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タイトル等 所在 請求番号 資料ID
たけくらべ : 雑誌掲載テキスト / 樋口一葉 [著] ; 中田祝夫編. -- 勉誠社, 1981. -- (勉誠社文
庫 ; 87).

図書館:書庫:Ａ１ 081.7-B35-87 18058600

樋口一葉來簡集 / 野口碩編. -- 筑摩書房, 1998. 図書館:書庫:Ａ７ 910.268-H56h 39329285
校注樋口一葉 / 樋口一葉〔著〕 ; 中野博雄校注. -- 双文社出版, 1982. 図書館:書庫:Ａ７ 910.268-H56nc 18191512
樋口一葉 / 前田愛. -- 新潮社, 1985. -- (新潮日本文学アルバム ; 第3). 図書館:書庫:Ａ７ 910.268-H56sd 18169921
たけくらべ / 樋口一葉著. -- 複刻. -- 日本近代文..., 1968. -- (新選名著複刻全集近代文学 図書館:書庫:Ａ７ 913.6-H56t 18191511
樋口一葉日記 : 完全現代語訳 / 樋口一葉 [著] ; 高橋和彦訳. -- アドレエー, 1993. 図書館:書庫:Ａ７ 915.6-H56 19404735
闇桜 / 樋口一葉. -- 筑摩書房, 1974. -- (樋口一葉全集 ; 第1巻). 図書館:書庫:Ａ６ 918.68-H56-1 18203425
にごりえ / 樋口一葉. -- 筑摩書房, 1974. -- (樋口一葉全集 ; 第2巻). 図書館:書庫:Ａ６ 918.68-H56-2 18203426

図書館:書庫:Ａ６ 918.68-H56-3(1) 18203427
図書館:書庫:Ａ６ 918.68-H56-3(2) 18203428
図書館:書庫:Ａ６ 918.68-H56-4(1) 18203429
図書館:書庫:Ａ６ 918.68-H56-4(2) 19409528

闇桜 / 樋口一葉. -- 小学館, 1979. -- (全集樋口一葉 ; 第1巻). 図書館:２階:第３開架文学 918.68-H56A-1 18203430
たけくらべ / 樋口一葉. -- 小学館, 1979. -- (全集樋口一葉 ; 第2巻). 図書館:２階:第３開架文学 918.68-H56A-2 18203431
日記編 / 樋口一葉. -- 小学館, 1979. -- (全集樋口一葉 ; 第3巻). 図書館:２階:第３開架文学 918.68-H56A-3 18203432
樋口一葉・明治女流文学・泉鏡花集 / 泉鏡花. -- 筑摩書房, 1972. -- (現代日本文学大系 ; 図書館:２階:第３開架文学 918.6-G34ch-5 18084915
北村透谷 . 樋口一葉集. -- 筑摩書房, 1967. -- (現代日本文学全集[定本限定版] ; 8). 図書館:書庫:Ａ６ 918.6-G34t-8 18181199
樋口一葉集 / 和田芳惠編. -- 筑摩書房, 1972. -- (明治文学全集 ; 30). 図書館:書庫:Ａ６ 918.6-Me25-30 18181388
高山樗牛・川上眉山・樋口一葉 / 高山樗牛著 ; 樋口一葉著 ; 川上眉山著. -- 春陽堂, 1928.
-- (明治大正文学全集 ; 11).

図書館:書庫:Ａ６ 918.6-Me25b-11 18181507

樋口一葉・泉鏡花集 / 樋口一葉, 泉鏡花著 ; 吉田精一編. -- 新潮社, 1963. -- (日本文学全
集 ; 3).

図書館:書庫:Ａ６ 918.6-N71-3 18181548

樋口一葉集 / 樋口一葉〔著〕 ; 和田芳恵解説・注釈. -- 角川書店, 1970. -- (日本近代文学
大系 ; 8).

図書館:２階:第３開架文学 918.6-N71b-8 18040009

樋口一葉・徳富蘆花・国木田独歩 / 樋口一葉. -- 中央公論社, 1968. -- (日本の文学 ; 第5). 図書館:２階:第３開架文学 918.6-N71c-5 18040063
樋口一葉集 : 附明治女流文學 / 樋口一葉. -- 講談社, 1962. -- (日本現代文學全集 ; 10). 図書館:書庫:Ａ６ 918.6-N71k-10 18181640
大つごもり ; ゆく雲 / 樋口一葉作. -- 岩波書店, 1938. -- (岩波文庫 ; 緑-89,1856). 図書館:２階:第１開架別置 B-913.6-H56 18107819
十三夜 ; われから / 樋口一葉作. -- 改版. -- 岩波書店, 1957. -- (岩波文庫 ; 緑-36). 図書館:２階:第１開架別置 B-913.6-H56j 18107810
にごりえ ; たけくらべ / 樋口一葉作. -- 改版. -- 岩波書店, 1961. -- (岩波文庫 ; 緑-57,32,
緑-25-1).

図書館:２階:第１開架別置 B-913.6-H56n 18107815

にごりえ ; たけくらべ / 樋口一葉作. -- 改版. -- 岩波書店, 1999. -- (岩波文庫 ; 緑(31)-025- 図書館:２階:第１開架別置 B-913.6-H56n2 39336236
闇櫻 ; うもれ木 / 樋口一葉作. -- 岩波書店, 1939. -- (岩波文庫 ; 1960,緑-178). 図書館:２階:第１開架別置 B-913.6-H56y 18107820

日記 / 樋口一葉. -- 筑摩書房, 1976. -- (樋口一葉全集 ; 第3巻).

和歌・書簡 / 樋口一葉. -- 筑摩書房, 1981. -- (樋口一葉全集 ; 第4巻).


