  本陣殺人事件  講談社 

3821.  獄門島  講談社 

3822.  びっくり箱殺人事件  講談社 

3823.  八つ墓村  講談社 

3824.  女が見ていた  講談社 

3825.  犬神家の一族  講談社 

3826.  女王蜂  講談社 

3827.  悪魔が来りて笛を吹く  講談社 

3828.  三つ首塔  講談社 

3829.  悪魔の手毯唄  講談社 

3830.  悪魔の寵兒  講談社 

3831.  白と黒  講談社 

3832.  仮面舞踏会  講談社 

3833.  探偵小説昔話  講談社 

3834.  橫溝正史の世界  徳間書店 

3835.  太宰治全集 １  筑摩書房 

3836.  太宰治全集 ２  筑摩書房 

3837.  太宰治全集 ３  筑摩書房 

3838.  太宰治全集 ４  筑摩書房 

3839.  太宰治全集 ５  筑摩書房 

3840.  太宰治全集 ６  筑摩書房 

3841.  太宰治全集 ７  筑摩書房 

3842.  太宰治全集 ８  筑摩書房 

3843.  太宰治全集 ９  筑摩書房 
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3844.  太宰治全集 １０  筑摩書房 

  3845 太宰治全集 １１  筑摩書房 

  3846 太宰治全集 １２  筑摩書房 

  3847 太宰治全集 別卷  筑摩書房 

  3848 太宰治全集 第八卷  筑摩書房 


