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堅

序

本カタログは、濁協大学の所蔵となった故鈴木信太郎旧蔵書のうちの、和書1303冊の

目録である。

この蔵書の寄贈は、松本一郎前館長の時代の1993年秋に、鈴木信太郎の遺族から申し

入れられ、酒井府学長（当時）と遺族代表の私とのあいだに「覚書」が交換されて、決

定されたものである。当初、鈴木家側では洋書のみの寄贈を考えていたが、話し合いの

過程で和書の一部をも含めることになり、ここに記載されたものが選ばれた。また、原

則として文庫を設けない方針の濁協大学図書館であるが、この場合は特例として、蔵書

のある部分を「文庫」とすること、受贈図書のカタログを作ること、なども合意され、

図書館運営委員会によって承認されたのである。

その後、はからずも私自身が本学図書館長に選ばれて、今度は受け入れ側にまわると

いう皮肉な巡り合わせになったが、私は種々検討の末、洋書のみを一括して「文庫」扱

いとし、和書はむしろ積極的に利用していただくために、署名本やかなりの限定本も含

めて、一般書のあいだに配架することとした。ただし、ごく例外的な一、二の貴重書の

ほか、村上英俊の著書をはじめとする江戸末期から明治初期にかけての語学書や翻訳本

は、仏学事始めといった性格のものなので、その資料的価値を考え、また利用者が特定

の研究者に限定されていることも勘案して、これをひとまとめにして特別本として扱っ

た。本カタログで＊印をつけたものがそれである。そのなかには中江兆民の編んだ数点

の仏和辞典も含まれていることを書き添えておきたい。

なお、本カタログの作成にあたっては、濁協大学図書館職員のみなさん、とりわけ和

書整理係のメンバーと電算システム担当者に、たいへんなご努力をいただいた。ここに

記して感謝の気持ちを申し述べる次第である。

1996年7月

濁協大学図書館長鈴木道彦
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凡例

収録の範囲

この目録は、本館に寄贈を受けた故鈴木信太郎旧蔵書のうち和書1303冊を収録

したものである。

排列

第1著者・編者（ない場合はタイトル）の読みの順に排列した。

まず日本語を五十音順に排列し、その後に外国語をアルファベット順に排列し

た。同一著者・編者の場合は請求記号順とした。

記載事項と順序

第1著者・編者

タイトル

責任表示版次

出版者出版地出版年形態

（シリーズ）

一般注記

内容注記

その他の標目（内容）

＊＜一連番号＞配架場所請求記号図書ID

＊印

一連番号の前の＊は「特別図書」であることを示す。

‘－一

愛書家サロン
限定本図録
限定版
愛書家サロン：東京,195962p;26cm
〈1＞庫026.-G3419501695

浅野晃
忘却誌巣
浅野晃箸
黄土社：東京,196673p;22cm
〈2＞庫911.56-A87bl9501832

浅野晃
流転詩集
浅野晃著
不動工房：東京,1967161p;21cm
（果樹園叢書）
〈3＞庫911.56-A87rl9501830

潟野晃
天と海：英霊に捧げる七十二章
浅野晃著
翼書院：東京,196594p;24cm
（果樹園叢書）
潟野晃詩集
<4＞庫911.56-A87tl9501834

浅野晃
天と海：英霊に捧げる七十二章
溌野晃著
浅野晃詩碑建設世話人会：北海道,196966p;
15cm

縮刷版
<5＞庫911.56-A87t-A19501883

浅野晃
英雄色を好む：はだか交友録
漫野晃著
大柊唐房：東京,1961268p図版;19cm
〈6＞庫914.ケA8719501882

朝日新聞社学芸部
あいまいな言葉
朝日新聞社学芸部編
有紀書房：東京,1957286p;19cm
執筆担当は森本哲郎
<7＞庫810.4FA8219502035

麻生職欠
笑の研究：日本文学の酒落性と滑稽の発達／
笑の研究：日本文學の酒落性と滑稽の發達
麻生磯次著
東京堂：東京,19472,10,479p;18cm
〈8＞庫910.4-A9319501929

渥美清太郎
歌舞伎舞踊
渥美清太郎著
東京創元社：東京,1956129p:図版96p;
19cm

（創元選書；252）
〈9＞庫774.9-A9519501700

阿部知二
バイロン
阿部知二著
創元社：東京,1948255p;18cm
（創元選書；第144巻）
<10>庫930.28-B99abl9502529

阿部良雄
夢の展開
阿部良雄普
阿部良雄：東京,196595p;19cm
限定版
<11＞庫911.56A12919501918

安倍能成
天皇の印象
安倍能成著
創元社：東京,1949281p;19cm
〈12＞庫288.41-e37abl9501722

荒垣秀雄
朝日新聞の自画像
荒垣秀雄編
鱒書房：東京,1955248p;19cm
〈13＞庫070.67-A82Y19501980

有坂秀世
音韻論
有坂秀世著
三省堂：東京,1947333p;21cm
〈14＞庫801.1-A76.al9502633

:フランス文学・研究と随想
有永弘人
古い文学と私たち：フランス文学・研究
有永弘人著
宝文堂：仙台,1970276p肖像;22cm
〈15＞庫950.4-A74195026M

安東次男
死者の書：安東次男詩集
安東次男著
ユリイカ：東京,195555p;19cm
限定版
<16＞庫911.56-A4719501891

安藤元雄
秋の鎮魂：詩集
安藤元雄普
位置社：東京,195749p;22cm
〈17＞庫911.56-A47519501903

飯島正
映画文化の研究
飯島正著
新潮社：東京,193932m;20cm
〈18＞庫778.04-I27el9502271
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飯島正
蜘面と文学
飯島正舅普
シネ・ロマンス社：東京,1948220p;19cm
〈19＞庫778.04FI2781195022"

飯島正
映画の世界
飯島正碧
高桐書院：京都,1949172p図版;19cm
（学友文庫）
<20>庫778.0412781el9502273

飯島正
映画テレビ文学
飯島正著
荒地出版社：東京,1957259p;19cm
〈21＞庫778.04FI2781ebl9501881

飯島正
わが青春の映画と文学
飯島正碧
近代映画社：東京,19"230p図版;18cm
（スクリーン新書；1）
〈22＞庫778.04-I2781wl9501880

飯島正
世界の映画
飯島正碧
白水社：東京,195144"図版40枚;19cm
〈23＞庫778.2-I27sl9502278

飯島正
今日のイギリス映画
飯島正著
白水社：東京,1952266p図版30枚;19cm
〈24＞庫778.233-I2719502280

飯島正
フランス映画史
飯島正著
白水社：東京,1950447,22p:図腕9枚；
19cm

〈25＞庫778.235-I27fbl9502277

飯島正
今日のフランス映画
飯島正著
白水社：東京,1952252p図版28枚;19cm
〈26＞庫778.235-I27kl9502279

飯島正
アメリカ映画監督研究
飯島正著
みすず替房：東京,1959393p図版10枚；
19cm

〈27＞庫778.253-I2719502274

飯島正
科学映画の諸問題
飯島Ⅱ藩
白水社：東京,1944237p;19cm
（白水社科学選書；第17巻）
〈28＞庫778.73-I2719502270

飯島正
東洋のこころ
飯島正著
生活社：東京,1941356p;19cm
〈29＞庫904-I2719502275

飯塚浩二
世界と日本：明日のための人文地理
飯塚浩二著
大修館書店：東京,1956215p;18cm
上巻
く30＞庫290.1-I28-219502717

諫川正臣
詩集：春の仏
"II正臣著
詩の会成長社：館山,195556p;19cm
〈31＞庫911.168-I6819501744

石井勲
私の漢字教室：石井学級の実験報告
石井勲著
黎明雷房：名古屋,1961257p図版;19cm
〈32＞庫375.87-I75wl9501742

石田弘二
未成年：詩集
石田弘二著
第九書房：東京,1959254p図版;18cm
〈33＞庫911.56I7219501717

井田実之
民権自由西洋演説軌範
井田実之編
甘泉堂：東京,1882107p;19cm
内容:仏王路易十六世国会議院二告グル演説，
仏国共和党魁首前宰相レオン・ガンベッタ氏同
党二告グル演説,英国改進党魁当時宰相ウイル
レム・エワルト・グラットストン氏ノ演説,英
国改進党当時国会議員ロルド・ハーチントン氏
ノ演説,英国改進党当時内務卿サー・ウヰリアム
・ハルコールト氏ノ演説,英国自由党魁当時内閣
執政ジョン・ブライト氏ノ其撰挙区バルミンガ
ムニ於テノ演説,米国大統領へ一ス氏ヨルクタウ
ン百年祝典ノ演説仏国公使同上祝典ノ演説
＊〈34＞貴子31919502778

市原豊太
高嶺の雪：或る愛慾の記
市原豊太著
朝日新聞社：東京,1955202p;18cm
〈35＞庫913.6-I1319501819

－2－
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市原豊太
青春論ノート
市原豊太著
河出書房:東京,1955179p;18cm
（河出新書：教養;103)
〈36＞庫914.6-I13sl9501820

稲富栄次郎
ソクラテスの弁証法
稲富栄次郎著
福村書店：東京,19484,227p;19cm
（ロゴス新書）
〈37＞庫131.22-Yibl9502556

井上庄平
萩園家の晩餐：初恋
井上庄平著
拓文堂：東京,1957222p;19cm
前篇のみ
<38＞庫913.6-I57719501782

井上童b
第一世掌破需言行録
井上勤編輯村松操校閲
思誠堂兎屋：東京,18813,68p;19cm
＊〈39＞貴F31319502772

井上光
詩集：季節の到来を告げる歌
井上光著
国文社：東京,19"141p;20cm
<40>庫911.56-I57619501827

井上靖
地中海：詩集
井上靖著
新潮社：東京,196285p
<41＞庫911.56-I57c

;22cm

19501748

井職人女／好色一代女／好色盛衰記
／色里三所世帯／真実伊勢物語／浮
世栄花一代男／きのうはきょうの物語／
逸著聞集／江戸風流小咄
好色五人女；好色一代女；好色盛衰記井原
西鶴著；麻生磯次訳色里三所世帯；真実
伊勢物語；浮世栄花一代男伝井原西鶴著；
暉峻康隆訳きのうはきようの物語；逸著聞
集岡田甫訳江戸風流小咄宮尾しげを訳
吉田清一編
河出書房：東京,1957338p:18cm
（世界風流文学全集；第12巻／日本篇）
〈42＞庫908-Se22o-1219502"2

今村有隣
佛語啓蒙／仏語啓蒙
今村有隣著改訂増補3版
浅岡裡義：東京,1896122p;18cm
＊〈43＞貴T-32019502779

今村信吉
大安記
今村信吉著
十字屋書店：東京,195136p:19cm
〈44＞庫914.6-I4419501737

入沢康夫
倖せそれとも不倖せ：入沢康夫詩集
入沢康籍
ユリイカ：東京，19552冊;25cm
〈45＞庫911.56164-119501896
〈4①庫911.5eI64-219501897

入沢康夫
ランケルハンス氏の島
入沢康夫,落合茂普
三光印刷株式会社：東京,196247P;17cm
私家版
<47＞庫911.55164rl9501875

入淵泰夫

詩集：季節についての講論
入沢康夫著
錬金社：東京,1965117p:22cm
〈48＞庫911.56-I64sbl9501833

岩見鑑造
西洋諺草
岩見鑑造編
日就社：東京,187750丁;15cm
和装
＊〈49＞貴TB23919502904

浮田繍榎
英佛二冒割更覧

浮田繍要，川原一石，西村周助篇輯
村上出店：東京，187257丁:19cm
＊〈50＞貴F2"19502908

内田清之助
新編日本鳥類圖説／日本鳥類図説：新編
内田清之助著
創元社：東京,1949313p;27cm
日本鳥類分類学文献:"07~311
〈51＞庫488-U1419501"6

馬屋原成男

日本文藝発禁史／日本文芸発禁史
馬屋原成男[著］
創元社：東京,1952343p;22cm
〈52＞庫023.01U"1950145

英佛和会話：初篇/Easyconversationsin
English,French,&Japanese,forthosewilo
leamtheEnglishlanguage
松本孝輔:To"i,187378p;11xl7cm
＊〈53＞貴T~3231950283

－3－



江口清
天の手袋：ラデイゲの生涯と作品
江口溝替
角川割吉：東京,1957184p;18cm
（角川新書；111）
＜54＞庫950.28-R11"cl9501867

エジプト詩集
呉茂一訳
ももん力境行所：高崎,196534p;19cm
〈55＞庫994.1-E3319501759

週蕊周作
青い小さな葡萄
遠謝司作箸
新潮社：東京,1956199p;20cm
<5砂庫913.6-E59abl9501739

適蕊周作
神と澗蕊

霧饅蟻:東京,1956198p(図版12p共）
18cm

（新世代選書；5）
〈57＞庫950.4-EW19501879

澳国博覧会事務局
澳国博覧会報告書：誼法部
山崎直胤訳
澳国博覧会事務局：陳京〕，18751冊；
22cm

和装
＊〈58＞貴子235195028"

大橋住江
憂愁：詩集
大橋住江箸
思潮社：東京,196540p;19cm
〈59＞庫911.5ケ似819501828

，

大橋住江
フリュート調歌：詩集
大橋住江箸
思潮社：東京,196942p;22cm
〈釦＞庫911.56-028fl9501917

大橋住虹
生の揺藍：誌集
大橋住江潜
思潮社：東京,196643p;20cm
〈61＞庫911.56-028sl9501829

大山定一
ドイツ詩抄
大山定一認編
謝恵社：丹波(奈良県),1935214,9p
〈醜＞庫941.08－昭"19502"1

;19cm

小川二郎
貫くもの
小川二郎［ほか］著
友田印刷所：東京,194388p;18cm
〈63＞庫911.53Ts8319502659

奥野信太郎
三田にひらめく三色旗：園芯鎚90年
奥野信太郎編
鱒書房：東京,1955199p図版;20cm
着流しで教えた教授たち(高橋誠一）他18篇
く6心庫377.28-Ke26obl9501979

小野忍
金瓶梅
小野忍，千田九一共訳高津春繁，鈴木信太郎
編集
河出書房：東京,1956341p図版;19cm
（世界風流文学全集;10/中国篇;1)
内容：金瓶梅(小野忍,千田九一共訳）
〈65＞庫908-Se22o-1019502681

4蝪瀬卓三
先駆者たち：ディドロと百科全書／先駆者
たち：ディドロと百科全書
d蝪瀬卓三著
日本評論社：東京,1950199p:図版;18cm
（新文化叢書；第11）
〈6①庫135.44-Yoccop､219502284

4蝪瀬卓三
樹剥と澗剥史の十字糖で
4蝪瀬卓三著
白水社：東京,1960268p;19cm
〈67＞庫772-01119501733

4蝪瀬卓三
文学史の方法
4場瀬卓三著
瑠総社：東京,1956222p;19cm
〈鯛＞庫90-011195022g2

4場瀬卓三
フランス古典喜劇成立史：モリエール研究：特
にイタリア喜劇の影響
小場瀬卓三箸
生活社：東京,19488,453,32p;22cm
参考文献:巻末鯉5～32
〈的＞庫950.28-Mo22019502283

4蝪瀬卓三
光と綾：フランス文学の世界
4蜴瀬卓三著
法政大学出版局：東京,19"420p;22cm
〈70＞庫950.4-01119502281

－4－
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小幡薫明
詩集：蒼ざめた微笑
小幡薫明著
思潮社：東京,196764p;18cm
<71＞庫911.56-01219501890

ヲルレンドルフ

西洋孝子流別奇談／流別奇談：西洋孝子
／流別苛謹：西洋孝子
［ヲルレンドルフ著］小林謙吉課友鳴松旭筆
授長谷川貞信画
大野木寳文堂：大阪，18742冊;18cm
序には「流別苛調：西洋孝子」とあり［レ
クチュール]の課
＊〈72＞貴T=221-119502837
＊〈73＞貴T-221-219502838

海外人物小傳
萬邦櫻：［出版地不明]，18535冊:26cm
和装本
＊〈74＞貴T-253-119502798
＊〈75＞貴雅253-219502799
＊〈76＞貴曜253-319502800
＊〈77＞貴F253-419502801
＊〈78＞貴f253-519502802

開成所
英仏軍後篇注解／英仏単語篇注解
開成所校
開物社：［江戸]，186736丁;12xl6cm
和装本（峡入）奥付壷蔵之印の押印あり
＊〈79＞貴Tz22419502854

海部洋三
詩集：湿度計
海部洋三著
関学文芸：兵庫,195778p;19cm
関学文芸版
<80＞庫911.56-Ka2119501904

笠木良明
満洲国県旗：参事官の永久的使命
笠木良明著
大亜細亜建設社：東京,193589p:19cm
附満洲国行政組織一覧表
<81＞庫222.5-Ka7119501971

カション

鉛筆記聞
佛蘭価カション氏口授；栗本謝電筆記
柳園聚珠板：［出版地不明]，186223丁
23cm

和装本
＊〈82＞貴T=25419502787

春日由三
アンテナは花ざかり：冊Ⅸの楽屋裏
春日由三編
鱒書房：東京,1954200p図版;20cm
アンテナは花ざかり(春日由三）他15篇
<83＞庫的9.04FA4919501972

片山五郎
日本のあす呼ぶ力：青少年とともに
片山五郎著
社会教育教会：東京,19"300p;18cm
(Tomoni-series;1)
〈84＞庫379.3-Ka8419501679

jil甫策
英佛単語便覧
.jII甫策撰
理外無物模：［出版地不明]，186827丁；
13xl9cm

和装本
＊〈85＞貴TF25819502853

加藤周一
抵抗の文学
加藤周一著
岩波書店：東京,1951172,12,11p;18cm
（岩波新書；青版-58）
〈86＞開S-901.4PKa8619502396

加藤周一
美しい日本
加藤周一著
角川書店：東京,1951240p図版;16cm
〈87＞庫910.4-Ka8619502393

加藤周一
ある晴れた日に
加藤周一著

月曜書房：東京,1950257p
〈88＞庫913.6-Ka86afG

;19cm

19502391

加藤周一
文学と現実
加藤周一著
中央公論社：東京，1948
〈89＞庫914.6-Ka867b

240p;18cm
19502392

加藤周一
戦後のフランス：私の見たフランス
加藤周一著
未来社：東京,1952109p;19cm
〈90＞庫914.6-Ka867scl9502394

加藤周一
現代フランス文学論
加藤周一著
河出書房：東京,1951214p図版;22cm
〈91＞庫950.4-Ka8619502395

加藤雷洲
佛語萎／仏語菱
加藤雷洲著
望洋堂：［出版地不明]，［出版年不明］2
冊;19cm
和装本(峡入）題菱なし
＊〈92＞貴P228-119502876
＊〈93＞貴T~228-219502877
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加藤龍門
詩集：壷未來
加藤龍門著
十毬字屋書店：東京,1965322p;22cm
限定版
<94＞庫911.56Ka86619501907

河盛好蔵
フランス歳時記
河盛好蔵著
大日本雄弁会講談社：東京,1948304p;
19cm

<107>庫361.6-Ka959fl9502226

草野心平
七つの愛と死
草野心平著
弥生書房：東京,1957200p;19cm
内容:村山槐多の死,高村光太郎,天に登る,青
の門,フウ,ごぴらつふの死,蟻の葬式
<127＞庫913.GKu84nl9501893

ダヴイツド社：東京,1949274p図版;19cm
〈116＞庫950.4-Ka95fbl9502224

河盛好蔵
紅毛徒然草
河盛好薩藤沢編
朝日新聞社：東京,1953193p;20cm
（朝日文化手帖；第5）
〈117＞庫954-Ka95kl9502230

木々高太郎
月光と蛾：木々高太郎第二詩集
木々高太郎著
詩苑社：東京,1969169p;22cm
〈118＞庫911.56-Kil619501899

岸田衿子
らいおん物語：岸田衿子詩集
岸田衿子著
ユリイカ：東京,195751p;19cm
峡入り
<119＞庫911.56-Ki5719501887

岸田衿子
忘れた秋
岸田衿子著
ユリイカ：東京,195569p図版;27cm
〈120＞庫911.56-Ki57wl9501920

北村長栄
平衡分別：北村長栄第一詩集
北村長栄詩集出版後援会：北海道,195493p;
19cm

＜121＞庫911.56Ki68219501729

仮名垣魯文
倭国字西洋文庫
仮名垣魯文箸錦朝楼芳虎画
紅木堂：東京，1872
3冊(初編上21,2編上20,3編上20丁);18cm
和装那勃列翁一代記,那破嵩一代記
＊〈95＞貴碓220-119502834
＊<96＞貴T-220-219502835
＊<97＞貴TB220-319502836

金沢誠
パリの赤い血
金沢瀧
河仕潜房新社：東京,1959231p;19cm
（西洋史物語；第5巻）
〈98＞庫230.5-P2319501711

亀井勝一郎
美貌の些劃舌
鎚井勝一郎著入江泰吉篤眞
創元社：東京,1955231p(図共);19cm
（創元選書；250）
〈99＞庫702.1-Ka3419501699

亀井勝一郎
日本の智慧：私はいかなるときいかなる智慧に
学んだか
亀井勝一劇曙
朝日新聞社：東京,1955230p;18cm
<100>庫914.6Ka34nl9501931

河盛好蔵
新騨女大學
河卿子糖
文燈社：東京,1943220p;21cm
<108>庫376.9-Ka9519502228

串田孫一
受胎告知
串田孫一著
筑摩書房：東京,195518"図版;18cm
受胎告知他11篇
<128＞庫190.4-Ku8619501950

串田孫一
明かるい目ざめ
串田孫一著
村山書店：東京,1957174p;18cm
甘い自分の目ざめ他22篇
<129＞庫914.ケKu86acl9501948

河盛好蔵
こころのうた

臼井吉見，河盛好蔵編
文芸春秋：東京,1968369p;19cm
住活の本；別巻）
<109>庫911.5eKo4419502231

河鋤子蔵
文学空談
河盛好蔵普
文芸春秋新社：東京,1965313p;20cm
〈110＞庫914.6Ka95bl9502223

串田孫一
田園の消息
串田孫一著
筑摩書房：東京,1961234p図版;18cm
<130>庫914.6-恥8"19501949

串田孫一
古い室内楽
串田孫一著
筑摩書房：東京,1961241p図版;18cm
〈131＞庫914.ケKu86fl9501946

河鮒蔵
人とつき合う法
河盛好購
新潮社：東京,1958182p;20cm
〈111＞庫914.ケKa95hl9502229

河盛好蔵
人間読本
河盛好購
番町書房：東京,1966228p;19cm
〈112＞庫914.6-Ka95nl950""

河盛好蔵
女の学校
河盛好蔵著
玄理社：東京,1947190p:19cm
〈113＞庫914.6-Ka95019502227

河盛好蔵
フランス文壇史：第三共和国時代
河盛好蔵著
文芸春秋新社：東京,1961518,xixp;20cm
略年表:502-516p.参考文献:517-518p
〈114＞庫950.26-Ka951950"21

河柵蔵
ふらんす手帖
河盛好擬著
生活社：東京,1943340p;19cm
<115>庫950.4FKa95fl9502225

串田孫一
花火の見えた家
串田孫一著
創文社：東京,1960140p図版;mcm
〈132＞庫914.6-Ku86hl9501934

邸永漢
日本天国論
邸永漢普
中央公論社：東京,1957172p:図版;20cm
他8篇
内容：日本天国論
<122＞庫914.6-Ky819501738

清原道彦
通俗李仏軍談
清原道彦,高田義甫編
錦耕堂：東京，18723冊;23cm
和装
＊<123＞貴F225-119502856
*<124>貴TE225-219502857
＊〈125＞貴F225-319502858

金太中
詩集：囚われの街
金太中著
ユリイカ：東京,195461p;26cm
ユリイカ版
<126＞庫929.11-Ki41219501898

河上徹太郎
ドン・ジョヴァンニ
河上徹太郎普
細川書店：東京,1951104p図版;19cm
<101>庫762.345Mo98Ykdl9502643
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川口篤
フランス演劇
川口篤著絹鈴木信太郎，渡辺一夫監修
河出書房：東京,1954273p:19cm
（フランス語教養講座・続篇；蹴巻）
〈102＞庫952-Alkl9501724

河津祐之
英仏百年戦記
河津祐之述
松栢堂：東京，18764冊(1-4巻合本);26cm
和装
*<103>貴T-232-119502885
*<104>貴T-232-219502886
*<105>貴T-232-319502887
＊〈106＞貴T-232-419502888

串田孫一
博物誌随想
串田孫一著

創文社：東京,1957170p図版;18cm
〈13①庫914.6-Ku86hcl9501954

串田孫一

砂時計と寝言：串田孫一随想集
串田孫一著河盛好蔵

新ふらんす手帖
河盛好蔵著
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創文社：東京,1957173p図版;18cm
「砂時計と寝言」他3鳴
く137＞庫914.ケK1186scl9501956

串田孫一
菫色の時間
串田孫一著
創文社：東京,196022":図版;18cm
（アルプ選書）
〈138＞庫914.6-Ku86sdl9501936

串田孫一
自然手帳
串田孫一箸
緑地社：東京,1956133p;18cm
自然手帳他13篇
<139＞庫914.6-Ku86sel9501955

串田孫一
山羊の鈴
串田孫一著
竹内書店：東京,1962234p;20cm
〈140＞庫914.ケKu86ybl9501957

串田孫一
山に遊ぶ雲
串田孫一著写真:三宅修
弥生書房：東京,1958120p(図版2m共);
18xl9cm

<141＞庫914.6=KIB6ycl9501958

串田孫一
夜と暁の想い
串田孫一著
筑摩書房：東京,1956203p;18cm
考える人の憧れ他1蝋
〈142＞庫914.ケKu86ydl9501959

串田孫一
夜空の琴：随筆集
串田孫一著
創文社：東京,1965304p;20cm
〈143＞庫914.ケKu86yel9501935

串田孫－
遠い鐘の音
筑摩書房：東京,1958252p図版;20cm
（串田孫一随想集；第1）
他124篇
<144＞庫914.ケKu86A-119501938

串田孫一
地平線への郷愁
蜘寧書房：東京,1958252p図版;20cm
（串田孫一随想集；第2）
〈145＞庫914.ケKu86A-2195019"

串田孫一
夜と暁の想い
熊代荘歩著

筑鱈噌房：東京,1958248p図版;20cm
(串田孫一随想集；第3）
〈146＞庫914.6-Ku86A-319501940

串溌七き登塞
筑摩書房：東京,1958245p図版;20cm
（串田孫一院爽操；第4）
他51篇
く147＞庫914.6-恥86A-419501941

串田孫一

灘房:東京,1958260p図版;20cm
（串田孫一陛爽操；第5）
〈148＞庫914.6Ku86A-519501942

串田孫一
牡牛の赤い眼
筑摩書房：東京,1958248p図版;20cm
（串田孫一随想集；第6）
〈149＞庫914.6-Ku86A-619501943

串田孫一
へンデルと林檎
筑摩書房：東京,1958250p図版;20cm
（串田孫一院蝿燥；第7）
<150>庫914.6-Ku86A-719501944

串田孫一
蹴Rの蝶
筑摩書房：東京,1958251p図版;20cm
（串田孫一随想集；第8）
〈151＞庫914.6-Ku86A-819501945

串田孫一
北海道の旅
串田孫一著
筑摩書房：東京,1962239p:図版49p;
21cm

〈152＞庫915.6-Ku86hl9501937

串田孫一
猫と詩と鼬風：日記と随想
串田孫一著
東都書房：東京,1963230p:図版;18cn
巻頭に著者と猫の肖像あり
く153＞庫915.ケKu86nl9501947

熊凝武晴
南極観測航海記
熊凝武晴著
有紀書房：東京,1957301p:図版25p;
19cm

〈154＞庫402.979-Ku3319501975

熊代荘歩
永遠の人間像：若い人々のためのプレイク：
と詩と画
北星堂書店：東京,1960266p:図版15枚

－8－
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19cm

付:引用詩原文254-266p
<155＞庫930.28-B53kf 19501713

久山康
調書の伴侶／読書の伴侶
久山康編
基督教学徒兄弟団：兵庫,1952314p;19cm
発売元:弘文堂
<156＞庫019-肥3fl9501727

栗田勇
伝統の逆説：日本美と空間
栗田勇著
七曜社：東京,1962238p;22cm
〈157＞庫702.1-Ku6719502466

栗本鋤雲
鞄蓄十種
栗本鋤雲(鞄庵)著
九潜館：［出版地不明]，18692冊;23cm
和装巻之1鉛篭紀聞巻之2暁窃進擬
＊〈158＞貴子211-119502788
＊〈159＞貴F211-219502789

呉茂一
花とふくろう：随筆評論集
呉茂一著
要碧房：東京,1947197p;19cm
<160>庫914.6-Ku5919502543

桑原武夫
蕊術・教育・宗教／芸術教育宗教
桑原武夫，宗像誠也，清水幾太郎著
白日書院：東京,1947136p;19cm
（二十世紀鋭室；3／プラグマティズム；
2）

〈161＞庫113.6-P886219502624

桑原武夫
ソ連・中国の印象
桑源武夫箸
人文書院：東京,1955264p:図版;19cm
〈162＞庫302.38-Ku9519501770

桑原武夫
近代文学入門
桑原武夫著
三笠書房：東京,1952177p;18cm
（三笠新書；第1）
附録:世界近代小説五十選桑原武夫選他6篇
<163>庫902.06Ku9519502625

剰京武夫
文化への発言
桑原武夫著
創文社：東京,1953207p;19cm
（フォルミカ選書；第12）
〈164＞庫914.6-Ku95bbl9502M6

訓点藷約聖書創世記
1暎国聖書会社：櫛兵,187890p;22cm
＊〈165＞貴F30219502757

源氏鶏太
堂々たる人生
源氏鶏太著
集英社：東京,1961301p;20cm
〈16①庫913.6-G34dl9501924

高津春繁
ギリシア民族と文化の成立
高津春繁箸
岩波書ﾘ吉：東京,1950223p;22cm
〈167＞庫231-Ko99cop､219313453

高津春繁
古典ギリシア
高津春繁著
筑摩書房：東京,1964254p;19cm
（剥蕊叢書；19）
〈1錦＞庫231-Ko99kl9502555

高津春繁
比較言語學／比較言語学
高津晉繁著
河出書房：東京,19424,4,8,333,18p;2
（文化科學叢書）
〈169＞庫801.09-Ko99hbcop,219313466

高津春繁
古代文字の鯖涜
高津菩繁，関根正雄著
岩波書店：東京,1964302,17p;19cm
〈170＞庫801.1-Ko99cop.319313478

19424,4,8,333,18p;22cm

高津春繁
言語学概論
高津春繁著
有精堂出版：東京,1957246p;22cm
（国語国文学大系）
巻末:文献
<171＞庫801-Ko99cop.519313465

高津春繁
アルカディア方言の研究
高津言繁著
岩波書店：東京,1954323p;27cm
〈172＞庫891.8-Ko"cop.219313459

高津春繁
ギリシア・ローマの文学
高津春繁著
明治書院：東京,1967310p;22cm
（世界の文学史；1）
〈173＞開902-Se22rll9502542
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今日出海
たぬき轆
今日出海著
創元社：東京,1951241p;19cm
<201>庫913.55Ko71319502249

今日出海
比島従軍
今日出海著
創元社：東京,1944250p;19cm
〈202＞庫914.6~Ko71hl9502251

今日出海
山中放浪：私は比島戦線の浮浪人だった
今日出海著
日比谷出版社：東京,1949288p;19cm
〈203＞庫915.6Ko7119502247

今日出海
現代佛蘭西短篇集/Contesd,aujourd'hui
今日出海編
中央公論社：東京,1940360p;19cm
（現代世界文學叢書；5）
〈204＞庫953.08-G34el9502250

斎離雄
ボオドレエル研究
斎闘溌雄著
三笠書房：東京,1950218p図版;22cm
<205>庫950.28-B28sacop､219313486

斎闘職雄
リラダン
斎郷雄著
三笠書房：東京,1941248p;19cm
観代叢書；16）
<206>庫950.28-V713scop､219313454

斎認職雄

フランス詩話：近代の絶唱をめぐって
斎開灘鮮普
新潮社：東京,1955228p;18cm
（一時間文庫）
内容:ヴアルモオル夫人,ネルヴァル,ボオドレ
エル,マラルメ,ヴェルレェヌ,ランボオ
〈207＞庫951-A1sacop.219313446

小林正
比較文学入門
小林正著
東京大学出版部：東京，
〈182＞庫901.9-Kol2

高津春繁
千夜一夜物語
高津春繁，鈴木信太郎編大場正史訳
河出書房：東京,1956323p;19cm
（世界風流文学全集；第9／アラビア篇）
内容：千夜一夜物語(大場正史訳）
〈174＞庫908-Se220-919502MO

小林秀雄
Xへの手紙
野田書房：東京,192273p;16cm
〈192＞庫914.6-Kol2xl95024641950193p;19cm

19502346

小林秀雄
ランボオ論
小林秀雄著
野田書房：東京,193741p;22cm
限定版
<193＞庫950.28-44kl9502712

小林秀雄
真贋
小林秀雄著
新潮社：東京,1951234p;20cm
<194＞庫914.6-Kol2sbl9502334

小林秀雄
ドストエフスキーの生活
小林秀雄著
創元社：東京,1949229p;23cm
〈195＞庫980.28-D88kkl9502339

駒井和愛
郡郵：戟國時代趙都城杜の發掘/Han4an
駒井和愛，關野雄著
東亜考古学会：東京,19543,7,112,45p図版
30枚;27cm
（東方考古学叢刊；乙種鶴七冊）
〈196＞庫222.11-Ko5719502675

小松情
ヴェトナムの血
小松清著
河出書房：東京,1954350p;19cm
〈197＞庫913.6-Ko61419501704

小山三郎
國贈観念と融和の精神／国体観念と融和の
精神
小山三郎著
中央融和事業協會：東京,193780p;19cm
（融和問題叢書；第十一編）
財団法人中央融和事業協会
<198＞庫316.36-Ko9719501970

今日出海
私の人物案内
今日出海著
創元社：東京,1951250p;19cm
〈199＞庫910.26Ko7119502248

今日出海
愛情の決算
今日出海著
東宝株式会社：東京,195587p;18cm
東宝シナリオ選集この十年より井出敏郎脚
本,佐分利信監督
<200>庫912.7-Ko7119501781

小林正
スタンダールとその恋人たち
小林正著
今日社：東京,1949297p;19cm
慰愛年譜:P､251297
〈183＞開950.28-St4kcl9502348

高津春繁
古代ギリシア文學史／古代ギリシア文学史
高津言繁晉
岩波書店：東京,19529,298p,20p;18cm
（岩波全書；167）
折り込み図2枚
<175＞庫991.02-Ko9919502559

小林秀雄
文藝評論
小林秀雄著
白水社：東京,1931-19343冊;22cm
［1］：からくり,様々 なる意匠,志賀直哉,ア

シルと篭の子,他．［2］：文芸批評の科学性に関
する論争,フランス文学とわが国の新文学,室
生揮星,他［3］ランボウ論,作家志願者への助
言,文学批評について,故郷を失った文学,他
3冊目の出版者:芝書店
<184＞庫904-Ko12-119502338
〈185＞庫904-Ko12-219502337
〈186＞庫904FKol2-319502336

越えてきた道：二十世紀の回心者たち
有永弘人［ほか］訳
黎明社：東京,1957183p図版;18cm
ポール・クローデル(ジャック・マドール著大木健
訳)他6篇
<176＞庫198.2-Ko2219502657

小海永二
峠：小海永二詩集
小海永二著
ユリイカ：東京,1954109p;18cm
（アルビレオ叢書；第3）
〈177＞庫911.56-Ko4119501888

小林秀雄
歴史と文学／歴史と文學
小林秀雄著
創元社：東京,1941226p;19cm
（創元選書；83）
〈187＞庫904FKo12rl9502343

五島美代子
時差：歌集
五島美代子著
白玉書房：東京,1968265p;20cm
位春叢書；第30篇）
〈178＞庫911.1鯛で7219501787

小西茂也
モーパッサン

小画受也，大西忠雄共著
青磁社：東京,1949295p;19cm
〈179＞庫950.28-Ma95kcop.219502158

小林勇
雨の日
小林勇著
文芸春秋新社：東京,1961215p;20cm
内容：雨の日,亡友の子どもたち,懐遠,月白
風情
<180＞庫914.GKo123abl9501925

小林秀雄
文學／文学
小蛎雄著
創元社：東京,1938271p;18cm
（創元選書；5）
〈188＞庫914.6-Kol2bl9502344

小林秀雄
感想
小林秀雄著
創元社：東京,1959277p;19cm
〈189＞庫914.6-Kol2kdl9502345

斎藤勇

星を求める蛾のねがい：青年の文学
斎藤勇箸

南雲堂：東京,1956177p;19cm
（南雲堂不死鳥選書）
<208>庫914.eSa258hl9501876

斎藤勇
國際思想と英米文學
斎藤勇著
山海堂：東京,1946278p;18cm
<209>庫930.2-Sa25kl9502511

小林秀雄
無常といぶ事／無常という事
小林秀雄著
創元社：東京,194682p;21cm
〈190＞庫914.ヶKol2mbl9502335小林正

悪妻と賢妻：フランス三つの恋物語
小林正著
朝日新聞社：東京,1954166p図版;20cm
（朝日文化手帖；26）
内容:ナポレオンとジョゼフィーヌ,ショパンと
サンド,アベラールとエロイーズ
〈181＞庫283.5-Ko1219501747

小林秀雄
私の人生観／私の人生観
小林秀雄著
創元社：東京,1949237p;22cm
〈191＞庫914.eKo12w-S19502341
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斎藤勇
文学の世界/Theworldofliterature:
anintrmuctiontothestudyofliterature

斎藤勇著
研究社：東京,1958314p;19cm
<210>庫930.4FSa25cop､2193134"

斎藤勇
ここかしこ

斎藤勇著
新月社：東京,1948270p;19cm
＜211＞庫914.6-Sa25819502512

斎藤勇
杜甫：その入その詩
斎藤勇著
研究社：東京,1946372p地図;19qn
<212＞庫920.28-Tollc"､219502509

酒井光穂
祭典詩集：天涯に祈る
酒井光穂著
祭典文学会：東京,1954102p;19cm
〈213＞庫911.5GSa29519501746

榊原紫峰
紫峰素描集
榊原紫峰著
全国書房：京都,194875p図版58枚はり込み
原色図版2枚;30cm
<214＞庫721.9-Sa3119501697

坂口昌明
詩集：旅する椅子
坂口昌明著
思潮社：東京,1965105p;19cm
〈215＞庫911.5GSa2819501877

相良守峯
ドイツ杼情詩集
相良守峯編
思索社：東京,1949334p;19cm
（思索選害；第132）
内容:ワルテル・フォン・デル・フォーゲルワイ
デ(相良守峯）クロプシュトック(相良守峯）
クラウディウス(相良守峯）ゲーテ(斎藤英治）
シラー(手塚富雄）ヘルデルリーン(手塚富夫）
ノヴァーリス(小牧健夫）プレンターノー(小牧
健夫）シャミッソー(小牧健夫）ウーラント(国
松孝二）アイヒェンドルフ(富士川英郎）リュ
ッケルト(国松孝二）ミュラー(滝崎安之助）
プラーテン(佐藤晃一）ハイネ(滝崎安之助）
レーナウ(国松孝二）メーリケ(富士川英郎）ヘ
ッベル(佐藤晃一）シュトルム(富士川英郎）
ケラー(佐藤晃一）マイヤー(佐藤晃一）
〈21①庫941.08-M3dl9502493

相良守峯
ドイツ中世叙事詩研究
相良守峯箸
富士出版：東京，1948
〈217＞庫941-A1srF

767p;21cm
19502495

佐藤晃一
ドイツ抵抗文学
佐藤晃一,山下肇著
東京大学出版会：東京,1954253p;18cm
（東大新書）
内容：自由ドイツの文学運動(山下肇）／抵
抗の歴史(佐藤晃一）
〈218＞庫940.27-Sa85cop､219313471

佐藤朔
ボオドレエル覚書
佐藤朔著
大日本雄弁会講談社：東京,1949274p図版；
19cm

<219>庫950.28-B28stcop.219313484

佐藤輝夫
フランス精神と文化
佐藤輝夫著
目黒書店：東京,1943331p;18cm
（闘戻文化叢書）
<220>庫235-Sa8519502591

佐藤輝夫
フランス文学の精神
佐癌輝夫著
小石川書房：東京,1949356p;19cm
〈221＞庫950.2-Sa85f-K19502592

佐藤敏子
晩夏光
醐瀞敦子著
新光印刷：東京,1985162p;19cm
〈222＞庫911.3"-Sa8519501873

佐擁勇一
夏のヴァカンス
佐磯勇一著
芸文同人会：町田,19"203p;19cm
（芸文叢書）
〈223＞庫913.6-Sa859119501678

佐藤雄治
明治新体詩歌選：偶評
佐藤雄治(磁々庵居士)編第5版
吉岡平助：大阪,1891225p;17cm
従七位陸軍中尉大庭君題僻
＊〈224＞貴T-30719502765
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山宮允
近代詩の史的展望
山宮允教授華甲記念文集編纂會編
河出書房：東京,1954459p;19cm
著者の肖像あり
<225＞庫911.5-Ki42cl9501930

参謀本部
五国対照兵語字書/Dictionnaire
polyglottemilitaireetnaval:franCais,
allemand,anglais,neerlandaiset
japonais

参謀本部[編訳］
参謀本部：東京,1881977,16,12p;24cm
＊〈226＞貴P27419502782

三遊亭円朝
黄薔薇：欧州小説
三遊亭圓朝口述石原明倫筆記
金泉堂：東京,1887123p:図版8p;18c
＊<227＞貴T=29319502745

;18cm

塩田良平
おゆき抄
塩田良平著
光風社書店：東京,1966246p;19cm
〈228＞庫914.6-Sh7219501872

重信常喜
遁走曲
重信常喜普
ユリイカ：東京,1955288p;19cm
<229＞庫913.6-Sh2919501825

篠田浩一郎
フランス・ロマン主義と人間像
篠田浩一郎著
未来社：東京,1965294p;19cm
〈230＞庫950.2-Sh66419502552

渋沢孝輔
不意の捌楓：詩集
渋沢孝輔著
晶文社：東京,1966109p;21cm
<231＞庫911.56-Sh21fl9501831

渋沢孝輔
場面：渋沢孝輔詩集
渋沢孝輔著
ユリイカ：東京,1959111p;19cm
〈232＞庫911.55Sh24bl9501874

渋沢均
海に病む翻蘭：詩劇／小さな詩篇
渋沢均著
緑園書房：東京,1955237p;18cm
〈233＞庫912.ケSh2119501721

島田謹二
十九世紀英文学
島田謹二著
研究社：東京,1951271p,図版;18cm
（研究者新英米文学語学講座；13）
〈234＞庫930.8-Ke45-13cop､219313475

島田謹二
若き日の芸術家
島田謹二著
真光社：東京,1947195p;19cm
〈235＞庫904-Sh36419502530

清水雅
書斎のたわごと：随筆
清水雅著
梅田書房：大阪,1951240p図版;19cm
書斎のたわごと他2篇
<236＞庫049-Sh49519501871

シュツプレー，エル
当世二人女婿：脚本ハ仏国世界ハ日本
ドクトル・エル・シュツプレー著；依田学海
戯編秋涛外史原訳河尻宝岑校訂耕雨小史
評点

鳳文館：東京，18872冊(上・下合本);23cm
和装
＊〈237＞貴F231-119502883
＊〈238＞貴F231-219502884

庄司浅水
わが愛書の記
庄司浅水著

帖面舎：東京,19"220p図版;22cm
限定版巻末:庄司浅水著計唇目録
<239＞庫020.4-Sh96wl9501W3

生野幸吉
飢火：詩集
生野幸吉著
河出書房：東京,1954303p;19cm
〈240＞庫911.56-Sh9619501725

条野孝茂
和洋奇人伝
条野孝蘇普落合芳幾画
三書房：東京,187220丁;18cm
和装
＊〈241＞貴子24119502910

白井健三郎
体験：白井穂三郡小品集
白井健三郎著
河出書房：東京,1949209p;19cm
（方舟叢書）
〈242＞庫914.ケSh81419502374
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宗左近
大河童：宗左近詩集
宗左近著
弥生書房：東京,1969174p;20cm
〈269＞庫911.56-So117dl9501857

杉浦勝郎
雑兵：杉澗勝郎詩集
杉浦勝郎著
吾妻鋸：東京,196989p:19cm
自家版
く252＞庫911.53Su4819501852

杉本秀太郎
こめえるす

杉本秀太郎,塩津一太,本多烈著筏圭司編輯
塩津一太：寵野市，19541冊:26cm
私家版
内容：1号
<253＞庫911.53Su3819502688

杉山藤次郎
軍曹狂夫午睡之夢
杉山藤次郎(南何亭夢筆)著再仮
令桜堂：東京,1887288p;19cm
初版:明治20年3月刊
＊〈254＞貴F29019502740

杉山藤次郎
掌破需軍談：通俗絵入
杉山藤次郎(奇正)編次
前橋割舌：東京，18862冊;18cm
附:評論
＊〈255＞貴Tf301-119502755
＊〈25①貴子301-219502756

鈴木貫介
歌集：南畝集
鈴木貫介著
新星書房：東京,1968212p;19cm
〈257＞庫911.56-Su96719501785

鈴木健郎
現代フランス文学史
鈴木健郎著
鈴木健郎遺稿刊行会：東京,1965213p;
22cm

限定版
く258＞庫950.2-Su96195018"

白井浩司
「サルトル」入門

白井浩司著
講談社：東京,1966218p;18cm
（識淡社現代新書;70)
〈243＞庫135.9-Sa69Yshicop.2195

i酋蕊誠一
フランス澗剥：研究と随想
適蕊誠一与著
惇信堂：東京,1946350p;19cm
＜244＞庫772.35-Sh621950228

吹田順助
旅人の夜の歌：自伝
吹田順助著
識淡社：東京,1959299p;20cm
<245＞庫289.1-Su5219501775

杉捷夫
平和の證言／平和の証言
杉捷夫著
岩波書店：東京,1952v,178p;18cm
（岩波新書；青腸109)
<246＞開S-319.8-Su3219502291

杉捷夫
こころとの対話：人間と平和への思索
杉捷夫著
番町書房：東京,1966296p;19cm
〈247＞庫914.6-Su32kl9502290

杉捷夫
栂観フランス文学：十七世紀迄
杉捷夫著
生活社：東京,1944226p:18cm
〈248＞庫950.2-Su32gl9502293

杉捷夫
フランス文学細筆
杉捷夫編
白水社：東京,1939317p;19cm
〈249＞庫950.4-Su32fl9502286

杉捷夫

フランス文學論／フランス文学論
杉捷夫著
酎燈社：東京,1947286p;19cm
（現代評論文学叢書；1）
<250>庫950.4-Su32fbl9502292

杉富士雄
「聖女フオワの歌」とその研究

杉富士雄著
新東京書房：東京,1966512p(図版共

鈴木力衛
モ リ エ ー ル

鈴木力様塔
世界評論社：東京,1950252p肖像;19cm
（世界文学はんどぶつく）
年譜・参考文献:p.215-250
<260>庫950.28-Mo22sl9502354

COp､219502011
宗左近

黒眼鏡：詩集
宗方近著
ユリイカ：東京,1959113p;20cm
<270>庫911.56-Soll7kl9501906

鈴木力衛
ピエール・パトラン先生
鈴木力衛翻案
未来社：東京,196164p;19cm
（未来海外劇場；3）
渡辺一夫校閲
<261＞庫952-P62.sl9501730

鈴木力衛
フランス澗剥雑筆
鈴木力様渚
新月社：東京,1949243p;19cm
<262＞庫952-Su9619502355

須田国太郎
ゴヤ/Goya
須田國太郎著
日本美術出版：東京,194676p;19cm
〈263＞庫723.36-G74Ysbl9501"8

西洋復讐奇調：開巻驚奇
関直彦訳
金港堂：東京,1887429p;19cm
前編のみ
＊〈264＞貴T-30419502759

関根九雀
ふるさとの鷲：関根九雀詩集
関根九雀著
大雅洞：東京,196559p;16cm
前田鉄之助序・関野準一郎画限定版
<265＞庫911.56-Se3619501921

全世界一大苛書：アラビヤンナイト／全世
界一大奇書：アラビヤンナイト
井上勤訳述渡遥義方校正
廣知社：東京,1886672p;19cm
原書Arabiannightsの翻訳合巻
＊<266＞貴T-29819502752

宗左近
美術の現代的状況：芸術の中の日本
宗左近著
芳賀書店：東京,1965310p;18cm
（今日の状況鼈書；6）
〈267＞庫702.16Sollbl9501694

宗左近
愛：宗左近詩集
宗左近著
弥生書房：東京,196975p図版;22cm
<268＞庫911.5GSoll7abl9501836

大民新聞社
ヒトラー政購十電年：1933-1943
大民新聞社訳編
大民社：東京,1943148p;18cm
徳富蘇峰先生序
<271＞庫234.074FH77bl9501966

ダイヤモンド社
誰にも判る電気国営案の批判：国営になっても
料金は下らぬ／誰にも判る電氣國管案の批
判：國管になっても料金は下らぬ
ダイヤモンド社編
ダイヤモンド社：東京,193658p:図，表；
19cm

〈272＞庫540.93-M119501965

高内壮介
詩篇：可動律
高内壮介著

松本昌平；［出版地不明]，19541冊;21cm
〈273＞庫911.56-Ta5519501884

高木重直
佛朗西法律書五法通語／仏朗西法律書五法
通語
高木重直編輯
東京書林：［東京]，18761冊(頁付なし）；
19cm

＊〈274＞貴子32219502781

高木秋浦
通俗佛蘭西革命史／通俗仏国革命史
高木秋浦(為鎮)編
金桜堂：東京L_1887100p;19cm
中江篤介先生題字
＊〈275＞貴T-28019502724

高橋基一
彪氏愛國偉動／彪氏愛国偉勲/Victor
Hugoandhistime

高橋基一著

東崖堂：東京,1887226p,図版1枚;19cm
ユゴーの肖像あり
＊〈27①貴T-27919502723

高橋重義
哀歌：ミレェネ
高橋重義著

鈴木力衛
現代世界戯曲選集
鈴木力衛編
白水社：東京,1954417p図版;19cm
13:フランス篇3
内容：聖なる悪魔(J,コクトー著鈴木力衛，
安藤信也訳）／リュクレースの凌辱(A,オベ
イ著寺川博訳）／間奏曲(J,ジロドウ著米村
哲訳）／買う女(S,パツスール著原千代海訳）
あべこべ人生(A,サラクルー著大久保輝臣訳）
英語を話せばこの通り(T,ベルナール著／
鈴木力衛訳）
〈259＞庫908.2-G34-13cop.219502451

ノ
ノ

新東京書房：東京,1966512p(図版共）地図
22cm

参考文献:507-510p
〈251＞庫951-Sel7Ysl9502005

，
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詩社エリア：福島,196555p;23cm
<277＞庫911.56-Ta33719501835

高橋政雄

謡墨196好のノートより：冬･猟人の歌･海
高橋政雄著
思潮社：東京,1962157P;22cm
<278＞庫911.56-Ta33519501900

高橋政雄
詩集：人間
高橋政雄著
思潮社：東京,1969113p;26cm
＜279＞庫911.56-Ta335nl9502"9

高橋政雄
青年時代：詩集
高橋政雄著

思潮社：東京,1961135p;22cm
<280>庫911.56~T335sl9501901

高森文夫
昨日の空：詩集
高森文夫著

一樹社：延岡,19"125p図版;21cm
<281＞庫911.56Ta4419501"2

高山峻
フランス実証主義哲学
高山峻著
創元社：東京,1950195p;19cm
<282＞庫115.6-Ta56cop､219313464

滝口雅子
見る：詩集
滝口雅子箸
＃甑愉：東京,196778p;19cm
〈283＞庫911.5GTa71519501916

滝田貞治

村上英俊：佛學始祖／佛學始祖村上英俊
／村上英俊：仏学始祖
瀧田貞治著
巖松堂書店古典部：東京，19343冊;28cm
＊<284＞貴T=214-119502803
＊〈285＞貴T~214-219502804
＊〈286＞貴T-214-319502805

竹内栖鳳
枢漉腱醗淡
竹内枢楓[述］竹内進縄
全国書房：京都,194783p:図;24cm
峡入
<287＞庫721.9-Ta67sl9502785

竹村文祥
冗談下談
竹村文祥著
美和書院：東京,1956190p;18cm
〈288＞庫09-Ta"19501988

田島象二
西国烈女伝
田島象二編
弘令本社：東京,1881110p;19cm
＊〈289＞貴F25019502930

多田道太郎
象徴主義・行動主義
多田道太郎等著
三一書房：京都,1957262p;18cm
（文芸思想史；第3）
内容:象徴主義(多田道太郎）行動主義(黒田憲
治）耽美主義(藤田美樹志）
表現主義(富田弘,石黒英男）ダダイスム(山
川篤）シュールレアリスム(山川篤）
<290>庫902.02-Sh9519501718

辰野隆
落第読本
辰野隆編
鱒書房：東京,1955177p図版;18cm
落第と落第の前(安部能成）他9篇
く291＞庫049-R1219501986

辰野隆
仏蘭西文学考
改造社：東京,1949-1950
（辰野隆選集；第1-2巻）
〈292＞庫081.6-Ta95-1
〈293＞庫081.6戸Ia95-2

2冊;19cm

19501981

19501982

辰野隆
ボオドレエルとルナアル
改造社：東京,1948330p;19cm
（辰野隆選集；第3巻）
〈294＞庫081.Ha95-319501983

良野隆
忘れ得ぬ人々と谷崎潤一郎
改造社：東京,1949281p;19cm
辰野隆選集；第4巻）
〈295＞庫081.6-Ta95-419501984

良野隆
信天翁の眼玉
改造社：東京,1950280p;19cm
（辰野隆選集；第5巻）
〈296＞庫081.6Ta95-519501985

辰野隆
シラノ物語
辰野隆,鈴木信太郎,横塚光雄著
山の木書店：東京,1949221p図版;19cm
原本は、ゴオチエ著「シラノ・ド・ベルジュラ
ック」に基づいたもの
<297＞庫952-Ta9519502438

田中於莵弥
印度さらさ
田中於莵彌著

－16－

」
:I；

豊迅

生活社：東京,1943212p:図版;19cm
<298＞庫929.8-Ta84il9502583

田中キチ
鍛鉄場の主人
田中キチ編
田中キチ：東京,1886150p;19cm
表紙の書名:鍛鉄の主人
＊〈299＞貴Tz31019502769

田中耕造
仏国史略
田中耕造訳青木先孝閲
文部省：〔東京],1874-187610冊(巻1-10
合本);22cm
和装平田宗敬校
*<300>貴子223-119502841
*<301>貴P223-219502842
*<302>貴Tz223-319502843
＊<303＞貴P223-419502844
*<304>貴F223-519502845
＊〈305＞貴TE223-619502846
*<306>貴T-223-719502847
*<307>貴F223-819502848
*<308>貴F223-919502849
＊〈309＞貴T-223-1019502850

田中耕造
掌破嵩政略
田中耕造訳述青木先孝校
伏龍軒：東京，18731冊;23cm
和装
内容：小伝,政略
*<310>貴子26819502833

田中美知太郎
ギリシア研究とヒューマニズム
田中美談ﾛ太郎著

要書房：東京,19472,241p;19cm
〈311＞庫131-Ta84gl9502631

田辺貞之助
ふらんすの故事と諺
田辺貞之助著
紀伊園屋書店：東京,1959336p;20cm
〈312＞庫388.835=Ta83fbl9502298

田辺貞之助
フランス語季節の動詞
田辺貞之助著
白水社：東京,1957142p;18cm
〈313＞庫855.5-Ta8319501913

田辺貞之助
パリ小話集/Petitscontesparisiens
田辺貞之助訳註
白水社：東京,1952167p;19cm
（佛蘭西文學課註叢書；第20篇）
仏文併記
<314＞庫857.7-P2319502295

田辺貞之助
うろか船：随筆
田辺貞之助著
青蛙房：東京,1959273p図版;19cm
〈315＞庫914.6Ta83819502294

田辺貞之助
日本風流故事物語
田辺貞之助著
河出書房：東京,19"319p図版;20cm
〈316＞庫914.ケTa838nl9502297

田辺貞之助
女木川界隈
田辺貞之助著
実業之日本社：東京,1962286p;19cm
内容:女木川界隈,旅でひろった話,女性につい
ての臆測,愚かなひとりごと,折にふれての思い
〈317＞庫914.6~Ta838019502304

田辺貞之助
フランス小話集
田辺貞之助著
高文社：東京,1955144p;18cm
（ベストセラーズ双書）
〈318＞庫957-T83fl9502305

谷崎精二

都の西北こだまする森：早稲田大学70年
谷崎精二編
鱒書房：東京,1955199p図版;20cm
英文科のころ(土岐善麿）他19篇
<319＞庫377.28-W41tl9501978

近山安則

英仏単語図解：初篇
近山安則(章一)訳中村宗広面
長岡屋新助：東京，187217丁;18cm
和装
*<320>貴Tz24619502926

張宗良
普法戦記

張宗良(芝軒)口訳王鞘(紫詮)編
陸軍文庫：〔東京〕，18781冊;23cm
和装
＊〈321＞貴子24719502927

20";18cm

塚谷晃弘
音楽と人生
塚谷晃弘編
池田書店：藤沢，1968
（新教養選書；5）
参考文献:205-206pg参考文献:205-206p生きる歓びを与える名曲
とともに

<322＞庫760.-"5dl9501962

辻以知郎

これから十年史：未来図を描く
辻以知郎編
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住吉書店：東京,1956302p;19cm
<323＞庫041-Ko79319501977

辻直四郎
プラーフマナとシュラウタ・スートラとの關係
／プラーフマナとシュラウタ・スートラと

の関係
辻直四郎蕾
東洋文庫：東京,1952247p;27cm
（東洋文揖謡甫叢；第33）
〈324＞庫129.2-Ytbl9502590

辻直四郎
ヴェーダとウパニシャッド
辻直四副張普
創元社：東京,1953341,18p;21cm
<325＞庫129.2-Ytcl9502585

寺田透
世界の中の日本美術
寺田透箸
平凡社：東京,1966164p;24cm
（日本の美術；25）
監修：亀井勝一郎ほか
<332＞庫708-N71-2519502450

寺田透
繪豊とその周遥／絵画とその周辺
寺田透普
弘文堂：東京,1959314p図版;22cm
〈333＞庫720.4-Tも4319502432

寺田透
詩のありか
寺田透普
思潮社：東京,1968215p;22cm
〈334＞庫901.1－た43.al9502435

"jll夢声
対談奥尋詰書：問答有用うらぱなし
徳川夢声著
有紀書房：東京,195725";20cm
〈351＞庫09-To36tl9501989

寺田透
作家私論
寺田f塞著
改造社：東京,1949304p;19cm
〈342＞庫910.4-Te4319502430

寺田透
詩的なるもの
寺田透普
現代思潮社：東京,1959420p;19cm
<343＞庫911.5-L4319502427

寺田透
近代日本のことばと詩：寺田透評論集
寺田透著
思潮社：東京,1965295p;22cm
〈344＞庫914.6-Te43kl9502431

寺田透
バルザック：人間喜劇の平土間から
寺田透箸
現代思潮社：東京,1967487p;22cm
〈345＞庫950.28-B16tcop､219502433

天香逸史
新編黄昏日記
醒々居士稿小宮山天香(天香逸史)閲
騒々 堂：大阪，188572丁;18cm
和装
＊<346＞貴T-24319502913

土井虎賀寿
悲劇性への意志
土井虎賀寿普
壮文社：東京,1948229p;21cm
<347＞庫104-D83cop.219313470

土井虎賀寿
『ツァラトーストラ』鐵沁・同情・運命

土井虎賀寿著新版
評論社：東京,1948329p;22cm
版表示は「新版の序言」による
<348＞庫134.922-ZY-H19502490

東京国立博物館
日本古美術展：オリンピック東京大会
東京国立博物館編
東京国立博物館：［東京],1964241Q._;26(
会期:昭和39年10月1日～11月10日主催：
オリンピック東京大会組織委員会,東京国立梶
物館
<349＞庫702.1-N71019501703

東畑精一
一巻の人
東畑精一著
東畑精一：東京,1960286p;19cm
一巻の人他37篇
<350>庫041To2319501780

所武雄
知慧子の四季
所武雄著
北辰堂：東京,1953211p;19cm
〈352＞庫913.6-To3419501927
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辻直四郎
バガヴァツド・ギーター：古代印度宗教詩
辻直四郎普
刀江書院：東京,1950231,7p;22cm
<32①庫929.81-Ma29-T19502"4

富永惣一
美術随想
富永惣一著
倉謄社：湯河原町(神奈川県)，1948
版;19cm
〈354＞庫704FTo5519501705

寺田透
寺田透文学論集
限定版
東京大学出版部：東京,1951328p;22cm
〈335＞庫904-1も4tl9502423

寺田透
文学その内面と外界
寺田透著
弘文堂：東京,1959409p;21cm
〈336＞庫904Je43bl9502424

寺田透
わが中世
寺田透著
現代思潮社：東京,1967300p;20cm
〈337＞庫910.24-Tも4319502422

寺田透
同時代の文学者
寺田遜普
大日本雄弁会講談社：東京,1956329p;
19cm

〈338＞庫910.26Te43dl9502429

198p図

辻本一貫
仏国略史
辻本一貫訳
陸軍文庫：〔東京〕
＊〈327＞貴張236

鳥居昌三
火の装置：詩集
鳥居昌三著
Pressebibliomane:東京,195945p;17cm
限定版
<355＞庫911.56-Tb6719501908

鳥山啓
西洋雑誌
鳥山層編松川半山画
第二散社：東京，187324丁;21cm
和装
＊〈356＞貴F21819502824

中江兆民
佛和辞林/Dictionnaireuniverselfran-
Cais-japonais

東京印刷会社：東京,18861422p:26cm
中江篤介校閲印刷：東京印刷会社:東京
＊〈357＞貴T-27019502729

,1875120丁;23cm
19502900

坪内遁遙
交際之女王：淑女亀鑑
坪内雄蔵(春廼屋臘)訳述
金桜堂：東京，1887／自由閣：東京
19cm

東京二書周蔵
＊〈328＞貴T-30019502754

手塚富雄
帰り行くひと：創作集
手塚富雄著
育生社：東京,1948329p;19cm
（芸林新書；第6）
〈329＞庫913.''T℃95kl9502496

151p;

手塚富雄
ゲオルゲとリルケの研究
手塚富雄著
岩波書店：東京,1960N7p;22cm
<330>庫940.28-G35cop.219313479

寺田透
現代日本作家研究
寺田透著
未来社：東京,1954328p
〈339＞庫910.26-Te43g

中江兆民
仏和字彙/Dictionnaireuniverseldu
frangais-japonais
中江篤介,野村泰亨訳
仏学研究会：東京,18931290p;19cm
発売所:丸善書店背の書名:Dictionnaire
miVerSeldufrangais-japonais
＊〈358＞貴T-27119502744

中江兆民
革命前法朗西二世紀事
中江兆民(篤介)編

6cm

;22cm

19502428 博

寺田透
バロック芸術の精神
寺田透著
東京大学出版会：東京,195377p図版；
22cm

〈331＞庫702.32-1℃4319502434

寺田透
理智と情念：作家論集
寺田透著
晶文社：東京，19612冊；
<340>庫910.26-Tも43r-1
〈341＞庫910.26-Tも43r-2

22cm

19502425

19502426
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集成社：東京,1886228p;19cm
＊〈359＞貴F28419502730

中川勝彦
ピエロの涙：詩集
中川勝彦著
中川H鏡参：東京,195610枚;14xl6cm
謄写版
<360＞庫911.56N3219501895

中島儲霞
点描．新しい中国：北京・天津・広州
中島健購
六興出版部：東京,195816";22cm
〈361＞庫292.209-N3419502607

中島健り歳
意歸識の解放
中島健罪静著
世界書房：東京,1948273p;19cm
<362＞庫304-N34419502610

中島慨對歳
文化について
中島健購
六興商会出版部：東京,1942203p:19cm
<363＞庫304344bl9502615

中島憾霞
比較文學：日本文学を中心として／比鮫
学：日本文学を中心として
中島健藏[ほか]著日本比較文学会編
矢島書房：東京,1953294p;22cm
〈364＞庫901.9-N3419501736

中島健蔵
ロマンチックについて

中島健購
高桐書院：京都,1948161p図版;19cm
〈365＞庫902-N3419502616

中島侭職
現代文芸論
中島健鱸
白水社：東京,1936284p;19cm
〈366＞庫904FN34419502617

中島健J霞
現代作家論
中島健鯛
河出書房：東京,1941280p;19cm
〈367＞庫910.26-N34gl9502609

中島繍霞
薄明
中島健鯆
筑摩書房：東京,19"274p:20cm
（自画像；第1巻）
〈3鯛＞庫910.2鯛-N344-119502611

比較文

中島健職
朝風
中島健鱸
筑摩書房：東京,1966290p:20cm
（自直腺；第2巻）
〈369＞庫910.2"-N344-219502612

中島僧職
未成年
中島健鱸
筑摩書房：東京,1967305p:20cm
（自画像；第3巻）
<370>庫910.268-N344-319502613

中島優職
揺れ動く青春
中島健鱸
筑摩書房：東京,1969292p:20cm
（自画像；第4巻）
〈371＞庫910.2"-N344-419502614

中島侭職
アンドレ・ジード：生涯と作品
中島健蔵普
筑摩書房：東京,1951220p図版;19cm
〈372＞庫950.28-G42nbl9502608

中島登
詩集：グラヴュール
中島登著
国文社：東京,1963300p;27cm
限定版
<373＞庫911.56-N3419501735

中島登
交響詩：怒りと砂塵
中島登著
晶文社：東京,1966102p:22cm
〈374＞庫911.53N34kl9502039

中野好夫
エリザベス朝濁副講話
中野好夫著
新月社：東京,1947183p;19cm
〈375＞庫772.33－昭919502525

中野好夫
文學講翁集／文学試論集
中野好夫箸
中央公論社：東京,19434,454p;19cm
〈376＞庫904-N39bl9502514

中野好夫
文学試論集
中野好夫著
東京大学出版会：東京,1952349p;19cm
内容：市民社会の成立と文学，浪曼主義－その
人間観的基盤に関する一読論，機械時代と文学，
私小説の系譜，イギリス近代文学の成立，イ
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熱

ギリス・ルネサンスの明暗一演劇を通して見た
一考察，現代フランス小説と英国小説，平林た
い子論，大衆小説雑感，求める神語らぬ神一ラ
スコーリニコフとスパンドレルの場合，トロフ
ィーモフについて一劇評でない感想，ロレンス
と生命主義，漱石と英文学第三巻のみ
<377＞庫904-N39cl9502520

中野好夫
ぼらのへそ：随想集
中野好夫著
弥生書房：東京,1957201p;19cm
熊本日日新聞連載チヤタレー判決笑話他94
篇
<378＞庫914.6N39bbl9502521

中野好夫
人間の死にかた
中野好夫著
新潮社：東京,1969235p:図版;19cm
（新潮選書）
〈379＞庫914.6-N39ncop.219313481

中野好夫
最後の沖綱具知事
中野好夫著
文芸春秋新社：東京,1961196p;20Cm
<380>庫914.6~N39scop.219313482

中野好夫
世界史の十二の出来事
中野好夫著
新潮社：東京,1954200p;19cm
（－時間文庫）
〈381＞庫914.6-N39scl9502524

中野好夫
私の平和論
中野好夫著
要碧房：東京,1952176p;19cm
<382＞庫914.6FN39wl9502522

中野好夫
シェイクスピアの面白さ
中野好夫著
新潮社：東京,1967231p;20cm
（新潮選書）
<383＞庫930.28-Shl2nbcop､219313480

中野好夫
シェイクスピア研究
中野好夫著
新日計2富京_1949322D822cm新月社：東京,1949322p;22cm
内容：シェイクスピアとその時代，シェイク
スピア悲劇における喜劇的要素について，フ
ランスにおけるシェイクスピア，シェイクスピ
アの無気味な清潔さについて，ロシヤのシェイ
クスピア，日本におけるシェイクスピア上演史，
シェイクスピアと近代俳優術，シェイクスピア
と暮らす一年間
<384＞庫930.28-Shl2shcop.219313483

中野好夫
英米文学論
中野好夫著
酎燈社：東京,1948292p:19cm
（現代評論文学叢書；4）
〈385＞庫930-N3919502523

中平解
郭公のパン：ことばの随筆
中平解著
大修匪播店：東京,1955255p;18cm
〈386＞庫852-33kl9501772

中村真一郎
文学の創造／文學の創造
中村真一郎著
未来社：東京,1953336p;19cm
〈387＞庫904PN37bl9502383

中村真一郎
芥川龍之介
中村眞一郎著
要碧房：東京,1954188p;19cm
（要選書;60)
芥川龍之介の肖像あり
芥川龍之介年譜:pl82-185
〈388＞庫910.2"-A39ndl9502037

中村真一郎
文学の魅力
中村真一郎普
東京大学出版会：東京,1953246p;
〈389＞庫910.4-N37bl9502390

中村真一郎
愛神と死神と
中村眞一郎著
河出書房：東京,1950260p;19cm
〈390＞庫913.6-N37abl9502377

中村真一郎
恋路：王朝小説集
中村真一郎普
河出書房：東京,1956211p;18cm
内容：寝覺，職路，扇
ぐ391＞庫913.6-N37kdl9502375

中村真一郎
シオンの娘等
中村眞一郎普
河出書房：東京,1948338p;19cm
（書き下ろし長篇小説）
〈392＞庫913.6-N37sdl9502388

中村真一郎
死の影の下に
中村真一郎著
真善美社：東京,1947307p;19cm
〈393＞庫913.6-N37sel9502385
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中村真一郎
昨日と今日の物語：短篇集
中村真一郎普
河出書房：東京,1948320p;19cm
（方舟篭書）
〈394＞庫913.6N37sfl9502378

中村真一郎
魂の夜の中を
中村眞一郎
河仕層房：東京,1951270p;19cm
<395＞庫913.6N37tl9502387

中村真一郎
天使の生活
中村眞一郎著
東京創元社：東京,1958253p;20cm
内容：空に消える雪，奇妙な解放，夢語り，
家庭の幸福，人形の贈物，室内旅行，天
使の生活
<39砂庫913.6N37tbl9502380

中村真一郎
冷たい天使
中村真一郎著
大日本雄弁会講談社：東京,1955228p;
19cm

〈397＞庫913.6-N37tcl9502381

中村真一郎
夜半楽
中村真一郎普
新潮社：東京,1954215p;20cm
<398＞庫913.6-N37yl9502379

中村真一郎
中村真一郎集
河出書房：東京,1953253p図版;19cm
（新文学全集）
内容:死の影の下に,濫,雪,魔女の愛,情熱の幸
福,輪廻の暦,明るい庭
<399＞庫913.6N37A319502384

中村真一郎
長い旅の終り
中村眞一師普
河出書房：東京,1952289p;19cm
<400>庫914.ケN37nl9502389

中村光夫
日本の近代小説
中村光夫著
岩波書店：東京,1954255,6p;18cm
（岩波新書；青-177）
<401>開S-913.6Alncop､219502327

中村光夫
文学のありかた
中村光夫著

筑摩書房：東京,1957182p;20cm
<402>庫901.01-N3719502326

中村光夫
小説入門
中村光夫著
弘文堂：東京,195172p;15cm
（アテネ文庫；164）
<403>庫901.3-N37sbl9502322

中村光夫
近代への疑惑：文学論集
中村光夫著
薇寄書房：東京,1947249p;19cm
〈404＞庫904FN37519502324

中村光夫
作家論
中村光夫著
鱒書房：東京,194830m;19cm
<405>庫910.26-N37sbl9502312

中村光夫
作家論
中村光夫著
中央公論社：東京,1941454p;18cm
〈40の庫910.26-N37scl9502313

中村光夫
作家と作品
中村光夫著
筑摩書房：東京,1947276p;19cm
〈407＞庫910.2GN375sl9502309

中村光夫
二葉亭四迷論
中村光夫著
進銘社：東京,1947241p;19cm
〈408＞庫910.268-F97nl9502308

中村光夫
二葉亭四迷伝／二葉亭四迷傳
中村光夫著
講談社：東京,1958399p;20cm
二葉亭四迷年譜:p379-399
〈409＞庫910.268-F97nbl9502314

中村光夫
中村光夫評論集
中村光夫著
芝書店：東京,1936251p;17cm
背標題：二葉亭論あり
内容：永井荷風論,漱石私論,二葉亭四迷論
<410>庫910.2"-F97ncl9502321

中村光夫
佐藤春夫論
中村光夫著
文蕊春秋新社：東京,1962230p;20cm

－22－
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年譜:p214～228
<411＞庫910.2"-Sa85nl9502318

中村光夫
志賀直哉論
中村光夫著
文芸春秋新社：東京,1954281p;20cm
年譜:p215～281
<412＞庫910.268-Sh27n-B19502329

中村光夫
文学の回帰
中村光夫著
筑摩書房：東京,1959245p;20cm
<413＞庫910.4-N37bbl9502316

中村光夫
人と狼
中村光夫著
中央公論社：東京,1958195p;20cm
<414＞庫912.ケN375hl9502330

中村光夫
汽笛一聾
中村光夫著
剥華書房：東京,1965213p:図;20cm
<415＞庫912.6-N375kl9502332

中村光夫
パリ繁昌記：喜劇三幕
中村光夫著
講談社：東京,1961203p;20cm
<416＞庫912.6PN375pl9502333

中村光夫
贋の偶像
中村光夫著
筑摩書房：東京,1967392p;20cm
<417＞庫913.6-N375nl9502319

中村光夫
『わが性の白書』

中村光夫〔著〕
講談社：東京,1994299p;19cm
<418＞庫913.6-N375wl9502331

中村光夫
芸術の幻
中村光夫著
講談社：東京,1969216p;20cm
<419＞庫914.6-N37gcop､219502315

中村光夫
想像力について
中村光夫著
新潮社：東京,1960237p;20cm
内容：文学と世代,同時代を見る目,器用と凝
り性について,第二の開国,近代化と文学,知識
階級,批評の使命，「笑いの喪失」について，
弘道軒：東京，18781冊;19cm

想像力について
<420＞庫914.6N37sl9502317

中村光夫
青春と知性
中村光夫著
鎌倉書房：東京,1965230p;19cm
〈421＞庫914.6-N37sbl9502323

中村光夫
旅の話
中村光夫著
卸章書房：東京,1960207p;20cm
<422＞庫915.6N37tl9502310

中村光夫
フロオベルとモウパッサン

中村光夫著
筑摩書房：東京,1940337p;20cm
〈423＞庫950.28-F31nl9502325

中村光夫
フロオベルとモウパッサン
中村光夫著新版
筑摩書房：東京,1948338p;19cm
〈424＞庫950.28-F31n219502320

中村光夫
谷崎潤一郎論
中村光夫著

河出書房：東京,1952280p;19cm
〈425＞庫910.268-Ta88nel9502328

中村光夫
作家の生死
中村光夫著

創元社：東京,1949286p;19cm
〈426＞庫910.4-N37sl9502311

中村光与子
第一詩集：花のなかの時
中村光与子箸
人文書院：京都,195759p;19cm
限定版

<427＞庫911.5GN37619501892

難波宮杜研究会（大阪市立大学内）
難波宮祉の研究

大阪市立大学難波宮吐研究会〔編〕
難波宮祉研究会：大阪,195692p図版
26cm

17枚；

(研究予察報告；第1）
内容:応神天皇大隅宮の研究(山根徳太郎）難
波宮朝堂の発掘(山根徳太郎）法円坂町の考古
学的調査・続(藤原光輝）資料(直木孝次郎縞）
〈428＞庫210.02-N4819501702

掌破倫詳伝
曽谷言成訳
和装
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林秀雄著，現代詩の意義／西脇順三郎著，
現代詩とその方向／金子光晴著，現代の詩論
／木下常太郎著，ダダと超現責主義／山中

散生著，高踏派と象徴派／佐藤正彰著，外
國詩の影響／春山行夫著，歌論・俳論・詩論
／吉田精一著，民衆と詩／小野十三郎著，

現代詩と哲學／矢内原伊作著，現代詩と小説

花山信勝
印度學佛教學論集：宮本正尊教授還暦記念論文
集
花山信勝[ほか]編
三省堂：東京,19541冊;"cm
<457＞庫129-Mi7719502584
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梅亭金鶴
西洋見聞圖解／西洋見聞図解
瓜生政和編
丁子屋忠七：東京，1873／二書房：東京
2冊;18cm
和綴1:前輯,2:二編
＊〈442＞貴F217-119502822
＊〈443＞貴TB217-219502823 ／伊藤整著，現代詩と音樂／深井史郎著原栄

浮世絵の諸派
原栄著
弘学館書店：東京，19162冊
＊〈458＞貴子260-119502905
＊〈459＞貴T-260-219502906

〈467＞庫908.1-G3fll9501990

日夏歌之介
青春記
日夏歌之介［ほか］著
修道社：東京,1956244p:19cm
東京新聞連載わが青春記
<468＞庫914.6-Sel919501911

日夏歌之介
名詩名訳
日夏耽之介等鑑選
創元社：東京,1951342p;19cm
（創元選書；第216）
〈469＞庫908.1-Me2619501994

平井照敏
エヴァの家族：詩集
平井照鱗普

思潮社：東京,195996p;19cm
（新鋭詩人叢書；第6）
<470>庫911.56-H64819501910

平田雅哉
大工一代
平田雅哉晋

池田書店：神奈川,1961270p;18cm
〈471＞庫289.1-H"519501743

梅亭金鷲
西洋新書
瓜生政和編橋本玉蘭面
識堂：東京，18728冊(初－8編);23cm
和装
＊〈444＞貴F219-119502825
＊〈445＞貴F219-219502826
＊〈446＞貴Tf219-319502827
＊〈447＞貴T-219-419502828
＊〈448＞貴T=219-519502829
＊〈449＞貴張219-619502830
*<450>貴壬219-719502831
＊〈451＞貴F219-819502832

芳賀檀
英雄の性格
芳賀榧普
弘文堂書房：東京,1939226p;18cm
（教養文庫；第14巻）
<452＞庫280.4-H1219502507

芳賀檀
古典の親衛隊
芳賀梅普
冨山房：東京,1937380,2,3p;21cm
〈453＞庫904-H1219502489

芳賀檀
民族と友情
芳賀梅普
實業之日本社：東京,1942355p;19cm
〈454＞庫914.6-H12519502488

23cm

南江治郎
遙かなる地球：詩集
南江治郎普
春秋社：東京,1967294p;20cm
<435＞庫911.56-N4819501788

南江薊台郎
詩集：青の歴史
南江治郎普
新詩潮社：東京,1965153p;22cm
〈436＞庫911.5SN48sl9501712

南原繁
歌集形相
南原繁罵普

創元社：東京,194810,298p;19cm
<437＞庫911.1鯛-4819501723

西原啓
日蝕
西願著
晶文社：東京,19"230p;20cm
内容：日蝕,焦土,煤煙,川崎久美子の手記
<438＞庫913.6-N8219501961

バルデー，エミール
国営の失敗と新しき道：計画経済の魅惑
エミール・バルデー著斎藤武五郎抄訳
経済知識社：東京,1936149p:19cm
<460>庫333.1-B2519501967

干河岸貫一
間對署記／教義客記／問対略記
干河岸貫一記
［干河岸貫一］：東京，187745丁;23cm
佛國學士エミール・ギメと島地,渥美,赤松との
問答(1876年10月26日)の略記附：教義略記
和装

＊<461＞貴T-23819502903

久松真一
禅と美術
久松真一著
墨美社：京都,1957106p,図版290,18p;
31cm

〈462＞庫702.098-H7619501708

久松義典
壯烈認林：讃史偶評／壮烈謹林：読史偶評
久松義典纂訳
改進堂：京都,1886148p,図版2枚;19cm
鳳城書櫻開版最終ページのページ数（誤植）
144p
＊<463＞貴T-31119502770

久松義典
泰西革命史鑑
久松義典纂調
巌々 堂：東京，18823冊;19cm
＊〈464＞貴P289-119502737
＊<465＞貴子289-219502738
＊<466＞貴P289-319502739

日夏歌之介
詩とは何か
日夏歌之介[ほか]著
創元社：東京,1950253p;19cm
（現代詩講座；第1巻）
内容：日本近代詩の出發／日夏歌之介著，
ポエジイについて／鈴木信太郎著，詩／小

広田隆
流露詩集
広田購普

広田隆：神戸,1965145p;19cm
〈472＞庫911.56-H7419501676

野上豊一郎
シェバの女王
野上豊一郎著
東京出版：東京,1947251p;21cm
〈439＞庫232.4-N93sl9502582

野村章恒

アラン・ボオ：精神病鰯騨剖の立場から
野村章侭普
福村書店：東京,1949292p;19cm
〈440＞庫930.28-P76ncl9502551

野村泰亨

DietiPnnairemiverselfrangais-japonais
野村泰亨［ほか］纂訳
［出版社不明］：［出版地不明],18871422p
24cm

序文:中江篤介撰製造:東京印刷:東京標
題紙欠
＊〈441＞貴T=26919502718

芳賀檀
祝祭と法則：文芸評論
芳賀権普
人文書院：京都,1939254p:20cm
〈455＞庫914.ケH125sl9502508

深作光貞
メキシコのすべて
深作光貞著

角川書店：東京,1967256p:図版地図；
15cm

（角川文庫;2300)
〈473＞庫256-F7219501764

深作光貞
アンコール・ワット
深作光貞著

角川書店：東京,1965244p;15cm
（角川文庫；2285）
〈474＞庫292.35-F7219501740

橋爪貫一
佛学捷径セツ以呂波
橋爪貫一著
東京曹林：［東京]，187016丁;19cm
和装本峡入
＊〈456＞貴子22919502878
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福井久子
海辺でみる夢：詩集
福井久子著
人文書院：京都,1956122p;19cm
く475＞庫911.56-F76ul9501902

福沢諭吉

世界國壷／世界国尽／頭書大全世界國壷
／頭書大全世界国尽

福沢諭吉訳述
日本近代文学館：東京，18691冊;23cm
（名著複刻全集近代文学館）
慶応義塾蔵版明治2年刊題篭に「頭書大全」の
冠称あり和装第1巻:亜細亜洲.第2巻：
阿非利加洲.第3巻:欧羅巴洲.第4巻:北亜米利
加洲.第5巻:附録
＊〈476＞貴子24419502914

福島慶子
ヴァンは酒ならず：ヨーロッパ食べ歩き
福島慶子著
朝日新聞社：東京,1954177p;20cm
（朝日文化手帖；45）
〈477＞庫293.509-m419501"6

福島慶子
うちの宿六
福島慶子著
文藝春秋新社：東京,1955218p;19cm
<478＞庫914.ケFB419501685

福島慶f子
日曜日の食卓にて
福島慶子著
文誉春秋新社：東京,1957266p図版;20cm
よその宿六たち他29篇
<479＞庫914.6-"4nl9501"7

福島慶子
巴里と東京
福島慶子著
暮しの手帖社：東京,1951250p;19cm
<480>庫914.6－昭4pl9501"8

福島瞳f子
ヨーロッパの四季
福島慶子著
河出書房：東京,19521"p図版;15cm
（市民文庫；114）
〈481＞庫915.6-F8419501"4

福島慶子
少年少女のためのフランスの話
福島慶子著
三十書房：浦和,1951209,13p;20cm
〈482＞庫958-Sh96bl9501"9

福島慶子
巴里アルバム
福島慶子著

三笠書房：東京,1951142p:図版2枚；
15cm

(三笠文庫；9）
〈483＞庫302.35-昭419501706

福島繁太郎
フランス画家の印象
福島繁太郎著
毎日新聞社：東京,1950
〈484＞庫723.35-F847

福永武彦
彼方の美
福永武彦著
中央公論社：東京，1980
〈485＞庫720.4FF79k

234p図版;22cm
19501690

176p;22cm
19502409

福永武彦
ある毒春：詩集
福永武彦著
北海文学社：北海道,1947159p;19cm
木版挿査：川上澄生
く486＞庫911.56F79abl9502406

福永武彦
古事記
福永武彦訳
河出書房：東京,1956340p;22cm
（日本国民文学全集；第1巻）
〈487＞庫913.2-KYfbl9501776

福永武彦
風土
福永武彦著
新潮社：東京,1952280p;19cm
〈488＞庫913.5F79f-S19502398

福永武彦
風土
福永武彦著
東京創元社：東京,1957446p;20cm
限定版
く489＞庫913.6-F79f-T19502408

福永武彦
古事記物語
福永武彦作
岩波謝苫：東京,1957295p;18cm
（岩波少年文庫；157）
〈490＞庫913.6-F79kbl9502404

福永武彦
草の花
福永武彦著
新潮社：東京,1954269p;20cm
〈491＞庫913.GF79kcl9502399

福永武彦
冥府：及び短篇四種
福永武彦著

－26－
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講談社：東京,1954254p;19cm
〈492＞庫913.6-F79ml9502402

福永武彦
塔
福永武彦著
真善美社：東京,1948235p;19cm
〈493＞庫913.ケF79tl9502407

福永武彦
夜の時間：小説
福永武彦著限定版
河出書房：東京,1955220p;18cm
<494＞庫913.6-F79ybl9502403

福永武彦
愛の試み
福永武彦著
河出書房：東京,1956198p;18cm
〈495＞庫914.6-F79abl9502405

福永武彦
愛の試み愛の終り
福永武彦著
人文書院：東京,1958207p;19cm
<49①庫914.6-F79acl9502401

福永武彦
秋風日記：随筆集
福永武彦著
新潮社：東京,1978219p;20cm
〈497＞庫914.6-F79scl9502400

福原鱗太郎
文学と文明
福原麟太郎著
文芸春秋新社：東京,1965223p;23Cm
<498＞庫914.6=F75cop.219313452

福原麟太郎
本棚の前の椅子
福原麟太郎著
文芸春秋新社：東京,1959301p;20cm
本棚の前の椅子他5篇
<499＞庫914.6-F75hl9502510

福原麟太郎
チャールズ・ラム傳
福原麟太郎普
垂水書房：東京,1963410,21p;19cm
チャールズ・ラム書目:p393-410
<500>庫930.2gZL16icop.219313451

福本松男
生命の歓喜の歌
福本松男著
福本書店：東京,1960116p;18cm
〈501＞庫159-F7719501715

藤倉道夫
ドイツ杼情詩抄
藤倉道夫著
二原堂：東京，1953
<502>庫941-A85

49p:17cm
19501731

藤平春男
文学論序説：歴史的展望と現代の方法論
藤平春男[ほか]著
冬樹社：東京,1965509p;22cm
〈503＞庫901.01-M9cl9501963

仏国古今通史
秋山正篤訳
文部省：〔東京〕，18742冊(47,47丁）；
22cm

和装内村歌之介校
＊〈504＞貴眠222-119502839
*<505>貴T=222-219502840

仏国陸軍清国遠征日誌
陸軍文庫：〔出版地不明],1884268,28p
表;19cm
*<506>貴子31819502777

船田享二
羅馬元首政の起源と本質
船田享二著

岩波書店：東京,1936366p;22cm
（京城帝国大学法学会叢刊；2）
〈507＞庫312.32-昭9cop.219313462

佛蘭西字書

［出版者不明］：［出版地不明]，18661冊：
19cm

*<508>貴T~25619502851

法朗西単語篇/Livrepourl!instruction
Dansl'ecoleKaYceiZioaYedO/
Uvre_Pourl'instruction/Vocabulaire
開成所：［江戸],186676p;19cm
本文は仏語
＊〈509＞貴T-25119502931

古川緑波
ロッパ食談
古川緑波著

東京創元社：東京,1955204p図版;19cm
〈510＞庫596-F9319501976

文芸家協会

文芸年鑑：1936年版
文芸家協会編纂
第一書房：東京,1936327p:23cm
<511>庫P910.5-M9f'36195019"

法語階梯挿訳

［出版社不明］：［出版地不明]，187115丁；
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18cm

和 装

＊＜512＞貴P24019502909

堀口歯鱈豈
白羊宮
堀口雄造編

十字屋藷店：東京,196597p;20cm
（獣帯叢書）
〈513＞庫954-H19195019"

本間久雄
自然主義及び其以後
本間久雄著

東京堂：東京,1957397p:図版;22cm
〈514＞庫904FH8519501865

前川誠郎
デユーラアと伊太利旅行
前川誠郎普
座右宝刊行会：東京,194738p;16cm
座右宝版

<515＞庫723.34-昭4Yml9501"1

前田静秋

詩集：のくちゆるい/Noctume:orne
decinqeauxfortesparT・Miyashita
前田静秋著

プレス・ビプリオマーヌ：東京,195967p
図版;23cm
限定版銅版画挿絵本
<516＞庫911.56-Ma2619501905

伊闘言吉著，自由詩／北園克祷普，散文詩
／神西溝普
く543＞庫908.1f3r219501991

村松剛
大量殺人の感想
村松剛著
文芸看湫新社：東京,1961246p図版;20cm
〈544＞庫289.3E37ml9502548

村松英子
世界の愛の詩集
村松英子編
ルック社：東京,1966254p;18cm
（ルックプックス）
〈545＞庫908.ルSe22gl9501784

森有正
デカルトよりパスカルへ
森有正著
日新書院：東京,1943266p;19cm
〈546＞庫135.1-YInel9502419

森有正
パスカルの方法
森有正著

弘文堂書房：東京,1943147p;18cm
（教養文庫；127）
〈547＞庫135.3-Ymfl9502420

森有正
思想の自由と人間の責任
森有正雪普

日本評論社：東京,1950161p;18cm
（新文化叢書；13）
〈548＞庫150-Mo4519502417

森有正
近代精神とキリスト教
森有正菩

河出書房：東京,1948328p;18cm
〈549＞庫190.2-Mo4519502418

森有正
自由と責任
森有正著

河出書房：東京,1955200p;18cm
（河出新書：教養；第113巻）
<550>庫309.1-Mo4519502421

<531＞庫914.6-Mu434m39p;15cmx21cm
〈521＞庫911.56-Ma8119501720

丸山勝久
曲射砲：丸山勝久第二詩集
丸山勝久著
龍詩社：栃木,196559p;18cm
〈522＞庫911.56Ma5919501851

水谷謙三
狐物語
水谷謙三訳
三學書房：東京,1941355p;19cm
〈523＞庫953-Ki78-S19502537

水野亮
佛蘭西写実主義：バルザツク・フローベ
ゾラ
水野糖
生活社：東京，［出版年不明]31p;
（日本鐡書；72）
〈524＞庫950.26-Mi9619502695

19501818

村上菊一郎
佛蘭西詩集
村上菊一郎,菱山修三編
青磁社：東京，19432冊;19cm
2冊目の書名:績佛圃価詩集
<532＞庫951.08-F43se-2cop.219501993

村上英俊
佛語明要
村上英俊著
達理堂：［出版地不明]，18645冊;26cm
和装本峡入
5冊目:第17号明要附録明治3年,発行:山刷臺佐
兵衛,須原屋伊八
＊<533＞貴F212-119502790
＊〈534＞貴子212-219502791
＊〈535＞貴T-212-319502792
＊<536＞貴T~212-419502793
＊<537＞貴T-212-519502794

村上英俊
三語便覧
茂亭村上義茂普
達理堂：［出版地不明]，18543冊;26cm
和装本塩谷世弘題言,小林至静序文
＊<538＞貴F213-119502795
＊<539＞貴T-213-219502796
*<540>貴罪213-319502797

村上英俊
佛英独三國会話
村上松翁撰；門人中校
達理堂：［出版地不明],187220丁:19cm
＊<541＞貴P25719502852

村上博子
詩集：立雛
村上博子著
黄土社：東京,1965130p:22cm
（山の樹叢書；6）
<542＞庫911.56-Mu4319501826

村野四郎
詩の技法
村野四郎[ほか]著
創元社：東京,1950302p;19cm
（現代詩講座；第2巻）
内容：現代詩の構成／村野四良曙，現代詩
のレトリック／丸山薫著，現代詩の韻律／
神保光太郎著，現代詩のボキャブラリー／
野田宇太郎著，現代詩のイデエ／吉田一穂著
日本詩の詩型について／日夏歌之介著，
西洋の詩に於ける定型詩について／鈴木信太
郎著，現代詩のイマジュとその表現／安西冬
衛著，詩語としての日本語／縄逼空著，現
代詩に於ける「俳句」と「短歌」／三好達治
著，個性と表現／草野心平著，杼情詩／

－ル。

19cm

水野亮
蘆笛集：近代佛蘭西短篇集
水野亮訳
壮文社：東京,1947213p;19cm
内容：ヴァニナ・ヴァニニ(スタンダール）
知られざる傑作(バルザック)オーバン神父（
メリメ)脂肪の魂(モーパッサン）
〈525＞庫953.08-A9219502629
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真の神様の御恵の端書
［出版者不明］：［出版地不明]，［出版年不明
］25丁:16cm
＊〈517＞貴子26419502924

桝田隆治

学閥：日本を支配する赤門
桝田隆治著
有紀書房：東京,1957262p;19cm
〈518＞庫377.28-To46ml9501974

町田涛衛男
諦集：一紙の害
町田涛衛男著
日本製版(印刷）：東京,1955"p;22cm
<519＞庫911.56-Mal619501728

松園主人
揖瀞：佛蘭価文典
松苑主人，橋爪貫一訳
文苑閣：江戸,187026p;19cm
＊<520＞貴移26319502922

松本和男
詩集：幼き日の歌
松本和男著

森有正
バビロンの流れのほとりにて
森有正普

大日本雄弁会講談社：東京,1957207p;
18cm

（ミリオン・プックス）
〈551＞庫914.6-Mo45bl9502413

9

村上菊一郎
マロニエの葉
村上菊一目曙
現文社：東京,1967270p図版;19cm

－29－－28－
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森有正

バビロンの流れのほとりにて/Sur
fleuvesdeBabylone
森有Ⅱ譜：

筑摩書房：東京,1968395p;20cm
〈552＞庫914.6-Mo45b-C19502415

森有正

遼れ盤とりにて:パリの書簡
森有正著
弘文堂：東京,1959441p;19cm
〈553＞庫914.6-Mo45nl9502414

森有正

ドストエーフスキー覚書
森有正著

創元社：東京,1950346p;22cm
<554＞庫980.28-昭8ml9502416

森葱
桂潤鯉言
森憩著再版
創元社：東京,1951232p;19cm
（創元選書；215）
<555＞庫521.82-Mo45kl9501701

垂水書房：東京,1963238p;22cm
〈581＞庫930.2-Y8"-T19501933

矢野峰人著
長谷川書房：東京，1965
(新選現代誌集；8）
限定版
<561＞庫911.56-Y58

横塚光雄
風浪
横塚光雄著
審美社：東京,1981252p;20cm
〈572＞庫913.6-Y7919501751

/Surles 131p;19、

吉田健一
シェイクスピア

吉田健一弓著
池田書店：東京,1952259p;20Cm
<582＞庫930.28-Shl2ykl9502578

19501726

矢野目源一
誰でも若くなる
矢野目源一署
美和書院：東京,1956209p;17cm
〈562＞庫498.3-Y5819501987

山崎S・
佛和対訳会話編/Conversationen
franCaisetenjaponais
S.ヤマサキ著nouvelleed.
［出版社不明］：東京，1886-18872冊
＊〈563＞貴形288-119502735
＊〈564＞貴T-288-219502736

山崎方代
歌集：方代
山崎方代著
山上社：東京,195550p;20cm
〈565＞庫911.5eY4819501889

山田保
三笑人：西洋滑稽
山田保抄訳
早川新三郎：東京,187969p;19cm
＊〈566＞貴張28319502728

山名将治
詩集：山名将治
山名将治著
新鋭社：東京,1957123p;19cm
限定版
く567＞庫911.55Y3319501909

山村暮鳥
黒鳥集：山村暮鳥詩集
山村暮鳥[箸］
昭森社：東京,1960276p;19cm
〈568＞庫911.55Y3219501732

横塚光雄
旅果てぬ
横塚光雄晉
毒美社：東京,1979194p;20cm
内容：旅果てぬ，豹の眼一碧き昨日，フ
の女
<573＞庫913.6-Y79tl9501752

櫛首萬里雄
謡曲狂言集
横道万里雄訳
河出書房新社：東京,1958371p;22cm
（日本国民文学全集；第11巻）
〈574＞庫912.3-Y7719501777

横文字早学
錦港堂，186616丁:19cm
＊〈575＞貴F25919502855

吉江喬松
佛闘価文学談叢
吉江喬松著
白水社：東京,1940383p;20cm
〈576＞庫950.2-Y8719502648

よしかわつれこ
まもなく夜が：詩集
よしかわつれこ著
国文社：東京,197091p;22cm
〈577＞庫911.56-Y8919501778

吉田健一
餘生の文学
吉田健一著
新潮社：東京,1969199p;20cm
〈578＞庫904-Y86yl9502577

吉田健一
大衆文学時評／大衆文學時評
吉田健一著
垂水書房：東京,1965387p;19cm
（垂水叢書；第12巻）
〈579＞庫914.6-Y86tl9502576

吉田健一
英国の文学
吉田健一著
雄鶏社：東京,1949292p;19cm
<580>庫930.2-Y8"19502579

吉田健一
英國の文学／英国の文学
吉田健一著

吉田孝幸
海獣の嘆き：吉田孝幸詩集
吉田孝幸著
和歌山新聞社：和歌山，19621冊:19cm
〈583＞庫911.56Y8619501886

米川正夫
鈍・根・才：米川正夫自伝
米川正夫著
河出書房新社：東京,1962243p;19cm
〈584＞庫289.1-Y8319501960

米川正夫
ソヴェート紀行
米川正夫箸

角川書店：東京,1954230p;19cm
〈585＞庫293.809-Y8319501928

入江

:18cm

森本和夫
存在の破砕
森本和夫著

現代思潮社：東京,1964369p;20cm
<556＞庫904-Mo55sl9502545

森本和夫
文学者の主体と現実
森本和夫著

現代思潮社：東京,1960272p;20cm
<557＞庫904-M055419501716

米川正夫
ドストエーフスキイ研究
米川正夫著

河出書房：東京,1956301p;19cm
〈586＞庫980.28-D88ycl9501870

早稲田大学比較文学研究室
佐藤輝夫博士古稀記念論文集
早稲田大学比較文学研究室著
早稲田大学比較文学研究室：東京，
22cm

早稲田大学比較文学年誌第5号
<587＞庫901.9-W4119502627

19"404p

矢代幸雄
日本美術の恩人たち
矢代幸雄著

文芸春秋新社：東京,1961371p 早稲田大学文学部総合世界文芸研究会
二十世紀の世界文芸：特集
早稲田大学文学部総合世界文芸研究会編
理想社：東京,1956459p;21cm
〈588＞庫902.06-N2919501866

X云舂孤瀞T征：累累,1961371p;21cm
<558＞庫702.1-Y61nbl9501932

矢内原忠雄
銀杏のおちば
矢内原忠雄著

東京大学出版会：東京,19532,5,299p
像;19cm
〈559＞庫09-Y54819501885

矢野文夫
ボオドレエル研究
矢野文夫，長谷川玖一共著
叢文閣：東京,1934330p;23cm
〈560＞庫950.28-28ycop.319313485

矢野峰人
詩集：挽歌

横塚光雄
ジァンヌ・ダルク
横塚光雄普
山の木書店：東京,1950399p図版；
〈5胡＞庫289.3-J56yl9502437
<570>庫289.3-J56ycop.21950200

横塚光雄
ノロの歌：詩集
横塚光雄著
河出書房新社：東京,197793p;20c
〈571＞庫911.56-Y7919501753

早稲田大学欧羅巴文学研究会
現代世界文学研究
早稲田大学欧羅巴文学研究会編
三省堂：東京,1933243p;28cm
（欧羅巴文学研究）
〈589＞庫902.02--G3419502672

肖
19cm

6

早稲田大学欧羅巴文学研究会
事相的研究

早稲田大学欧羅巴文学研究会編
三省堂：東京,1932211p;26cm

、
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（欧羅巴文学研究／現実主義）
<590>庫902.02-J5419502674

早稲田大学勵羅巴文学研究会
理論的研究
早稲田大学勵雛巴文学研究会編
三省堂：東京,1931189p;26cm
（勵雛巴文学研究／現実主義）
〈591＞庫902.02-R4719502673

渡辺一号夫
新しいうランス
渡辺一弓夫,阿部良錨編
河出書房新社：東京,1964313p図版;19cm
(KawadePaperbacks;95)
＜592＞庫302.35-A94cop､2193134"

和辻哲郎
ニイチェ研究
和辻哲郎著
筑摩書房：東京,1942514p;22cm
＜593＞庫134.922-""wl9502479

和辻哲郎
ポリス的人間の倫理学
和辻哲郎箸
白日書院：東京,19484,277p.;22cm
〈594＞庫150.23-W48cop､219313443

和辻哲郎
ホメーロス批判
和辻哲創嘱晉
要書房：東京,1946285p;22cm
〈595＞庫991.028-83cop､219313444

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊*＊＊＊＊＊＊＊*＊＊*****＊*******＊

Abbott,JomStevensCabot
閨秀美淡：那翁外伝
亜勃的(アボツト)著椥莚浜太郎訳
文事堂：東京,1886410p;19cm
＊〈596＞貴Tf30819502766

Abbott,JomStevensCabot
真段郎蘭伝：仏国革命自由党魁
ジョン・アボット著門田平三訳
園芯義塾出版社：東京，1882／丸善
95p図版;19cm

上巻のみ
＊〈597＞貴f32419502784

東京

About,MInond
山賊株式会社社長
エドモン・アプー著田辺貞之助訳
筑摩書房：東京，［出版年不明]331p;
20cm

内容：二ペンスの切手,がめつい野郎,条件つ
き貸間
<598＞庫904FA1419502549

Achard,Marcel
海賊/Iecorsaire
マルセル・アシャール著鈴木力衛訳
新潮社：東京,1953202p;19cm
（現代フランス戯曲叢書）
〈599＞庫952-A1519501806

Alain

デカルト
ァラン〔著〕桑原武夫，野田又夫訳
筑摩書房：東京,1944244p;19cm
<600>庫135.1-Ya-Kbl9502071

Alain

暴力の敗退
アラン著武者小路実光訳
創元社：東京，19492冊;19cm
〈601＞庫135.9-A41r119502074
〈602＞庫135.9-A41r219502075

Alain

情念について
アラン著小西茂也訳
白水社：東京,1942365p;19cm
〈帥3＞庫135.9-A41jbl9502073

Alain

人間論
アラン著鈴木清訳
白水社：東京,1941384p
<604>庫135.9-A41n.s

;19cm

19502068

Alain

わ力堀索のあと/Histoiredemes
mns邑es
アラン[著］森有正課
筑摩書房：東京,1944447p;19cm
〈帥5＞庫135.9-A41wl9502410
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Alain

わが思索のあと/Histoiredemes
pensees

アラン[著］森有正課
思索社：東京,1949458p;19cm
<606＞庫135.9-A41w-S19502077

Alain

わが思索のあと
アラン著森有正訳
新潮社：東京,1951379p;17cm
（新潮叢書）
<607＞庫135.9-A41w-Sbl9502076

Alain

政治と文学/Proposdepolitique
アラン[著］水野成夫・浅野晃共謁
創元社：東京,1937413p;20cm
〈608＞庫310.4-A4119502072

Alain

音楽家訪問
アラン著古賀照一訳
ダヴイツド社：東京,1954154p;19cm
（ダヴィッド選書）
<609>庫760.4FA41.k195020"

Alain

文学論
アラン著片山敏彦訳
創元社：東京,1950339p;19cm
<610>庫901-A4119502070

Alain

パルザック/AvecBalzac
アラン著小西茂也訳
創元社：東京,1940324p;19cm
<611>庫950.28-B16al9502078

Alexandrov･Victorexanorov,v1cIor

熊と鯨：米ソは武器をとらずにどう戦ってきた
か/L'oursetlabaleine
ビクトル・アレクサンドロフ著望月芳郎訳
東京創元社：東京,1960280p;19Cm
<612＞庫319.53038-A41919501714

Amiel,HenriFrederic
アミエルの日記抄：人生と芸術について
アミエル箸土居寛之訳4版
創芸社：東京,1949244p;19cm
<613＞庫955-A45.dl9502452

Amiel,HenriFrederic
人生について：日記抄/Fragmentsd'un
journalintime

アミエル箸土居寛之訳
白水社：東京,19642"p;21cm
〈614＞庫955-A45jl9502546

Anouilh,Jean
泥棒たちの舞踏会
ジャン・アヌイ作鈴木力偉駅
白水社：東京,1955133p図版;19cm
（現代海外戯曲；第6）
〈615＞庫952-A49dl9502605

AIlouilh,Jean

城への招待
ジャン・アヌイ著鈴木力衛訳
新潮社：東京,1956190p図版;17cm
<61①庫952-A49sl9502606

Aragon

文化と人間：評論集
アラゴン著渡辺淳訳
三一書房：京都，1951
〈617＞庫954-A62bb

1閃p;19cm
19502667

Aristophanes
女の議会

アリストパネース著村川堅太郎訳
要書房：東京,1948259p;22cm
〈618＞庫991.2-A76ocop.219313458

Augustine,Saint,BishopofHippo
ソリロキア：私との対話/S.Aurelii
AugustiniSoliloquiorumlibriduo
アウグスチヌス[著］高桑鈍夫訳
剥章書房：東京，19428.4.6.348p:図筑摩書房：東京,19428,4,6,348p:図版
22cm

<619＞庫132.1-A96socop.219313467

AulnOy,Madamed'(Marie-Catherine)
嘆きの細菌：仙女物語
オーノワ夫人著田辺貞之助訳
白水社：東京,1948232p;19cm
〈620＞庫953-A96519502296

Aulnoy,_MadanEd'(Marie-Catherine)
青い鳥

オーノワ夫人著小林正訳
トツパン：東京,1949189p:19cm
〈621＞庫953-A965abl9502350

Aveline,Claude

最後の言葉/Iesmotsdelafin
クロード・アヴリーヌ著河盛好蔵沢
六興出版部：東京,1959274,31p;19cm
〈622＞庫159-A96sl950223

Balzac,Honorede
従妹ベット

バルザツク[著］水郷亮認
河出書房：東京,19534"p;19cm
（世界文豪名作全集；4）
〈623＞庫908-Se22br419502043

－33－

9



蕊I

［パルザック著］；水野亮訳
新潮社：東京,1948370p;19cm
(バルザック選集；第1巻）
〈654＞庫953-B16scl9502102

Balzac,Honorede
人生の門出
バルザック〔著〕；島田詩調
万里閣：東京,1948263p:図版;19cm
（バルザック人間叢書；6）
<644＞庫953-B16jl9502126

Balzac,Honorede
二人の若妻の手記：私的生活繪巻
パルザック著鈴木力衛訳
東宛書房：東京,194312,300p:
（パルザック人間劇叢書）
前篇のみ
く633＞庫953-B16fb-11950236

Balzac,Honorede
おどけ草紙／アフロディット／モーパッ
サン短篇集／アポリネール短篇集
おどけ草紙バルザック箸；神西清訳アフ
ロディットピエール・ルイス著；小松清訳
短篇集モーパッサン著；小西茂也訳短篇

集アポリネール；渡辺一民訳鈴木信太郎，
渡辺一夫編
河出書房：東京,1956303p;19cm
（世界風流文学全集；第6巻／フランス篇；
4）
<624＞庫908-Se22o-619502678

19cm

’

Balzac,Honorede
谷間の百合
バルザック作小西茂也謁
三笠書房：東京,1950295p;19cm
（世界文學罐書；第37巻）
〈655＞庫953-B16t・kl9502128

0

Balzac,Honorede
骨董室：長篇小説
杉捷夫訳
曙出版社：東京,1946242p;19cm
（バルザック人間劇選）
<645＞庫953-B16kcop､219313456
<646＞庫953-B16kl9502120

Balzac,Honorede
ゴリオ爺さん
パルザック著鈴木健郎訳
三笠書房：東京,1965276p:18
（世界文学選書；61）
〈634＞庫953-B16gl9502130

c、

Balzac,Honorede
谷間の百合
バルザック著；宮崎嶺雄訳
白水社：東京，19532冊;18cm
（白水社世界名作饗）
〈656＞庫953-B16t-H(1)19502117
〈657＞庫953-B16t-H(2)19502118

Balzac,Honorede
暗黒事件/Unetenebreuseaffaire
バルザック著小西茂也訳
河出書房新社：東京，［出版年不明］
4,22,388p;21cm
＜625＞庫953-B16abl9502116

Balzac,Honorede
滑稽讃／赤い宿屋
バルザック[著］滑稽誼小西茂也訳赤い宿
屋水野亮訳
青木書店：東京,1940285p;19cm
<647＞庫953-B16kbl9502132

Balzac,Honorede
平役人
パルザック著寺田透訳
改造社：東京,1950360p;19cm
（人間喜劇撰）
〈635＞庫953-B16hl9502140 Balzac,Honorede

谷間の百合
オノレ・ドウ・バルザック著宮崎嶺鰭沢
創元社：東京,1940-19412冊;18cm
（創元選書；39,77）
〈658＞庫953-B16t-119502121
〈659＞庫953-B16t-219502122

Balzac,Honorede
赤い宿屋/L'au"r"rouge
バルザツク作岡田真吉，島田尭認
曙出版社：東京,1946217p;19cm
（パルザック選集）
〈62①庫953-B16acl9502131

Balzac,Honorede
家庭の平和：小説
バルザック著佐擬文樹,川俣京之助訳
曙出版社：東京,1946218p:19cm
（バルザック選集）
<648＞庫953-B16kcl9502139

Balzac,Honorede
放蕩親爺/LacousineBette
パルザック著永戸俊雄訳
春陽堂：東京,1924392p:18cm
〈63①庫953-B16hbl9502113

Balzac,Honorede
あら皮くあらがは＞

オノレ・ド・パルザック著山内義雄,鈴木健
郎共訳
札幌青磁社：札幌,1948440p;19cm
<627＞庫953-B16adl9502115

Balzac,Honorede
浮かれ女盛衰記
バルザツク箸寺田透訳
改造社：東京,1948-19493冊;19cm
（人間喜劇撰）

<660>庫953-B16u-K(1)19502136
〈661＞庫953-B16u-K(2)19502137
〈662＞庫953-B16u-K(3)19502138

Balzac,Honorede

浮かれ女遡藍衰記
パルザツク著寺田透訳
万里閣：東京,1948291p;19cm
（バルザツク人間叢書；第9）
上巻のみ
<663＞庫953-B16u-119502246

Balzac,Honorede
従妹ベット Balzac,Honorede

川操み女<ラプイユーズ＞／川操み女
Rabouilleuse

バルザック著小西茂也訳
新樹社：東京,1948409p;19cm
<649＞庫953-B16kdl9502135

/La水野亮訳
新潮社：東京，19472冊;19cm
(パルザック選集；第13-14巻）
〈637＞庫953-B16i-s(1)19502105
〈638＞庫953-B16i-S(2)19502106Balzac,Honorede

ポーエムの王：パリ生活繪巻
バルザック著佐蕊正彰，田辺貞之助,朝倉季
雄共訳
東宛書房：東京,1942349p:19cm
（バルザック人間劇叢書）
〈628＞庫953-B16bl9502299

Balzac,Honorede
モデスト・ミニヨン
バルザック著寺田透訳
改造社：東京,19502冊;19cm
（人間喜劇撰）
<650>庫953-B16m6119502133
く651＞庫953-B16mf219502134

Balzac,Honorede
従蛛ベット
バルザック[著］水野亮訳
新潮社：東京，19332冊;20cm
（新潮文庫；第66-67巻）
〈639＞庫953-B16i-119502109
<640>庫953-B16i-219502110Balzac,Honorede

こんと。どろらていく/mntes
drolatiques
バルザック著小西受也訳
新樹社：東京，19483冊;19cm
〈629＞庫953-B16c-119502664
〈630＞庫953-B16c-219502665
〈631＞庫953B16c-319502666

Balzac,Honorede
三十女
バルザック著竹村猛訳
万里閣：東京,194727";19cm
（バルザック人間叢書；1）
<652＞庫953-B16sbl9502123

Balzac,Honorede
従兄ポンス
バルザック著；井上勇課
三笠書房：東京,1950315p;18
（世界文學魑書；43）
〈641＞庫953-B16ib.il950212

Balzac,Honorede
ウージェニイ・グウージェニイ・グランデ／從妹ベット／
従妹ベット/EugenieGrandet/Ia
cousinektte

パルザック作ウージェニィ・グランデ椎名
其二謡従蛛ベット水野亮課
新潮社：東京,19306,618p;20cm
(世界文學全集；17）
〈664＞庫953-B16ubl9502119

ⅢＣ
Ｑ
》

Balzac,Honorede

風流滑稽認／こんと。どろらていく
バルザック[著］小西茂也訳
新樹社：東京，19474冊;19cm
4冊目は拾遺
<632＞庫953-B16f-2cop､319313455

Balzac,Honorede
三十女
バルザック著竹村猛訳
万里閣新社：東京，1957
〈653＞庫953-B16sb2

Balzac,Honorede
従兄ポンス
水野亮訳
新潮社：東京，19482冊;19cm
（パルザック選集；第15-16巻）
〈642＞庫953－B16ib-1195021C
〈643＞庫953-B16ib-2195021[

271p;19cm
19501914 Balzac,Honorede

ウジェニー・グランデ
［バルザツク著］；水野亮訳

新潮社：東京,1949350p;18cm

７
８ Balzac,Honorede

知られざる傑作
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1



篭1

ビトリオー・ベルセジオー著アメデー・ルー
仏訳大石高徳意訳
金松堂：東京,18876,3,212p,図版7枚；
19cm

*<694＞貴F27519502719

Barbusse,Henri
砲火/Lefeu
パルビュス著新村猛,後藤達雄共訳
ダヴイツド社：東京,1951300p;19cm
〈675＞庫953-B21hl9502036

Barthel,Max

現代ドイツプロレタリア詩撰集／労働者の
心／鉄中の人間/Arbeiterseel6~7
krMenschimEisen

労働者の心マツクス・バルテル著鉄中の人
間ハインリツヒ・レルシユ著芳賀壇訳
文芸春秋：東京,1929136p:20cm
奥付:ドイツプロレタリア謡藻
<676＞庫941-B2519502492

Baudelaire,Charles
悪の華
ボオドレエル著矢野文夫寵謬
耕進社：東京,1934383p;19cm
〈684＞庫951-B28a.yl9502704

(バルザック選集；第3巻）
<665＞庫953-B16Ub.ml9502103

Balzac,Honorede
純愛<ウジェニー・グランデ＞：新訳
愛/EugenieGrandet
バルザック著新城和一訳
東京堂：東京,1951201p;19cm
〈666＞庫953-B16Ub・sl9502141

’／純

Bertram,Ernst

ニーチェ：一神話の試み/Nietzsche
VersucheinerMythologie
E・ベルトラム著浅井真男訳
蜘華書房：東京,1942"0,6p;22cm
<695＞庫134.922-ZZIC19502480

Beauvoir,Simonede
女はこうしてつくられる
ボーヴォワール著生島遼一訳
新潮社：東京,1953238p;20cm
（第二の性；第1巻）
〈685＞庫367-B31d-119502172

’
1

Balzac,Honorede
若妻の手記
［パルザック著］；鈴木力衛訳

万里閣：東京，19472冊;19cm
（パルザツク人間叢書；第2-3巻）
く667＞庫953-B1rll9502124
<668＞庫953-B16w-219502125

Block,Jean-Richard

共産主義の人間スターリン
ジヤンーリシャール・ブロック著4蝪潅庫三訳
未来社：東京,1953112p図版;19cm
<69砂庫289.3-Stlbl9502285

Beauvoir,Simonede
女はどう生きるか
ボーヴォワール著生島遼一訳
新潮社：東京,1953289p;20cm
（第二の性；第2巻）
〈686＞庫367-B31d-219502171

Bataille,Henry
絢菅の曲

アンリイ・パタイユ著；小川泰一訳
白水社：東京,1927218p:19cm
（佛蘭西近代劇叢書；第3篇）
〈677＞庫952-B2719502647

Balzac,Honorede
「絶対」の探求/Larecherchede

1'absolu

オノレ・ド・パルザツク著水僅焼訳
新潮社：東京,1947375p:19cm
（バルザック選集；第4巻）
〈6胡＞庫953-B16zl9502104

Boccaccio,Giovanni

想夫恋：ボッカース翁十日物語
ボッカス翁著；ア・サバチエール・ド・カス
トル氏訳；佐藤尚(臥牛楼)訳補述菊亭静閲
丸善：東京，188646丁;19cm
臨池書院蔵版和装
＊〈697＞貴TE26119502907

Beauvoir,Simonede
人はすべて死す/Tousleshonnessont
mortels

シモーヌ・ド・ボーヴオワール作川口篤，
田中敬一訳
創元社：東京，19532冊;19cm
〈687＞庫953-B317h-119502692
＜688＞庫953-B317h-219502693

Baudelaire,Charles

ボオドレエル芸術論集

［ボオドレエル著］；中島侭藏，佐藤正彰訳
芝書店：東京,1934257p:23Cm
〈678＞庫704-B2819502709

Balzac,Honorede
「絶対」の探求／知られざる傑作／砂
漠の情熱／ツールの司祭／赤い宿屋
バルザック著水野完訳
河出書房：東京,~1949375p:19cm
（世界文學全集：十九世紀篇）
背,奥付:バルザツク集あり
<670＞庫953-B16z-K19502114

Boccaccio,Giovanni

デカメロン/kcameron
ボツカチオ著森田草平謡
新潮社：東京,193012,558p;20cm
（世界文學全集；2）
〈的8＞庫973-B61.m19502002

Baudelaire,Charles
エドガア・ボオ

ボオドレエル著小林秀雄，佐藤正彰共訳
角川書店：東京!1948251p;19cm
（飛鳥新書；21）
〈679＞庫930.28-P76bcl9502708

Baudelaire,Charles
ボードレール詩集
ボードレール著粟津則婚沢
みすず書房：東京,1966206p;20cm
〈680＞庫951-B28.abl9502710

Baudelaire,Charles
悪の華と散文詩
シヤアル・ボオドレエル著；馬場睦夫訳
洛陽堂：東京,1919614p;20cm
〈681＞庫951-B28a・b-R19502707

Beauvoir,Simonede
招かれた女
シモーヌ・ド・ボーヴォワール〔著〕；川口篤，
笹森猛正共訳
創元社：東京，19522冊：図版；
〈689＞庫953-B317m-119502690
<690>庫953-鴎17m-219502691

19cm

Boccaccio,Giovanni

デカメロン：補遺
ボツカチオ作森田草平訳
新潮社：東京,1930160p;20cm
（世界文學全集）
全集第1期第2巻の補遺巻次：第1期・第2巻；
別冊
<699＞庫973-B61.m-bl9502001

Balzac,Honorede
「絶對」の機求

バルザック著水職完訳
春陽堂：東京,1928309p:19cm
<671＞庫953-B16z-s19502112

Balzac,Honorede
バルザック小説集
バルザック作；水野亮訳
春陽堂：東京,1924493p;19cm
〈672＞庫953-B16A619502111

Balzac,Honorede
絢潜の生理学
パルザック著安士正夫訳
三笠書房：東京,1948334p;19cm
（世界文學選書；第30巻）
〈673＞庫954-B16kl9502127

Beauvoir,Simonede
美しい映像/Iesbellesimages
シモーヌ・ド・ボーヴォワール著朝吹三吉，
朝吹登水子訳
人文書院：京都,1967251p;19cm
〈691＞庫953-B317ul9502694

Boccaccio,Giovanni

デカメロン/IldecanEron
ボッカッチヨ[著］柏熊達生認
河出書房：東京，19532冊;19cm
（世界文学全集：古典篇；第6巻）
標題は背表紙による（上)(下）；ボッカッチ
ヨ篇

<700>庫973-B61-K(1)19501999
<701>庫973-B61-K(2)19502000

Becker,Marianne
クラクラの日記/JournaldeCra-Cra
ベッケル著大岡昇平訳
人文書院：京都,1956192p;19cm
〈692＞庫953－鴎15119501822Baudelaire,Charles

悪の華/Iesfleursdumal
シヤルル・ボオドレエル著村上菊一郎訳
版画荘：東京,193657,400p;20cm
〈682＞庫951-B28a.mcop.219502705

Bedel,Maurice
北緯六十度の恋：ジェロオム
モオリス・プデル著今日出海訳
新潮社：東京,1940341p;19cm
（仏蘭西文学賞叢書：ゴンクウル賞作品）
〈693＞庫953-閃219502641

Bonne,LouisCharles

泰西勤善訓蒙／泰西勧善訓蒙
ボンヌ［著］箕作鯆訳述
中外堂：東京，18713冊;23cm
名古屋学校蔵版
*<702>貴張227-119502873

Barbusse,Henri
クラルテ
バルピュス著小牧近江訳
ダヴイツド社：東京,1952266p図版;19cm
<674＞庫953-B21-D19501801

Baudelaire,Charles
悪の華：全訳
ポオドレエル著；佐藤朔訳
斎藤書店：東京,1947576p;19cm
〈683＞庫951-B28a.s-S19502706

krsezio,Vittorio
花情粋話：人情小説／花情粋話：人情小説
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Chateaubriand,FranCois-Rene,vicomtede
教義と理論
シャトーブリアン著田辺貞之助訳
創元社：東京,1949418p図版;19cm
（哲学叢書；第40/キリスト教精髄；
第1）
〈733＞庫190.4-B6-119502300

Camus,Albert
夏/L'ete
アルベエル・カミュ[著］窪田啓作訳
新潮社：東京,1955135p;19cm
（一時間文庫；59）
<724＞庫954-C14nl9501793

Brantame,PierredeBourdeille,seigneur
de

ダーム・ギャラント：艶婦伝
プラントーム著小ﾛ酊交也訳
創元社：東京,1952331p;19cm
〈714＞庫953-B71-Sbl9502636
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19502875

Bourget,mul
近代心理論集/Essaisdepsychologie
contemporaine

ポール・プールジェ著：平岡昇訳
弘文堂書房：東京,1940206p:18cm
（世界文庫；31）
内容：1巻のみ
<705＞庫902.9~B67-K(1)19502652

。
■
Ｊ
・
・
・
Ｉ
里
Ｉ
Ｆ
■
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Ｉ Carossa,Hans

美しき惑ひの年／美しき惑いの年
ハンス・カロッサ[著］手塚富雄課
養徳社：丹波市町(奈良県),1949375p;
19cm

（カロッサ全集；9）
<725＞庫943-C2119502481

Byron,GeorgeGordonByron,Baron
愛・孤独・遍歴：日記と手紙
バイロン著中野好失,小川和夫共訳
思索社：東京,1949392p図版;19cm
〈715＞庫936-B9919502513

Chateaubriand,FranCois-Rene,vicomtede
キリスト教詩学
シャトーブリアン著；田辺貞之助訳
創元社：東京,1950355p;19cm
（哲学叢書；第52／キリスト教精髄；
第2）
〈734＞庫190.4F6-219502301

Bourget,Paul
傷ましい謎/Cruelleenigm
ポオル・プルジエ作田辺貞之助訳
春陽堂：東京,1940235p:19cm
<70①庫953-B67il9502302

Cain,JamesM.(JamesMallahan)
郵繩己達はいつもベルを二度鳴らす
ジェームズ．M.ケイン著飯島正訳
荊也出版社：東京,1953171p;19cm
〈716＞庫933-C1219502276

l

Carossa,Hans
指導と信従：生の追憶の書
ハンス・カロッサ著芳賀機沢
建設社：東京,1937239p;20cm
<726＞庫943-C21sl9502506

Chateaubriand,Frangois-Rene,vicomtede
佛和対訳誌注：基督教真髄抄/Geniedu
christianisme

Chateaubriand著；小川泰一訳
郁文堂書店：東京,1926221p;21cm
（独習佛蘭西文学訳注叢書；第3編）
附：最後のアバンスラアジ族の遇全
く735＞庫857.7-C36kl9502646

Choisy,abbede
女装粋人行状記
アベ・ドゥ・ショワジー著鈴木力揮駅
穏滴書房：東京,194918":19cm
（叢書めえとるだむうる）
〈736＞庫953-C5319502356

Bourrienne,LouisAntoineFauveletde
掌破嵩第一世伝
プーリーン,セグル等署；小材雄七郎訳
瞳章文庫：〔東京],18801冊;23cm
和装
*<707>貴T=24819502928

Cami,Henri
人生サーカス
［カミ著］吉村正一郎訳

白水社：東京,1936321p;19cm
（カミ傑作集）
〈717＞庫953-C14jl9501850

Castillou,Henry
エトナの火
アンリ・カスティユー著櫛家光雄訳
新生社：東京,1958299p図版;19cm
〈727＞庫953-C2519501803Boutron,Michel

灰色の真実
ミシエル・プトロン著田付たつ子訳
村山書店：東京,1957158p図版;17cm
<708>庫953-B67519501915

Boutroux,Emile
パスカル/Pascal
エミイル・ブトルウ階］森有正課
創元社：東京,1942376p;19cm
（哲學叢書）
<709>庫135.3-Ybbl9502366

Camus,Al"rt
異邦人/L'etranger
カミユ［著］窪田啓作課
新潮社：東京,1951174p;20cm
〈718＞庫953-C141il9501794

Chamisso,Adelbertvon
シュレミール綺調
シャミッソー著手塚富雄訳
地平社：東京,1947156p;19cm
〈728＞庫943-C3219502483

Clair,Rene
悪魔の美しさ

ルネ・クレエル著岡田真吉訳
河出書房：東京,1950284p図版;19cm
〈737＞庫952-C7419502447

Claudel,Paul

クローデル詩集
ポール・クローデル著；山本功訳
思潮社：東京,1967181p;19cm
（思潮社古典選書；4）
年譜:pl78-181

〈738＞庫951-C76A6cop.219501677

Claudel,Paul

千九百十四年降誕祭の夜
ポオル・クロオデル著；高橋邦太郎訳
文泉社出版部：東京,1965/辛酒閣出版部：
東京90p;20cm
〈739＞庫952-C76sl9502711

Claus,Hugo
かも猟

ユゴー・クラウス作小梅丘江,渋沢葡彦共訳
村山書店：東京,1957192p;19cm
<740>庫949.23-C76k-M195017"

Camus,Albert
ペスト/Lapeste
アルベール・カミユ〔著〕；宮崎嶺雄訳
創元社：東京，19502冊;19cm
〈719＞庫953-C141p-119501789
〈720＞庫953-C141p-219501790

Champfleury
第一世掌破需一口咄：一名思想記
ユソン［纂集］大久保春野訳
内外兵事新聞局：東京,1879116p;18cm
＊〈729＞貴F28719502734

Boyer,Frangois
禁じられた遊び/Jeuxinterdits Chardonne,Jacques

爵蹴<エヴァ＞／爵蹴
シャルドンヌ[著］佐綴朔訳
新潮社：東京,1956116p;16cm
（新潮文庫）
<730>庫953-C3419501763

Camus,Al"rt
追放/L'exiletleroyaume
アルベエル・カミユ著窪田啓作訳
新潮社：東京,1957196p;20cm
内容：不貞，背教者，唖者，客，ヨナ，
生い出ずる石
<721＞庫953-C141tl9501791

フランソワ・ボワイエ著平岡昇訳
ダヴイツド社：東京,1953229p図版;19cm
<710>庫953-B6919502661

Brant6me,PierredeBourdeille,seigneur
de

ダーム・ギヤラント：鋤掃伝/Iesdameg
galantes
プラントーム著小西茂也訳
河出書房：東京,19502冊図版;22cm
限定本
<711＞庫953-B71-K(1)19502662
〈712＞庫953-B71-K(2)19502663

Chardonne,Jacques
ジャン・バルヌリイの妻
シヤルドンヌ著岡田真吉訳
新潮社：東京,1951232p;19cm
（愛情の運命；第1部）
<731＞庫953-C34jl9501804

Camus,Al"rt
駈蒋/Lachute
アルペエル・カミユ[著］佐藤朔訳
新潮社：東京,1957137p;19cm
〈722＞庫953-C141tbl9501795

Chardonne,Jacques
美しき死：クレール
ジャック・シャルドンヌ著；新城和一訳
日月番院：東京,1943274p;19cm
〈732＞庫953-C34ul9501805

Camus,Al"rt
織昏/Noces;Ieminotaureoulahalte
d'Oran
アルベル・カミユ著窪田啓作訳
新潮社：東京,1952119p;19cm
内容：結婚，ミノトオル
〈723＞庫954-C14kl9501792

Brant6m,PierredeBourdeille,seigneur
de

艶婦伝
プラントーム著小西茂也訳
新樹社：東京,1948261p;18cm
〈713＞庫953-B71-S19502637
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Colette

青い麦・ジジ
コレツト著；横塚瀧訳
創芸新社：東京,1956218p:18cm
（コレット選集；第2）
<741＞庫953－田4abl9502604

Colette

最愛の人
コレツト著；横塚光雄訳
創芸社：東京,1956182p:18cm
（コレット選集；第1）
〈742＞庫953-田4sl9502603

Constant,Benjamin
セシル/Cecile

コンスタン曙］窪田啓楕課
新潮社：東京,1953138p;20cm
〈743＞庫953-m6scop.219502653

Coppee,FranCois
明るい窓

フランソワ・コペエ著；岡田弘駅
白水社：東京,1939353p;19cm
<744＞庫953-$719502397

Coulanges,Fustelde
古代都市：ギリシアー百代都市：キリシアーローマに於ける宗教・法
律・制度の研究/Lacit邑皿tique
フユステル・ド・クーランジュ著田遥貞之助
認

白水社：東京,1944413p;19cm
(佛蘭西古典文庫；第4巻）
上巻のみ

<745＞庫230.3-田9-119502638

Coward,Noel
若気のあやまち
ノエル・カワアド著；
西東嘗休：東京，1965
〈746＞庫932-m9w

飯島正釈
1935p:20cm

19502272

CrebillOP,Claude-ProsmrJolyotde
炉辺の戯れ／お喋りな宝石／二つの誠鰊
・兄の残酷
炉辺の戯れクレビヨン・フイス著；小林正訳

お喋りな宝石デイドロ著；新庄嘉章訳
二つの試練・兄の残酷マルキ・ド・サド著；
渋沢竜彦訳鈴木信太郎，渡辺一夫編
河出書房：東京,1956343p:19cm
（世界風流文学全集；第5巻／フランス篇；
3）

〈747＞庫908-Se22o-519502677

CrebillOn,Clame-Pros"rJolyotde
炉辺の戯れ

クレピヨン・フイス著小林正訳
白水社：東京,1950188p図版;19cm
〈748＞庫953-2rl9502351

Curtius,EmstRo"rt
フランス文化論
エルンスト・ローベルト・クウルティウス著
大野俊一訳
創元社：東京,1942414p;19cm
（創元選書；第89）
〈749＞庫361.6-C96-S19502602

Curtius,ErnstRobert
パルザック論
クルティウス著野上巖謹
河出書房：東京,19425,454,4,18p
22cm

〈750＞庫950.28-B16nbl9502601

Dabit,Eugene
緑の地帯
ウージエヌ・ダビ著鈴木力衛訳
中央公論社：東京,1952254p;19cm
（現代世界文學叢書；第7巻）
〈751＞庫953-D11ml9502307

Dabit,E昭邑ne
緑の地帯
ウージエヌ・ダビ著鈴木力衛訳
穏塙書房：東京,1948286p:19cm
（佛蘭西文学叢書；3）
〈752＞庫953-D11m-H19502358

Dabit,Eugene
緑の地帯
ウジエーヌ・ダビ著鈴木力衛訳
三笠書房：東京,1952222p;19cm
〈753＞庫953-D111n-M19502357

肖像；

Daudet,Aldlonse
佛和対訳詳註：タルタラン・ド・タラスコン
/TartarindeTarascon
アルフオンス・ドーテ署普；小川泰一訳
郁文堂謝吉：東京,1926147p:20cm
（独習佛蘭価文学訳注叢書；1）
〈754＞庫857.7-D45tl9502458

Daudet,Alphonse
アルプスのタルタラン
アルフオンス・ドーデー著畠中敏郎訳
白水社：東京,1939396p図版;19cm
〈755＞庫953-D45aLcop.219502453

Daudet,Alphonse
ドーデ短篇選
アルフォンス・ドーテ弓普；萩原弥彦訳
丹頂書房：東京,1948237p;18cm
フランス小説傑作選
<75①庫953-D45d.hl9502456

Daudet,Aldlonse
芸術家の妻/Iesfemmesd'artiStes
（1874）

－40－

鳶1

鼠

アルフォンス・ドーテ署；萩原弥彦著
五元書庫：東京,1949225p:19cm
(五元小説撰書）
<757＞庫953-D45gbl9502455

Daudet,Alphonse
ナバブ：パリ風俗/IeNabab
アルフォンス・ドーデー[著］河合亨訳
世界文学社：京都，19492冊;19cm
（ドーデー選集；1-2）
〈758＞庫953-D45n-lcop.319313447
〈759＞庫953-D45n-2cop､319313448

Daudet,Alphonse
サフォ：パリ風俗/Sapho
ドーデ作朝倉季雄課
文体社：東京,1948339p;19cm
<760>庫953-D45s.al9502454

Daudet,Alphonse
サフォ

アルフオンス・ドオテ署
太虚堂書房：東京，1947
〈761＞庫953-D45s-T

；前川堅市訳
274p:19cm

19502457

Delaparme,Emile
勧懲雑話：訓蒙
ドラパルム著和田順吉訳石橋好一訂
文部省：［東京],1875199p;20cm
＊〈762＞貴T-30619502764

kscartes,Rene
哲学の原理／真理の探求／書簡集
デカルト［著］佐藤信衞，森有正訳渡辺
一夫，河盛好蔵訳
創元社：東京,1951244p;19cm
（デカルト選集；第2巻）
〈763＞庫135.1-A10-219502241

kscartes,Rene
省察／精神指導の規則／書簡集
デカルト［著］三木清，野田又夫訳
豊太訳
創元社：東京,1951240p;19cm
（デカルト選集；第3巻）
<764＞庫135.1-A10-319502242

市原

Diderot,knis
自然の解釈に関する思索：（附）哲学的思索
ディドロ著小場瀬卓三訳
創元社：東京,1948281p;19cm
（哲学叢書）
〈765＞庫135.44-Shl9502207

Diderot,knis
演劇論：文学
デイドロ著；小場瀬卓三訳
八雲書店：東京,1948388p図版;19cm
（ディドロ著作集；第9巻）

本田喜代治等監修
内容：澗剥論,逆説@噸について
<766＞庫770.1-D7319502208

Disraeli,Benjamin,Earlofkaconsfield
政海之情波：三英嬰美／政海の情波：三英
双美
偉君斯稗徳普渡邊治訳述市東謙吉筆記
丸善書店：東京，18864冊;19cm
原書EIldymionの翻訳3．4巻欠
＊〈767＞貴TB291-119502741
＊〈768＞貴子291-219502742

Dostoyevsky,Fyodor

カラマーゾフの兄弟
ドストエーフスキイ著米川正夫訳
河出書房：東京，19532冊図版;19cm
（世界文豪名作全集；第ケ7巻）
〈769＞庫908-Se22b6619502045
<770>庫908-Se22br719502046

Dostoyevsky,Fyodor

死の家の記録
ドストエフスキー著米川正夫訳
新潮社：東京，19562冊;16cm
（新潮文庫；赤-10-M,L)
〈771＞庫983-"8sb-119501760
<772＞庫983-M8sb-219501761

Dowson,ErnestChristopher
ダウスン詩集
ダウスン著；大島幹生訳限定版
高田謄写堂：宇都宮，1954-19553冊;22cm
第3巻:工人社印刷
<773＞庫931-昭92A6--119501996
〈774＞庫931-M92A6-219501997
〈775＞庫931－昭92A6-319501998

Drouet,Minou

木：わたしのお友だち
M・ドルーエ著安東次男訳
ダヴイツド社：東京,1956236p;18cm
真珠版
<776＞庫951－明219501816

Duff,J・Wight(JomWight)
ローマ文学史/Aliteraryhistoryof
RoM

ヂエイ・ワイト・ダッフ原著岩崎良三訳
青木書店：東京,1942283,14p:図版；
22cm

〈777＞庫992.02-鴎5cop､2193134"

Duhamel,Georges
二人の男／癩者への接吻／火の河／
ジエニトリックス

ニ人の男ジヨルジュ・デュアメル著；佐藤輝
夫訳癩者への接吻；ジェニトリックスフ
ランソワ・モーリャック著；萩原彌彦訳火
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ｒヌ子爵；第3部）
〈785＞庫953-D9M-K719502568

Dmnas,Alexandre
華擢なる饗宴
A.デュマ著鈴木力衛訳
講談社：東京,1969363p:20cm
（ダルタニャン物語；第8巻／プラジュロン
ヌ子爵；第3部）
〈78①庫953-"6d-K819502569

Dunas,Alexandre
三つの恋の物語
A・デュマ著；鈴木力衛訳
講談社：東京,1969446p:20cm
（ダルタニャン物語；第9巻／ブラジュロン
ヌ子爵；第3部）
〈787＞庫953-D96d-K919502570

DImas,Alexandre
鉄仮面
A・デュマ著；鈴木力衛訳
講談社：東京,1969352p:20cm
（ダルタニャン物語；第10巻／プラジュロ
ンヌ子爵；第3部）
〈788＞庫953-""-K1019502571

Dunas,Alexandre
剣よ、さらば
A・デュマ著鈴木力衛訳
講談社：東京,1969390p:20cm
（ダルタニャン物語；第11巻／プラジュロ
ンヌ子爵；第3部）
〈789＞庫953-D96d-K1119502572

Dmnas,Alexandre
剣よさらば
アレクサンドル・デューマ著和井田一雄訳
大日本雄弁会講談社：東京,1952272p;
19cm

（ダルタニャン物語；第11巻／プラジュロ
ンヌ子爵；6）
三銃士・三部作全集
<790＞庫953-D96d.w-1119502655

秋山晴夫の河フランソワ・モーリヤック著；
訳
三笠書房：東京,1960384p;20cm
(現代世界文學全集；三笠版；8）
<778＞庫953"5fl9502697

Dumas,Alexandre
椿姫
デュマ・フィス作吉村正一郎訳
世界文学社：京都,1947356p;19cm
（世界文學叢書；第5巻）
<793＞庫953-D961.yl9502573

Dumas,Alexandre
友を選ばば三銃士
A.デュマ著鈴木力揮駅
講談社：東京,1968370p:20cm
（ダルタニャン物語；第1巻／三銃士；
第1部）
<779＞庫953－囎閲-K119502562

Dumas,Alexandre
五九節操史：仏国情話
歴山戎馬斯著松岡亀雄訳
温故書堂：甲府,18811冊;20cm
和装
＊〈794＞貴子24919502929 Erenburg,Il-ra

十三本のパイプ
イリヤ・エレンプルグ著小笠原豊櫛沢
修道社：東京,1957308p,図版1枚;20cm
〈80の庫983-E67-S19501864

Diirckheim,Karlfried,Graf
凋逸精神／独逸精神
デュルクハイム著橋本文夫課
アルス：東京,19413,3,168p;19cm
（ナチス叢書；17）
<795＞庫311.8-D9419501964

Dumas,Alexandre

妖婦ミレディーの秘密
A・デュマ著鈴木力衛訳
講談社：東京,196834":20cm
（ダルタニヤン物語；第2巻／三銃士
第1部）
<780>庫953－卿"-K219502563

Etiemb1e

肉体の紋章/Blasond'uncorps
エチアンプル著山本功訳
新潮社：東京,1962254p;20cm
<807>庫953-E7719501779

●
●
ロ

Duruy,Victor
注猫師西志
猶里(ジュリー)著高橋二郎訳岡千例剛定
重野安緯,藤野正啓評閲

露月楼：東京，18782冊;23cm
和装猶里氏原撰
＊〈796＞貴T-237-119502901
＊〈797＞貴F237-219502902

Dumas,Alexandre

我は王軍友は叛軍
A・デュマ著鈴木力衛訳
講談社：東京,1968350p:20cm
（ダルタニャン物語；第3巻／二十年後
第2部）
<781＞庫953-的飼一K319502564

Etiemble

聖酬隊の少年/L'enfantdech唾皿r
エチアンプル著小西茂也訳
新潮社：東京,1953246p;20cm
〈808＞庫953-E77sl9501807

●
■
タ

Farrere,Claude
最後に来るもの
クロード・ファレール著久持義武訳
三学書房：東京,1941420p:18cm
<809>庫953-F15sl9501844

Eastwood,DorothyMargaret
パスカル復興/TherevivalofPascal:a
studyofhisrelationtomodernFrench
thought

ドロシー・マーガレット・イーストウッド著
由木康課
白水社：東京,1939452p;20cm
<798＞庫135.3-Yecop.219313476

Dumas,Alexandre
謎の修道僧
A・デユマ著鈴木力衛訳
講談社：東京,19"365p:20cm
（ダルタニヤン物語；第4巻／二十年後
第2部）
<782＞庫953－酌"-K419502565

●
０
口

Fay,"rnard

アメリカ文明の批判/Civilisation
americaine

ベルナール・フアイ[著］本田喜代治課
筑摩書房：東京,19434,420,9p.;19cm
索引:pl-9.
〈810＞庫302.53-F1619502651

Fenelon,FrangoisdeSalignacdeLa
Mothe

哲烈禍福調：欧洲小説／哲烈禍福調：欧洲
小説／哲烈調/Telemaque
閉禰論［著］宮島春松訳假名垣魯文閲
鮮齋永濯画

太盛堂：東京，187牙18808冊;19cm
版心のタイトル：哲烈調和装発売：和泉
屋市兵衛(東京）
＊〈811＞貴P215-119502809
＊〈812＞貴T=215-219502810
＊〈813＞貴P215-319502811
＊〈814＞貴TE215-419502812
＊〈815＞貴子215-519502813

Dumas,Alexandre

復讐鬼
A・デュマ著鈴木力衛訳
講談社：東京,1968339p:図;20cm
（ダルタニヤン物語；第5巻／二十年後；
第2部）
<783＞庫953-卿"-K519502566

Eckermann,JohannPeter
ゲーテ：エッカーマンとの対話
エッカーマン著芳賀檀訳
世界社：東京,1949450p図版;19cm
〈799＞庫940.28-G56e.hl9502472

Eluard,Paul
状況の詩：詩と詩論
エリュアール著江原順,木島始共訳
未来社：東京,1954191p図版;19cm
（未来芸術学院；第4）
<800>庫951-E49jbl9501750

Dumas,Alexandre
ダルタニャン色ざんげ/ViedeD'Artagnan
parlui-meme
アレクサンドル・デユーマ著小西茂也訳
河出書房：東京,1950359p:図版;18cm
〈791＞庫953-D9"b-K19502463

Dumas,Alexandre
将軍と二つの影
A.デユマ著鈴木力衛訳
講談社：東京,19"365p:20cm
（ダルタニャン物儲；第階／ブラジュロン
ヌ子爵；第3部）
〈784＞庫953-脚髄-K619502567 Erasmus,ksiderius

愚神禰讃/Moriaeencomium/
エラスムス著池田薫訳
白水社：東京,1940274p:19cm
註:p251-274
<801>庫992.93-E6719502553

Dumas,Alexandre
椿姫
デュマ・フィス著鈴木力衛訳
醐燈社：東京,1949371p図版;19cm
（酬燈社文芸選書；第18巻）
〈792＞庫953-"61.sl9502359

愚神礼讃
Dumas,Alexandre

ノートル・ダムの居酒屋
A.デユマ著鈴木力衛訳
講談社：東京,19"360p
（ダルタニヤン物語；第7巻

20cm

／プラジュロン
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France,Anatole

小さなピエール/IektitPierre
［アナトオル・フランス著］岡田真吉訳

白水社：東京,1951292p:図版;20cm
（アナトオル・フランス長篇小説全集；第16
巻）
<840>庫953-F43A-16cop.219502066

Gautier,Theodlile

ボードレール論：附・ゴーティエ論
ティオフィル・ゴーティエ著田邊貞之助講
創元社：東京,1948204p;19cm
（創元選書；157）
〈848＞庫950.28-B28gcop,219502232

Gautier,Theophile
或る夜のクレオパトラ
ゴーティエ作田遥貞之助課
斎藤書店：東京,1948232p;19cm
内容：或る夜のクレオパトラ
〈849＞庫953-G27b-S19502238
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Flau"rt,Gustave
感情教育
［フルベール著］山田力朗訳

実業之日本社：東京，19482冊;19cm
（フロベール全集；第4-5巻）
〈830＞庫958-F31A6-419502190
〈831＞庫958-F31A6519502191

６
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５
号
牙

１
１
１

２
２
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形
子
子

19502814

19502815

19502816

Fenelon,FranCoisdeSalignacdeLa
Mothe

鉄烈奇談：経世指針/Iesaventuresde
T色lemaque

フェネロン著伊沢信三郎訳
白梅書屋：東京,1883211p;20cm
自初編至五編奥付発免:丸善商社書店:東京
＊〈819＞貴F28519502731

’
1

1
1 Frank

脩身原論/Elementsdemorale/修
身原論
フランク著［河津祐之課］
文部省編輯局：東京,1884415p;20cm
中学校師範学校教科用書
*<841>貴F27719502721

Foumier,Alain
モーヌの大将
アンリ・アラン・フルニエ著水谷謙三訳
白水社：東京,1938377p図版;19cm
〈832＞庫953-F42ml9502538

Flau"rt,Gustave
プヴァールとペキュシェ
フロベール著鈴木縫郎訳
白水社：東京,1949349p地図;19cm
（佛園価古典文庫；第26巻）
下巻:叢書名は仏聞晒文庫:28となる
<820>庫953-田16119502188
<821＞庫953－昭1肪219502189

Flau"rt,Gustave
ボヴァリイ夫人
フロオベエル著淀野隆三訳
三笠書房：東京,1950350p;19cm
（世界文學懸書；第55巻）
<822＞庫953-F31bbl9502192

Gautier,Theophile
キヤピテン・フラカス

テオフイル・ゴーテイエ著田辺貞之助訳
白水社：東京，19482冊;19cm
（伽晒古典文庫；第16,第20巻）
<850>庫953-G27c-119502234
〈851＞庫953-G27c-219502235

France,Anatole
文学生活
アナトオル・フランス著朝倉軸，椿守操一
共訳
白水社：東京,1937304p:19cm
〈833＞庫950.2-F431bl9502067

I Frazer,JamesGeorge,Sir
海外の詩
/G・S・フレイザー［等］著
創元社：東京,1950293p;19cm
（現代詩講座；別巻）
内容：第1:イギリスの現代詩(G,S,フレイザ
ー），第2:詩と社会主義(J,シャゼル)外l篇，
第3:ポオル・ヴァレリイ(吉田健一)他19篇
<842＞庫908.1-G34b-419501992

France,Anatole
神々 は渇く/IGsdieuxontsoif
アナトオル・フランス〔著〕；水野成夫訳
酬燈社：東京,1946384p;18cm
〈834＞庫953-F43kl9502063

Gautier,Theophile
撫粥綺調：アヴァタール
テオフイル・ゴーチエ著材憲一郎訳
創元社：大阪,1948160p:19cm
（百花文庫；41）
〈852＞庫953-G27kl9502233

Gautier,Theophile
モーパン嬢

テオフイル・ゴーテイエ著田辺貞之助訳
白水社：東京，19492冊;19cm
（佛蘭西古典文庫；第19,第22巻）
〈853＞庫953-G27m-119502236
〈854＞庫953-G27m-219502237

Fromentin,Eugene
昔の巨匠達：リューベンスフアン・ダィク
フロマンタン著三輪福松訳
座右宝刊行会：東京,1948203p図版;22cm
第1部のみ
<843＞庫723.358-48.ml9502541

France,Anatole
舞姫ダイス/Thars
アナトオル・フランス著；水野成夫訳
白水社：東京,1938418p:図版;19cm
〈835＞庫953-F43In-H19502062

Flau"rt,Gustave
感情教育
フロベール著生島遼一訳
全国書房：京都，19472冊;19cm
上巻,中巻のみ

<823＞庫953-F31k-119502244
〈824＞庫953－田1k-219502245

Fromentin,Eugene
レムプラント
フロマンタン著三輪福松訳
座右宝刊行会：東京,194770p図版;16cm
〈844＞庫723.359-R26Yfl9501"2

France,Anatole

ペンギンの島/L'Iledespingouins
アナトール・フランス著；水野成夫訳
春陽堂：東京,1924431p:図版;19cm
〈836＞庫953-43pbl9502061 Gautier,Theomlile

ミイラ物語

テオフイル・ゴーテイエ著田辺貞之助認
白水社：東京,1942280p;19cm
〈855＞庫953-G27mbl9502239

Genet,Jean

ジヤン・ジュネ詩集
［ジヤン・ジユネ著］中島登訳
国文社：東京,1967185p図版;19cm
〈85①庫951-G3419501783

Gheorghiu,Virgil
ドナウの犠性

C・V・ケオルギウ著；谷長麓調
筑摩書房：東京,1957164p;19cm
〈857＞庫979.13-G3919501815

Flaurrt,Gustave
サランボー

ギュスターヴ・フローベール著田辺貞之助訳
白水社：東京,1950436p図版;19cm
（佛蘭西文庫；第34）
〈825＞庫953-F31sbl9502196

Gabourd,Amedee
掌破衞全伝
アメデ・ガプール著矢島玄四郎編訳
加納久宣：東京,1879371p;18cm
河津祐之校閲
＊<845＞貴TE28219502727

France,Anatole

ペンギンの島/L'Iledespingouins
アナトオル・フランス[著］水野成夫訳
白水社：東京,1937460p:図版;19cm
巻頭に著者の肖像あり
<837＞庫953-M3pb-H19502060Flau"rt,Gustave

フロベール書簡集
［フロベール著］鈴木健郎,秋山晴夫共訳
白水社;東哀1948=1949~､3冊,..i96m
（佛蘭西古典文庫；15,18,24）
〈826＞庫955－岡1-119502193
〈827＞庫955－岡1-219502194
〈828＞庫955-岡1-319502195

Gantillon,Simon
娼婦マヤ
シモン・ギャンチヨン著小松清訳
白水社：東京,1950227p図版;19cm
〈846＞庫952-G1919501840

France,Anatole

散歩道の楡の樹/L'Ormedumail
アナトオル・フランス[著］水野成夫課
白水社：東京,1941264p:図版;20cm
（アナトオル・フランス長篇小説全集；第3巻
／現代史；1）
〈838＞庫953-43A-3cop､219502064 Gardien,Jacques

フランスの民謡/Lachansonpopulaire
franCaise

ジャック・ガルディアン著横山正矢訳
国際出版社：東京,1956212p;18cm
原著者による参考文献:p211～212
〈847＞庫767.535-G2219501878

Flau"rt,Gustave

ジヨルジユ・サンドヘの書簡／
CorrespondanceentreGeOrgeSandet
GustaveFlau"rt

ギユスタアフ・フロオベル〔著〕；中村光夫訳
文圃堂：東京,1935323p;18cm
〈829＞庫955-F31jl9502197

France,Anatole
舞姫ダイス/ThaYs
［アナトオル・フランス著］水野成夫訳
白水社：東京,1941282p:図版;20cm
（アナトオル・フランス長篇小説全集；第8巻）
〈839＞庫953-F43A-8cop.219502065

Gide,Andre
文藝評論

アンドレ・ジイド著佐藤正彰，鈴木健郎
か］訳

[ほ
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I

文圃堂書店：東京,1935297p;19cm
〈867＞庫954戸G42nl9502083

芝曹吉：東京，19332冊;23cm
2冊目のタイトル続文芸評論,鈴木健郎［ほか］

河出書房：東京,1949390p;19cm
(世界文學全集：十九世紀篇）
背の書名はケーテ集
<875＞庫941-G56.t-K19502470

文部省：〔東京〕，1878-18792冊;20cm
＊〈884＞貴TE281-119502725
＊〈885＞貴T-281-219502726

Gor-kiY,Maksim
どん底：台本
ゴーリキイ作岸田国士演出神西清訳による；
文学座文芸演出部編
角川書店：東京,1954228p図版;18cm
〈88①庫98-G67dl9501786
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Gilson,Etienne
中世ヒューマニズムと文藝復興
エティエンヌ・ジルソン著佐藤輝夫課
白水社：東京,1940203p;19cm
（佛蘭西文藝思潮叢書;10)
内容：中世ヒューマニズムと文芸復興
<868＞庫13-G45cb-H19502580

19502081

19502082

Goethe,JohannWolfgangvon
ゲーテ詩集
［ゲーテ著］手塚富雄訳

筑陣漕房：東京,1949247p図版;19cm
（筑摩選書；第24巻）
<876＞庫941-G56.tbl9502474

Gide,Andre
モンテエニュ論
アンドレ・ジイド著綻野隆三訳
親京印刷所：東京,134109p:30cm
限定版
<8帥＞庫950.28-Mo37gl9502087 Giono,Jean

牧羊神
ジャン・ヂオノ著永田逸郎訳
三学書房：東京,1941304p;19cm
〈869＞庫953-G47319501846

Gottfried,vonStrassburg,13thcent.
トリスタンとイゾルデ
ゴットフリート・フオン・シュトラースプルク
箸石川敬三訳
養徳社：奈良,1958502p図版;22cm
〈887＞庫941-G72-Y19502003

’
Goethe,JohannWolfgangvon

ゲーテの言葉
ゲーテ著原田義人訳
創元社：東京,1949271p;19cm
（創元選書；178）
〈877＞庫944-G56.hl9502469

Gide,Andre
文学読本：アンドレ・ジイド
アンドレ・ジイド著綻野隆三訳
竹村書房：東京,1937328p:19cm
〈861＞庫950.PG4219502085 Godardd'Aucour,Claude

ふらんす好色一代男/Temidoreoumon
histoireetcelledemama3tresse
ゴダール・ドクウル著；桜井成夫訳
穂高書房：東京,1949219p;19cm
（叢書めえとるだむうる；2）
〈870＞庫953-G55cop.219502539

Gourmont,Remyde
乙女心/UncLurvirginal
レミ・ド・ヴウルモン著；萩原厚生訳
春陽堂：東京,1924247p:19cm
〈888＞庫953-G7419502644

Goethe,JohannWolfgangvon
詩集
［ケーテ著］手塚富雄訳

育生社：東京,1948433p
（ゲーテ全集；第6巻）

Gide,Andre
地の糧／ひと様々
アンドレ・ジイド著今日出海訳
白水社：東京,1936280p;19cm
〈8腿＞庫953-G42cl9502084

図版;18cm

Green,Julien

幻を追ふ人/IeViSiOnnaire
内容：
献ぐることば,うた,題詞,序にかへて,好意あ
る読者たちに,新しいアマディース,狐が死ねば
皮が残る,めくら鬼,クリステル,つれない少女，

Goethe,JohannWolfgangvon
狐乃裁判：禽獣世界/ReinekeFuchs
ケーテ氏原著井上勤課述
春陽堂：東京,18862,382,2p;19cm
校正:渡邊義方
＊〈871＞貴TB31219502771

Gide,Andre
イザベル／青春/Isa"lle/
Jeunesse

アンドレ・ジイド曙〕今日出海訳
弘文堂書房：東京,1940163p;18cm
（世界文庫;50)
〈863＞庫953-G42il9502079

ジユリアン・グリーン著福永武彦,窪田啓作訳
創元社：東京,1951271p;20cm
〈889＞庫953-G82ml9501811

71p;20cm
19501811他

<878＞庫948-G56i-619502471
Green,Julien

運命<モイラ＞／運命/M㎡ra
ジユリアン・グリーン著福永武彦訳
新潮社：東京,1953210p;19cm
<890>庫953-G82mbl9501813

Goncourt,Edmondde
買笑婦エリザ
エドモン・ド・ゴンクール著
岡倉書房：東京,1950199p
＜879＞庫953-G63e・scop.2

Goethe,JohannWolfgangvon
若きヴェルテルの悩み／ヘルマンとドロテ
ーア／美しい魂の告白／詩集
ケーテ箸高橋健二訳
河出書房：東京,1953390p図版;19cm
（世界文豪名作全集；第2）
〈872＞庫908-Se22bb-219502041

桜井成夫訳
19cm

19501845

Gide,Andre
贋金つくりの日記
アンドレ・ジィド作鈴木健郎訳
白水社：東京,1935228p;19cm
<864＞庫953-G42n.Y19502086

Green,Julien
真夜中/Minuit
ジュリアン・グリーン
岩波書店：東京，1953
（岩波現代叢書）
<891>庫953-G82mc

Goncourt,Edmondde
宿命の女：ジェルミニ・ラセルトウ
ゴンクール著久保伊平治訳
世界文学社：京都,1948332p図版;19cm
（世界文學叢書；第44）
＜880＞庫953-G63s.kcop､219502252

Goncourt,mmondde

ゴンクウルの日記：文學生活の手記／
Journal:memoiresdelavielitteraire
ゴンクウル[兄弟著］大西克和課
鎌倉文庫：東京，1947-19493冊;21cm
I:1851～1861,11:1862～1865,m:1866～1870
〈881＞庫955-G63g-119502253
〈882＞庫955-G63g-219502254
〈883＞庫955-G63g-319502255

Goodrich,SamuelG.(SamuelGriswold)
具氏佛國史/Apictorialhistoryof
France/具氏仏国史
エス・ジー・グードリッチ著測ﾛ斯底爾課

[著］河合亨訳
341p;19cmGide,Andre

テーゼ／放蕩息子の帰宅
アンドレ・ジイド著朝吹三吉，佐擁朔訳
新潮社：東京,1954130p;16cm
（新潮文庫；675）
〈865＞庫953-G42tl95017

Goethe,JohannWolfgangvon
ケーテ詩集
［ゲーテ著］大山定一訳

創元社：大阪,1949190p;19cm
（創元選書；175）
〈873＞庫941-G56.019502468

19501814

Green,Julien

閉された庭/Mrienne*SUrat
ジユリアン・グリーン箸新庄嘉章訳
創元社：東京,1953355p;20cm
〈892＞庫953-G82tl9501812

GrOussard,Ser"
過去のない女/Iafemn肥sanspasse
S・グルーサール著水野蒲沢
岩波書店：東京,1952-19532冊;19cm
（岩波現代叢書）
著者の肖像あり
<893＞庫953-f88-119502619
〈894＞庫953-G88-219502"O

Gide,Andr邑

秋の断想/Fbuilletsdiautonme
アンドレ・ジイド著；辰野隆訳
筑摩書房：東京,1950286p図版;19cm
内容:第1部春新庄嘉章訳他5篇第2部ジヨゼフ．

Goethe,JohannWolfgangvon
ケーテ詩抄
［ケーテ著］佐藤通次訳

酎燈社：東京,1950236p図版;16cm
（詩人全書）
〈874＞庫941-G56.s-K19502473

Goethe,JohannWolfgangvon
詩集／若きヴェルテルの悩み／ヘルマン
とドロテーア／ファウスト（第一部）／
Dieleidendesj皿唱enWerthers/Hermann
ImdDorothea/Faust
ケーテ［著］高橋健二認

コンラッド中村真一郎訳伽篇第3部ゲェテ辰野
隆訳他5篇蹴部夜間飛行の序堀口大学訳他5
篇第5部二つの架空会見記堀口大学訳他1篇，
秋の断想朝吹三吉訳
<86①庫95-G42abl9502080

Gide,Andre
日記抄
アンドレ・ジイド著；淀野隆三訳
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Hugo,Victor

ノオトルダムドゥパリ

ヴィクトル・ユゴー著江間俊雛訳
春陽堂：東京，1924-19272冊:19cm
〈935＞庫953-H98n.i-119502219
〈936＞庫953-H98n.i-219502220

Hesse,Hermann

旅愁：ペーター・カメンチンド/Peter
Camenzind

ヘルマン。ヘッセ[著］芳賀檀訳
人文書院：京都,1949276p;19cm
<924＞庫943-H53p.hl9502505

エドモン・アロークール著田辺貞之助訳
実業之日本社：東京,1941312p:19cm
〈915＞庫953-H3219502303

Guareschi,Giovanni

陽気なドン・カミロ
グァレスキ作並二画
文芸春秋新社：東京，
<895＞庫973-G91

岡田真吉訳
1953255p;19cm
19502446 Haven,Joseph

実般氏著心理学／実般氏著心理學／
Mentalphilosophy:includingthe
intellect,sensibilities,andwill

約讓・実般(ジョセーフ・ヘーブン)著西周
訳
岡島宝玉堂：大阪，18821冊;19cm
明治11年文部省より出版されたもの上,下冊を
合冊し翻刻出版した。
＊〈916＞貴罪31419502773

Guareschi,Giovanni

ドン・カミロ頂混る
グァレスキ作並二画
文芸春秋新社：東京，
〈896＞庫973-G91d

Isherwood,Christopher
救いなき人々

クリストファ・イシャウッド〔著〕；中野好夫
訳

文藝春秋新社：東京,1952348p;19cm
〈937＞庫933-169s19502528

Hesse,Hermann

悉達多
へルマン。ヘッセ［著］手塚富雄訳
三笠書房；東京,1952150p;19cm
内容：悉達多
く925＞庫943-H53sl9502501

岡田真吉訳
1954262p;19cm
19502445

Guerin,Mauricede

日記：モーリス・ド・ゲラン
［モーリス・ド・ゲラン著」増永清明訳

大乗書院：梼兵,1960189p:19cm
<897＞庫955-G91519501995

JeaJIRenart,12th/13thcent
水鏡の歌

ルナール・ジヤン［等］著；佐藤輝夫訳
全国書房：京都,1947200p;22cm
フランス中世物語集
<938＞庫953-Mi95bl9502004

Hesse,Hermann

若き人々 へ/ZarathustrasWiederkehr
ヘルマン。ヘッセ著高橋健二訳
人文書院：京都,1951166p;18cm
（ヘッセ著作集）
<926＞庫948-H53A-8cop,319313473

Heine,Heinrich
ハイネ詩集
ハインリヒ・ハイネ[著］井上正藏諄
創元社：東京,1949329p;19cm
（創元選書；164）
ハイネ卿專(年譜):p263-286
〈917＞庫941-H51.il9502467

Guizot,FranCoisPierreGuillalme

欧羅巴文明史／欧羅巴文明史
ギゾー氏原著ヘンリー氏訳永峰秀樹再訳
奎章閣：東京，1874-187714冊;22cm
和装本出版人:和田政吉
＊<898＞貴T-226-119502859
＊〈899＞貴Tz226-219502860
*<900>貴F226-319502861
*<901>貴T-226-419502862
*<902>貴T-226-519502863
＊〈903＞貴Tz226-619502864
*<904>貴T-226-719502865
＊〈905＞貴T-226-819502866
*<906>貴子226-919502867
＊〈907＞貴T-226-1019502868
*<908>貴F226-1119502869
*<909>貴TE226-1219502870
*<910>貴T-226-1319502871
＊〈911＞貴T-226-1419502872

Jouvet,Louis

樹剥論：コメディアンの回想/Reflexions
ducomedien

ルイ・ジユヴエ曙］鈴木力痛釈
人文書院：京都,1952260p;19cm
〈939＞庫770.1-J8219502353

JoUmel,Bertrandde

若き理念の勝利：フランスの自覚
ベルトラン・ド・ジウヴネル著岡田真苦訳
三省堂：東京)1942381p:19cm
<940>庫235.07-J8219502361

Homer

オデュッセイア：ホメーロス
高津春繁訳ホメーロス[著］
171p:23cm

抜刷を製本したもの出版地。出版社不明
く927＞庫991.1-H830.t19502581

Hepburn,J.C.(JamesCurtis)
十字架のものがたり
〔ヘボン著〕奥野昌綱訳

奥野昌綱：東京,188812p;19cm
＊〈918＞貴T-26619502923

Houbraken,Arnold
リューベンス
ホウブラーケン著嘉門安雄訳
座右宝刊行会：東京194735p:16cm
座右宝版
<928＞庫723.358-R81Yk19501693

Hepburn,J、C・(JamesCurtis)
さいはひのおとづれわらべてびきのとひこたへ
［ヘボン編］［奥野昌綱訳］
［横浜印行］：［横浜]，187325丁;19cm
和装書名は題菱による
＊〈919＞貴罪26719502925

Kalidasa

シヤクンタラー

カーリダーサ著辻直四郎訳
刀江書院：東京b1956205p;22cm
〈941＞庫929.82-Ka2919502561

Hugo,Victor
レ・ミゼラブル『物語』
ビクトール・ユゴー著；井上究一郎訳
広島図書株式会社：広島,1949194p
（銀の鈴文庫：童話名作篇；16）
<929＞庫953-H98m.i19502461

HerodaS

擬曲
へ－ローンダース[著］高津春繁課
生活社：東京,19434,169,8p;22cm
<920>庫991.2-H53cop.219502560

19cm
Guizot,FrangoisPierreGuillallme

ヨーロッパ文明史/Histoiredela
civilisationenEuropedepuislachutede
1'Empireromainjusqu!alaRevolution
frangaise

F｡ギゾー著安士正夫課
日本評論社；東京，19462冊;15cm
（世界古典文庫;39-40)
原書第6版の翻訳
<912＞庫230-G92y-119502442
〈913＞庫230-G92y-219502443

Kastner,Erich

わたしが子どもだったころ/Alsichein
kleinerJImgewar

エーリッヒ・ケストナー作高橋健二訳
みすず書房：東京,1958273p;19cm
〈942＞庫943-Kal57wl9501741

Keene,Donald

碧い眼の太郎冠者
ドナルド・キーン著
中央公論社：東京,1957170p;20cm
〈943＞庫291.09-Kel8abl9501868

Hugo,Victor

レ。ミゼラブル
ユゴー［著］井上究一郎訳
河出書房：東京，1967-19682冊i20cm
（世界文学全集：第2集;11-5,11-6)
<930>庫953-H98m.ib-119502683
〈931＞庫953-H98m.ib-219502684

Hesse,Hermann

知と愛の物語：ファブリール・ブーフ
ヘルマン・ヘッセ著佐藤晃一訳
三笠書房：東京,1953192p;19cm
〈921＞庫943-H53c.s19502502

Hesse,Hermann

漂泊の人：クヌルプ
ヘルマン。ヘッセ著芳賀檀訳
人文書院：京都,1950222p図版;19cm
〈922＞庫943-H53hbl9502503

Hugo,Victor
レ。ミゼラブル
ヴィクトル・ユゴー著辻昶訳
講談社：東京，19683冊;20cm
（世界文学全集；第6巻一第8巻）
創業60周年記念出版Classicsofallages
〈932＞庫953-H98m.t-119502685
<933＞庫953-H98m.t-219502686
〈934＞庫953-H98m.t-319502687

GImther,Jom

現代ヨーロッパの内幕
J.ガンサー著掘志保訳
新潮社：東京,1962313.5p;19cm
InsideEuropetoday.Rev.1962ed.
〈914＞庫302.3-G9419502588

Kessel,Joseph
赤い草原

ジヨセフ・ケツセル著田辺貞之助訳
大日本雄弁会講談社：東京,1956217p図版；
18cm

Hesse,Hermalm

湖畔の家
へルマン。ヘッセ著芳賀檀訳
人文書院：京都,1950317p図版;19cm
〈923＞庫943-H53kl9502504

Haraucourt,Edomond

或る原始人 (ミリオン°ブックス）
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附:ソグーブ大尉のお茶187-215p
<944＞庫953-Ke61abl9501755

Kessel,Joseph

朝のない夜/Nuitsdeprinces
ケッセル著田辺貞之助訳
筑摩書房：東京)1953306p;19cm
〈945＞庫953-Ke61acl9502038

Kessel,Joseph

奇蹟の指をもつ男
ジョゼフ・ケッセル著品田一良訳
新潮社：東京,1962230p;20cm
<946＞庫953-Ke61kl9502587

Kessel,Joseph

流弾／流弾/Uneballeperdue
ジョゼフ・ケッセル著；水戸俊雄訳
新潮社：東京,1936324p;20cm
<947＞庫953-Ke61rl9502536

Kessel,Joseph

とらわれの人々
ジョゼフ・ケッセル著桜井成夫訳
大日本雄弁会講談社：東京,1957229p;
19cm

〈948＞庫953-Ke61tl9501802

Kippenberg,Katharina
リルケ/RainerMariaRilke
キッペンベルク著芳賀檀訳
人文書院：京都,1951274p;19cm
<949＞庫940.28-R43kcop.219313472

Kleist,Heinrichvon

アンフィトリオン：喜劇
クライスト著手塚富雄訳
要書房：東京>1949181p;19cm
<950>庫942-IL4abl9502497

Kleist,Heinrichvon
こわれ喪：新訳
クライスト著手塚富雄訳
世界文学社：京都,1948181p図版;19cm
（世界文学叢書；第29）
〈951＞庫942-KL4kbl9502498

K1ossowski,Pierre

ロベルトは今夜/Robertecesoir
ピエール・クロソウスキー［著］遠藤周作，
若林眞訳
河出書房新社：東京,1960238p;19cm
内容：ナントの勅令破棄，ロベルトは今夜
<952＞庫953-KL8rl9502547

Kramer-Badoni,Rudolf
大いなる流れの中に/IndergroEen
Drift

クレーマー。バドーニ著替張箙実訳

岩波書店：東京,1956373p;18cm
(現代の文学）
〈953＞庫943-Krl619501922

Kiichler-Silberman,Lena

百人のいとし児
L､K・ジルベルマン著岡田真吉,竹内正実訳
筑摩書房；東京,1964226p図版;19cm
（ノンフィクション・ライブラリー；
第16巻）
〈954＞庫929.73-Kul8hl9502586

Labiche,Eugene
恋娘婚姻事情：西洋演劇筋書：一名演劇独稽古
ユーシェーン・ラビシュ原著ジュリアン。マ
ンガス翻訳ブランダー・マツシユース編纂
荻原良太郎,有賀国次重訳
山中孝之助：東京，1887136p；19cm
＊〈955＞貴IE31719502776

Labiche,Eugene
ペリション氏の旅行記
ラビッシュ箸梅田晴夫訳
世界文学社：京都,1949292p;19cm
（世界文學叢書；第48）
〈956＞庫952-L1119502535

Laclos,Choderlosde
女性論/Del1educationdesfemmes
コデルロス。ド・ラクロ著淀野隆三,谷長茂
共訳
アテナ書院：京都,1949169p;19cm
〈957＞庫367-L1219502640

Lacretelle,Jacquesde
孤独な女/LaBonifas
ラクルテル著平岡昇,河内清共訳
大日本雄弁会講談社：東京,1956241p図版；
18cm

（ミリオン。ブックス）
〈958＞庫953-L123kl9501821

Laforgue,Jules

ハムレット異聞/Moraliteslegendaires
ラフォルグ箸；吉田健一訳
角川書店：東京,1947189p;19cm
〈959＞庫953-L1331cop.219502593

Laforgue,Jules

伝説的な教訓劇：小説集
［ラフォルグ著］吉田健一訳

若草書房：東京,1949307p;22cm
（ラフォルグ全集；第3巻）
内容:ハムレット,薔薇の奇蹟,パルシファルの
子。ロオンヘングリン,サロメ,パンとシリンク
ス,ペルセウスとアンドロメダ
<960>庫958-L13A7-319502532
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Lamennais,FeliciteRobertde

信者の言葉
ラムネー著松下和則訳
創芸社：東京,1948226p;19cm
（人生論叢書；第3）
<961＞庫190-L1719502440

Larteguy,Jean

名誉と栄光のためでなく/Lescenturions
ジャン。ラルテギー原作岩瀬孝訳
冬樹社：東京,1966461p;18cm
<962>E953-L32319501680
冬樹社：東京，1966
<962＞庫953-L323

Larteguy,Jean

外人部隊/Lesmercenaires
ジャン・ラルテギー著；岩瀬孝訳
冬樹社：東京,1967395p;18cm
（ジャン．ラルテギー作品集；第3）
〈963＞庫953-L323gl9501681

Larteguy,Jean

青銅の太鼓/Lestamboursdebronze
ジャン。ラルテギー著；岩瀬孝訳
冬樹社：東京,1968396p;18cm
（ジャン。ラルテギー作品集；第5）
〈964＞庫953-L323sl9501838

Lautreamont,Comtede
ロートレアモン全集
ロートレアモン著；栗田勇訳
人文書院：東京,1968470p;22cm
<965＞庫958-L37A2cop.219313474

Lawrence,D.H.(DavidHerbert)
虹
，.H・ローレンス著中野好夫訳
小山書店：東京,1951258p;19cm
（ロレンス選集；第12巻）
上巻のみ
<966＞庫933-L43nl9502515

Lawrence,D.H.(DavidHerbert)
D.H.ロレンスの手紙
オルダス。ハッグズレー[編］伊藤整,永松定訳
弥生書房：東京，19562冊;19cm
〈967＞庫935-L43-119501799
<968＞庫935-L43-219501800

LeHardouin,Maria

ハートの女王/LadamedecEUr
マリア°ル。アルドゥーアン著小島輝正訳
ダヴイツド社：東京,1951234p;19cm
<969＞庫953-L52519501837

LeSage,Alain-Rene

チユルカレ
ル°サージュ作鈴木力衛訳
白水社：東京,1948213p;19cm
（佛蘭西古典文庫；第1倦）
<970>庫952-L5619502352

Legros,GeorgesVictor

ファーブル伝/LaviedeJ.-H.Fabre
G.V.ルグロ著平岡昇，野沢協共訳
白水社：東京)1960372p;20cm
〈971＞庫289.3-F11L.hl9501719

Lemaitre,Jules

ジャン・ラシイヌ

ジユウル・ルメエトル著工爵詞詣尺
川瀬日進堂：神戸,1935461p:23cm
〈972＞庫950.28-R112L19502216

LeprincedeBeaumont,Madame
(Jeanne-Marie)
美女と野獣

』レプ弓≧ス星ド・ボーモン作小術E訳
澆滴書房：東京,197960p;18cm
〈973＞庫953-L55119502362

Lequiller,Jean

フランス文明史序説/Introductiona
L:etude.del""liSaH6h~EiSaige
ジヤン・ルキエ著［岩崎力訳］改訂版
造型社：東京,1958169p図版地図;21cm
〈974＞庫235-L5519502007

Lequiller,Jean

フランス文明研究入門
室ヤど具ﾙｷｴ著岩崎力訳
東京日仏学院：東京,1956131p地図15枚；
21cm

!LeWanuelsdal!Institutfranco-japonais
deTokyo;n0.1)
<975＞庫235-L55fl9502008

Lequiller,Jean
フランス文学史

ジヤン．ルキエ著渡辺守章等訳
東京日仏学院：東京,1956146p地図;21cm
(LesⅢ皿uel"｡1､InstitutfranCRaPomig
deTokyo;第3)
〈976＞庫950.2--L5519502009

LeSSipg,GottholdEphraim
ラオコオン/Laokoon,0der,Uberdie
GrengenderMalerei~diidP55Sie
に墓室≧グ圏薗雷議事~稟浸一訳
蜘掌書房：東京,1942384p:図版2枚；
22cm

参考文献:p384
〈977＞庫701.1-L56cop.219313445

Lhote,Henri

タツシリ遺跡：サハラ砂漠の秘密
アンリ・ロート著永戸多喜雄訳
毎日新聞社：東京,1960241p,図40p;
20cm

著者の肖像あり
<978＞庫702.02-L5919501749
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懲社：東京,1951181p;19cm
(モーム傑作選；第4）
内容：大佐の奥方,根なし草,幸福な夫婦,体
面,母親
<1007>庫933-Ma95tdl9502517

Mann,Thomas

ブッデンブロオク家の人々
トオマス・マン著詰捷郎訳
河出書房：東京，19542冊図版;19cm
（世界文豪名作全集；第8-9巻）
<998＞庫908-Se22bb-819502047
<999＞庫908-Se22bb-919502048

I11kianoS

ペレグリーノスの昇天：ルキアノス短篇集
ルキアノス［著］高津春繁課
東京堂：東京b1947221p;19cm
〈987＞庫991.4-L96cop.219502558
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Maupassant,Guyde

あぶら饅頭

［モーパッサン著］丸山熊雄訳
太虚堂書房：東京,1948188p;19cm
（モーパッサン選集；第4巻）
〈1008＞庫953-Ma95abl9502163

Loti,Pierre

スタムブウルの春
ピエル。ロティ作岡田眞吉謹
白水社：東京,1939356pil9cm
<980>庫953-L91sl9502373

Macherey,Pierre

文学生産の理論/Pourunetheoriedela
productionlitteraire
ピエール・マシュレー著内藤陽哉訳
合同出版：東京,1969193p;19cm
〈988＞庫901.4-Mal619501675

Mann,Thomas

ファウスト博士誕生/DieEntstehungdes
Dr.Faustus

トオマス．マン[著］佐藤晃一訳
新潮社：東京,1954204p;19cm
（現代ドイツ文學叢書）
<1000>庫943-Ma45fbl9501842

Loti,Pierre

東洋の幻
ピエル。ロテイ著；岡田真吉訳
白水社：東京,1940265p:19cm
〈981＞庫953-L91tl9502444

Maupassant,Guyde
ベラミ/Bel-alni

モーパッサン著中村光夫訳
白水社：東京,1936551p;18cm
（モーパッサン長篇小説）
<1009>庫953-Ma95bcop.219502148

Magny,Claude-Emonde
小説と映画：アメリカ小説時代
C.E､マニイ著中村真一郎，三輪秀彦訳
大日本雄弁会講談社：東京,1958247p
版;20cm
〈989＞庫930.29-Ma2919502376

Mann,Thomas
恋人ロツテ
トオマス・マン著佐藤晃一訳
中央公論社：東京，19512冊;19cm
<1001>庫943-Ma45k-119502499
<1002>庫943-Ma45k-219502500

図

Loti,Pierre

ロティの日記
ピエル・ロテイ曙〕落合孝幸訳
白水社：東京,1937332p;19cm
著者の肖像あり
<982＞庫955-L91Lbl9502656

Maupassant,Guyde
ベラミ/Bel-ami

モーパッサン作杉捷夫訳
太虚堂書房：東京,1948554p;19cm
（モーパッサン長篇全集；第3巻）
<1010>庫953-Ma95b.sl9502153

Mailer,Norman

裸者と死者/TheNakedandthedead
ノーマン・メーラー［著］山西英一訳
改造社：東京,1949-19503冊;19cm
〈990＞庫933-Ma31r-119501756
〈991＞庫933-Ma31r-219501757
〈992＞庫933-Ma31r-319501758

Marguerite,Queen,consortofHenryll,
KingofNavarre

エプタメロン／ダーム・ギャラント／
コント
エプタメロン/マルグリット著；沢木譲次訳．
ダーム・ギャラント/ブラントーム箸；小西
茂也訳．コント/ラ・フォンテーヌ箸；佐藤
輝夫訳．鈴木信太郎，渡辺一夫編
河出書房：東京,1956349p;19cm
（世界風流文学全集；第4巻／フランス篇；
2）
<1003>庫908-Se220-419502676

Louys,Pierre

アフロデイット：古代の風俗/Aphrodite
ピエール。ルイス［箸］小松清訳
白水社：東京,1952370p:図版;19cm
〈983＞庫953-L93ab.kl9502533

Maupassant,Guyde

ジュール叔父/MononcleJules
［モーパッサン著］杉捷夫訳

酎燈社：東京,1948260p;19cm
（文芸選書；第1／モーパッサン短篇傑惰巽
集；第1）
<1011>庫953-Ma95jl9502152

Mallet-Joris,Frangoise

偽りの春/Lerempartdesbeguines
フランソワズ・マレ著金子博訳
新潮社：東京,1953192p;20cm
（現代フランス文学叢書）
〈993＞庫953-Ma392il9501808

Louys,Pierre

エスコリエ夫人の異常な冒険：ピエール・ルイ
ス短篇集
ピエール。ルイス著小松清訳
白水社；東京,1951177p図版;19cm
内容：緋衣の男／他9篇
<984＞庫953-L93el9502534

Maupassant,Guyde
頸飾り

モーパッサン著丸山熊雄訳
太虚堂書房：東京,1948231p図版;19cm
（モーパッサン短篇集）
<1012>庫953-Ma95k.ml9502167

Malraux,Andre
王道/Lavoieroyale
アンドレ・マルロオ[著］小松清訳
三笠書房：東京,1950206p;19cm
（世界文学選書；第116巻）
〈994＞庫953-Ma39-M19502668

Marguerite,Victor

ガルソンヌ/Lagargonne
ヴィクトル・マルグリット著永井順訳
創元社：東京,1950307p;19cm
<1004>庫953-Ma51919501855

Lucian,ofSamosata
ルキアノス短篇集
ルキアノス［著］呉茂一，山田潤二課
筑摩書房：東京5194313,298,29p;22cm
内容：トクサリス：友情について／呉茂一謀，
テイモンまたは人間嫌ひ：對話／呉茂一課，
本当の話：物語／呉茂一課，哲學諸派の
寅立：對話／山田潤二課，漁師：對話／山
田潤二謡，空を飛ぶメニッポス：對話／山
田潤二課，無學なる書籍蒐集家に與ふ：論説
／山田潤二課
〈985＞庫991.4-L96.k19502589

Maupassant,Guyde
未知の女

ギィ・ド。モオパッサン［著］岡田真苦訳
創芸社：東京,1951278p;19cm
（モオパッサン全集；第19巻）
<1013>庫953-Ma95ml9502146

Masefield,Jom

ガリポリ敗退記
ジョン・メイスフィールド著中野好夫訳
古今書院：東京,1942228pil8cm
<1005>庫392-Ma6419502519

Malraux,AIldre
人間の条件/Laconditionhumaine
アンドレ。マルロオ著小松清,新庄嘉章共訳
三笠書房：東京,1951306p;19cm
（世界文学選書；第133巻）
〈995＞庫953-Ma39n-M19502669

Maugham,W.Somerset(WilliamSomerset)
手紙。園遊会まで
サマセツト°モーム著；中野好夫訳
英宝社：東京,1951192p図版;19cm
（モーム傑作選；第1）
<1006>庫933-Ma95tc.n19502518

Maupassant,Guyde

秋風記くモントリオル>/Mont-0riol/
秋風記

モーパッサン作杉捷夫訳
白水社：東京,1938446p;19cm
（モーパッサン長篇小説）
<1014>庫953-Ma95mbl9502147

Malraux,Andre

人間の条件/Laconditionhumaine
アンドレ。マルロオ著小松清,新庄嘉章共訳
創元社：東京,19502冊図版;19cm
〈996＞庫953-Ma39n-119502670
〈997＞庫953-Ma39n-219502671

Ludwig,Emil
クレオパトラ

エーミル．ルードウィッヒ著高津久美子訳
筑摩書房：東京,1963254p図版;19cm
〈986＞庫943-I9619502632

Maugham,W.Somerset(WilliamSomerset)
大佐の奥方・母親
サマセツト．モーム著；中野好夫，小川和夫
訳

－53－－52－
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Maupassant,Guyde
メゾン・テリエ/LaMaisonTellier
ギィ・ド・モーパッサン作河盛好蔵謬
世界文學社：京都,1947206;19cm
（世界文學叢書；23）
内容：聖水授與者，マロツカ，ジュール伯
父，初雪，クロシェット，衣裳戸棚，モ
ンジレ爺さん，かるはずみ，湊
<1015>庫953-Ma95mcl9502161

Maupassant,Guyde
女の一生
モーパッサン著稲田三吉訳
旺文社：東京,1965416p;16cm
（旺文社文庫）
<101①庫953-Ma950.il9502170

Maupassant,Guyde
女の一生
［モーパッサン著］岡田真吉訳

白水社：東京,1951378p図版;19cm
（モーパッサン長篇小説）
<1017>庫953-Ma950.019502162

Maupassant,Guyde
女の一生
モーパッサン著岡田真吉訳倣
白水社：東京,1947378p;19cm
（モーパッサン長篇小説）
〈1018＞庫953-Ma950.o-H195021"

Maupassant,Guyde

女の一生
［モーパッサン著］檎壷夫訳

大虚堂書房：東京,1947363p;19cm
（モーパッサン長篇全集；第1巻）
<1019>庫953-Ma950.sl9502155

Maupassant,Guyde
女の一生／短篇集/UneVie
モーパッサン[著］杉捷夫訳
河出書房：東京,1949354p;19cm
（世界文學全集：十九世紀篇／モー(世界文學全桑：十九世紀篇／モーパッサン
集）
タイトルは背による
<1020>庫953-Ma950.s-K19502150

Maupassant,Guyde
女の一生
モーパッサン著杉捷夫訳
思索社：東京,1949374p;19cm
（思索選書；第16）
<1021>庫953-Ma950.s-S19502149

Maupassant,Guyde
女の一生
モーパッサン著宗左近訳
社会思想社：東京,1965366p;15cm
（現代教養文庫；165）
<1022>庫953-Ma950.sbl9502142

Maupassant,Guyde
ピェールとジャン/PierreetJean
モーパッサン著鈴木力衛訳
三笠書房：東京,1950156p;19cm
（世界文学選書；第33）
〈1023＞庫953-Ma95p.sl9502160

Maupassant,Guyde
ペルル嬢/MademoisellePerle
モーパッサン作杉捷夫訳
斎藤書店：東京,1947245p;18cm
内容:ペルル嬢,海の上のこと,田園揖清舌,乞食，
山番,山小屋,ジュール叔父,老人,紐
<1024>庫953-Ma95pbl9502156

Maupassant,Guyde
脂肪の塊
モウパッサン著水野亮訳
文芸春秋新社：東京,1948234p;19cm
（文芸春秋選書；第13）
〈1025＞庫953Ma95s.ml9502151

Maupassant,Guyde
脂肪の塊
ギー・ド・モーパッサン〔著〕；岡田真吉訳
白水社：東京,1950200p:写真;19cm
〈1026＞庫953-Ma95s,019502169

Maupassant,Guyde
脂肪の塊
モーパッサン箸鈴木健郎訳
三笠書房：東京,1950124p;19cm
（世界文学選書；第25）
<1027>庫953-Ma95s・sl9502159

Maupassant,Guyde
脂肪の塊
［モオパッサン著］田辺貞之助訳

創芸社：東京,1950270p図版;19cm
（モオパッサン全集；第8巻）
〈1028＞庫953-Ma95s.tl95021"

Maupassant,Guyde
死の如く強し
ギィ・ド・モオパツサン［著］田辺貞之助訳
創芸社：東京,1950341p;19cm
（モオパッサン全集；第3巻）
〈1029＞庫953-Ma95sb・tl9502143

Maupassant,Guyde
死の如く強し
［モーパッサン著］杉捷夫訳

大虚堂書房：東京,1947375p;19cm
（モーパッサン長篇全集；第2巻）
<1030>庫953-Ma95sb-T19502154

Maupassant,Guyde
酒樽
［モーパッサン著］杉捷夫訳
酎灯社：東京,1948281p;19cm

－54－
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(文芸選書；第2巻／モーパッサン短篇傑作
選集；第2巻）
<1031>庫953-Ma95scl9502289

Maupassant,Guyde
われらの心/Notrec[Eur
モーパッサン著水野成夫,中平解共訳
酎灯社：東京,1947332p;19cm
<1032＞庫953-Ma95wl9502157

Maupassant,Guyde
山鴫物語
ギィ・ド・モオパッサン［著］田辺貞之助訳
創芸社：東京,1950278p図版;19cm
（モオパッサン全集；第10巻）
<1033>庫953-Ma95yl9502145

Maupassant,GuXde
モーパッサン選集
［モーパッサン著］丸山熊騰沢

太虚堂書房：東京，1946-19473冊;19cm
〈1034＞庫953-Ma95A8-119502164
〈1035＞庫953-Ma95A8-219502165
〈1036＞庫953-Ma95A8-319502166

Maupassant,Guyde
放浪生活
ギイ・ド・モウパッサン著椎糘光描沢
創芸社：東京,1950242p;19cm
（世界名作選；第2）
<1037>庫954-Ma9519502436

Mauriac,FranCois
イエス伝
モーリアック著辻野久憲訳
野田書房：東京,1937350p;19cm
<1038>庫192.8-Ma96195022"

Mauriac,Frangois
愛の砂漠/Ledesertdel'amour
モーリヤツク［著］杉捷夫訳
白水社：東京,1939294p;19cm
<1039>庫953-Ma96abl9502265

Mauriac,FranCois
知識の悪魔：フランソワ・モーリヤツク小説集
［フランソワ・モーリヤツク著］井上究一郎訳

白水社：東京,1941241p;19cm
<1040>庫953-Ma96cl9502266

Mauriac,Frangois
宿命/Destins
モオリヤック［著］原百代訳
昭森社：東京,1940252p;19cm
〈1041＞庫953-Ma96sl9502264

Mauriac,FranCois
内面の記録/MemoiresinterieUrs
フランソア・モーリアック著杉撹扶[ほか］
訳

紀伊国屋漕店：東京，1964-19692冊
<1042>庫954-Ma961n-219502267

;19c

Mauriac,Frangois
日記

フランソワ・モーリヤツク著村上光彦，山
崎庸一郎訳

みすず書房：東京，19612冊;19cm
I:1952-19572:1952-1957
<1043>庫955-Ma96~219502696

Maurois,Andre

結婚・友情・幸福
coutumes

/Sentimentset

、

アンドレ・モロワ著河盛好藏課
岩波書店：東京219391,1,210p;18cm
(岩波新書；48）

内容：結婚．親と子．友情．職業と公民社会．
幸福．解説(河盛妬蔵）
〈1044＞開S-954-Ma9619502055

Maurois,Andre

ヴオルテール/Voltaire
アンドレ・モロワ[著］生島遼一[訳］
創工社東京,19鞆~l流~荷9ch
（百花文庫；14）
〈1045＞庫135.41-Ymcop,219502088

Maurois,Andre

フランス史/HiStoiredelaFrance
Z≧』fに玉pFZ著平岡昇[底がj談
新潮社：東京，1952-19532冊;18cm
〈1046＞庫235-Ma96f-119502057
〈1047＞庫235-Ma96f-219502058

Maurois,Andre
リヨテ元師伝

アンドレ・モロア著浅野晃，浅見篤共訳
白水社：東京,1942380p:19Cm
<1048>庫289.3-I9819502051

Maurois,Andre

毎記醗様担LASPectSdelabiographi
アンドレ・モーロワ著；朝倉孝輔沢
実業之日本社：東京,1941249p:19cm
（伝記文学選集）
<1049>庫901-Ma9619502363

Maurois,Andre

愛の風土/Climats:ro皿皿
アンドレ・モロワ著朝倉季雄訳
新潮社：東京,1951287p;19cm
<1050>庫953-Ma961arS19502056

Maurois,Andre
九月の薔薇：シモーヌヘ
アンドレ・モロア著朝吹三吉訳
新潮社：東京,1957303p:20cm
<1051>庫953-Ma961kl9501674
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Maurois,Andre
うつるひくクリマ＞／うつるひ/Climats
rOman

アンドレ・モオロア［著］朝倉季雄訳
芝書店：東京,1935342p;19cm
〈1052＞庫953-Ma961ul9502053

Maurois,Andre
愛の哲学
アンドレ・モーロワ著
種縞書房：東京，1946
<1053>庫954PMa96ab

小林正訳
204p:19cm
19502052

Maurois,Andre
恋愛の七つの顔
モロワ著河盛好蔵訳
新潮社：東京,1951297p;18cm
<1054>庫954-Ma96rl9502054

鈴木健郎,長塚隆

Meersch,Maxencevander
肉体と魂

ヴアン・デル・メルシユ著鈴木健郎,長
二訳

三笠書房：東京，1954-19552冊;19cm
<1055>庫953-Mel6n-119501773
<1056＞庫953-Mel6n-219501774

Merimee,Prosmr
カルメン

メリメ著杉捷夫訳
剥章書房：東京，1949
（筑摩選書；第21）
<1057>庫953-Me65c

Merimee,Pros"r
カルメン

メリメ[著］杉捷夫訳
太虚堂書房：東京,1947
（メリメ選集；第1巻）
<1058>庫953-配65c-T

142p;19cm

19502095

277p;19cm

19502094

Merimee,Pros"r
コロンパ／イールの女神像/COlnmha
メリメ[著］樹奄夫訳
太虚堂書房：東京,1947329p;19cm
（メリメ選集；第2巻）
<1059>庫953-Me65cbl9502098

Merimee,Prosmr

チユルヂス伯爵夫人/DianedeTurgis
メリメ[著］石川剛,石川登志夫訳
甜燈社：東京,1947310p;19cm
<1060>庫953-Me65ccl9502101

Merim色e,Prosmr

非情物語：モザイク/MosaYque
プロスペル・メリメ著岡田弘訳
世界文学社：京都,1949317p;19cm
（世界文學叢書；蝋5）
<1061>庫953-Me65hcop.219502100

Merimee,Pros"r
イールのヴィーナス
プロスペル・メリメ著
細川書店：東京，1965
（細川叢書；4）
<1062>庫953-Me65ib

杉捷夫訳
79p:18cm

19502096

Merimee,Prosmr
臓談のドン・フアン/Lesamesdu
purgatoire

プロスペル・メリメ著岡田弘訳
世界文学社：京都,1947176p;19cm
（世界文學叢書；第22）
<1063>庫953-Me65rl9502099

Merimee,Prosper

メリメ風流書簡
プロスペル・メリメ箸
角川書店：東京，1949
（角川文庫；5）
〈1064＞庫955-Me65m

Michelet,Jules
革命の女たち/Les
revolution

ミシュレ著三宅徳嘉，
河出書房：東京,1950
<1065>庫953-Mil3k

前川堅市，杉捷夫訳
282p:18cm

19502097

femmesdela

山_上正太郎訳
353p:19cm
19502449

Mignet,M・(Fr皿Cois-Auguste-Marie-Alexis)
仏国革命史/Histoiredelarevolution
frangaise
ミギェ署河津祐之訳
加納久宣：東京，1876-18784冊;19cm
加納氏劇仮
*<1066>貴鵬305-119502760
＊<1067＞貴T-305-219502761
＊<1068＞貴T-305-319502762
＊<1069＞貴TB305-419502763

Mirkau,0ctave

小間使日記/Iejournald'unefemmede
chambre

ミルボオ著岡野かをる訳
春陽堂：東京,1925549p;19cm
表紙のタイトル:Ieournad'unefemmede
chambre

<1070>庫953-Mi49619501853

Moliere

ドン・ジュアン
モリエール作鈴木力衛訳3版
白水社：東京,1947197p;19cm
（佛蘭西古典文庫；第8巻）
モリエール年譜:pl85-197
<1071>庫952-Mo22d.sl9502210

Moliere

ドン・ジユアン
モリエール作鈴木力衛訳
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白水社：東京,1942197p;19cm
モリエール年譜:pl85-197
<1072>庫952-Mo22d.s-H19502214

Moliere

モリエール喜劇集
［モリエール著］内藤濯，小場瀬卓三共訳

生活社：東京,1948456p;19cm
<1073>庫952-Mo22kbl9502212

Moliere
モリエール名作集/L!Etourdi,11Ecole
desMaris,1'EcoledesFもnmes,Tartuffe,
DonJuan,leMisanthrope,1'Avare,les
FemmesSavantes,leMaladeimaginaire
モリエール[著］鈴木力衛[ほか]訳
白水社：東京,1951652p;20cm
モリエール年譜:p641-652
〈1074＞庫952-Mo22ml9502213

Moliere

守銭奴
モリエール著小場瀬卓三訳
白水社：東京,1948261p図版;19cm
（佛闇価古典文庫；第12）
〈1075＞庫952-Mo22sbl9502211

Moliere

タルテユツフ
モリエール作小場瀬卓三訳
白水社：東京,1944284p;19cm
（佛闇価古典文庫；第3）
<1076>庫952-Mo22tl9502209

Montherlant,Henryde
眺望の泉のほとり
モンテルラン著望月芳郎訳
ダヴイツド社：東京,1955164p図版
<1077＞庫954-M03819501767

M6rike,EduardFriedrich
画家ノルテン/MalerNolten
メーリケ作手塚富雄訳
筑摩書房：東京,1948401p;19cm
上巻のみ
<1078＞庫943-M0l49l9502482

;19cm

Musset,Alfredde
喜劇・マリアンヌの気紛れ
ミュツセ著進藤誠一訳
養徳社：丹波市町(奈良県),1947
18cm

<1079>庫952-Mu88kl9502202

116p図版；

Musset,Alfredde
戯れに恋はすまじ
ミュッセ著進藤誠一訳
角川書店：東京,1949290p図版;19cm

(角川文庫；第11)
<1080>庫952-Mu88tl9502203

Musset,Alfredde

二人の恋人：中篇小説集
アルフレッド・ド・ミユッセ著小松清訳
白水社：東京,1951306p図版;19cm
内容:二人の恋人,チチアンの子,エムリーヌ，
フレデリックとベルヌレット,マルゴ
<1081>庫953-Mu88f.kl95021"

Musset,Alfredde

マルゴ／ミミ・パンソン/Margo;Mimi
Pinson

ミユツセ作櫻田佐騨
世界文學社：京都,1947112p;19cm
（世界文學叢書；14）
〈1082＞庫953-M88ml9502200

Musset,Alfredde

世紀兒の告白/..."Confessiond'unenfant
dusiecle/世紀児の告白
ミユツセ作梅田晴夫課
蛎塞畢蓮§京甑.i"342p;18cm
（世界文學叢書；57）
<1083>庫953-Mu88s・ul9502198

Musset,Alfredde
ヴイナスの誕生
ミユツセ著前川堅市訳
トツパン：東京,1949216p;19cm
<1084>庫953-Mu88vl9502201

NadiW_de_Buffon,Benjamin
署是吾敵論

ビユフオン氏著井上毅氏謁
大日本農会：東京，18852冊;23cm
和綴爾坂:農商務省
＊<1085＞貴子234-119502897
*<108貴子234-219502898

NaqPLEML_UnPeroroftheFrench
掌破嵩翁兵家格言/MaxiⅡ肥sde
Napol色onler

月曜会文庫：[出版地不明]’1885
19cm

*<1087>貴TE29519502747

guerrede

212p:

Neryal,Gerardde
暁の女王と精霊の王の物語
ジエラール・ド・ネルヴァノ曙中村真一郎訳
白水社：東京,1943250p図版;19cm
<1088>庫953-N65acl9502386

NerVal,Gerardde
火の娘'Iesfillesdufeu
ジエラアル・ド・ネルヴァル［著］
郎謹

青木書店：東京,1941277p;19cm
<1089>庫953-N65h.nl9502382
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Nerval,Gerardde
夢と人生
ネルバァル著佐藤正影訳
筑摩書房：東京,1948224p;19cm
（蜘箪選書；第12）
<1090>庫953-N65yl9502460

Nietzsche,FriedrichWilhelm
力への意志
ニーチェ著土井虎賀寿訳
三笠書房：東京，19512冊;19cm
（世界文学選書；第71）
〈1091＞庫134.922-G119502475

Nietzsche,FriedrichWilhelm

ギリシア人の世界
ニイチェ著野中正夫訳
筑摩書房：東京,1943371p;19cm
<1092>庫134.922-Gcl9502557

Nietzsche,FriedrichWilhelm

悲劇の誕生
ニーチェ作土井虎賀壽讓
三笠書房：東京,1950141p;19cm
（世界文學選書；帥）
<1093>庫134.922-H19502478

Nietzsche,FriedrichWilhelm
この人を見よ
ニーチェ著士井虎賀寿訳
三笠書房：東京,1950110p;19cm
（世界文学選書；第56）
<1094>庫134.922-K19502477

Nietzsche,FriedrichWilhelm

ツアラトウストラかく語りぬ
ニーチェ作土井虎賀壽訳
三笠書房：東京,1950357p;20cm
（世界文學懸書；51）
<1095>庫134.922-Z.dl9502476

Nimier,Roger
恋愛について/AmouretNeant
R.ニミエ著井沢義雄訳
ダヴイツド社：東京,1954155p;18cm
（ダヴィッド選書）
新装版
<1096＞庫954FN7519501771

Nodier,Charles
コント・ファンタスティック
シャルル・ノデイエ著鈴木健郎訳
醐燈社：東京,1948285p:19cm
<1097>庫953-N922cl9502240

Noel,FranCois

法朗西文典
Nogl,Chapsal[著］

和泉屋半兵衛：江戸，18661冊;19cm
本文はフランス語Grammaire
frangaise(1865)の複製和装本峡入
*<1098>貴P26519502911

Nugent,M.

官許佛和辞典/Nouveaudictionnaire
frangais-japonais
好樹堂訳編
好樹堂：[出版地不明],1871440p;25cm
M・Nugent編の仏英辞典を基にして編訳した上海
のLaMissionPresbyterienneAmericaine

刊のNouveaudictionnaire
FranCais-Japonaisを好樹堂が新鍋したもの
＊<1099＞貴IE27219502748

Nugent,M.
佛和辞典/Nouveaudictionnaire
frangais-japonais

高橋泰山訂正
東崖堂：東京，1886／有則軒：東京
19cm

*<1100>貴張27319502749

637p;

Omet,Georges
修羅浮世鍛鐵塲主：一名生活の戦塲／修羅
浮世鍛練場主：一名生活の戦場
オネー著加藤瓢乎訳述
日野商店：大阪,1886156p,図版8枚;19cm
＊<1101＞貴罪31619502775

Pagnol,Marcel
批評家を批評する/Critiquedes
critiques

マルセル・パニヨル著川俣晃自課
岩波書店：東京,1954178p;18cm
（岩波新書；青-175）
<1102>開S-901.01-P1519501710

Pagnol,Marcel
マリウス

マルセル・パニヨル作永戸俊雄課
雄鶏社：東京,1948275p;19cm
<1103>開952-P15-Y19502574

Pagnol,Marcel
ファニー

マルセル・パニョル著永戸俊雄訳
白水社：東京,1935286p;19cm
〈1104＞庫952-P15fl9502575

Paleologue,Maurice
犠牲の鬮塚
モオリス・パレオログ著古野清人訳
白水社：東京,1941245p:19cm
図版あり
く1105＞庫955-P1719501848

－58－

」

Parinaud,Andre

天才はつくられる/L'affaireMinou
Drouet

アンドレ・パリノー著長塚隆二訳
ダヴイツド社：東京,19562"p図版;18cm
<1106>庫956P2319501912

Pascal,Blaise
田舎の友への手紙：プロヴアンシアル/Ies
Provinciales
プレエズ・パスカル著森有正訳
白水社：東京,1939319p;19cm
<1107＞庫135.3-Icop.219502412

Pascal,Blaise
田舎の友への手紙：プロヴアンシアル
ブレエズ・パスカル著森有正訳
白水社：東京,1949276p図版;19cm
（佛藤酒古典文庫；第23）
<1108>庫135.3-I-H19502411

Pascal,Blaise
幾何学的精神
パスカル[箸］森有正駅
創元社：東京,1947134p;19cm
（哲学叢書）
<1109>庫135.3-Kcop.219502372

PaScal,BlaiSe
パスカル冥想録：パンセ／冥想録
パスカル［箸］由木康課
白水社：東京,1938480p;20cm
著者の肖像ありパスカル年譜:p469～480
<1110＞庫135.3-P.y-H19502218

Pater,Walter
ルネッサンス
ペイタア[著］吉田健一訳
角川書店：東京,1948280p;19cm
（飛鳥新書）
<1111＞庫702.05-P27.yl9502526

Paulhan,Jean
祖國は日夜つくられる／祖国は日夜つくら
れる
ジヤン・ポーラン編小場瀬卓三［ほか］訳
月曜書房：東京,1951249p;19CU
内容:序文:祖国(ジャン・ポーラン著)，プレ
リュード:想像力に訴う(ジョルジュ・デュアメ
ル著)他2篇，奇妙な戦争:フランスに(ピエ
ール・ジャン・ジューヴ著)他14篇，占領と追
放:自由(ポール・エリュアール著)他31篇
<1112>庫954-So3219501766

Pergaud,Louis
わんぱく戦争
ルイ・ペルゴー著鈴木力衛訳
講談社：東京,1963274p図版;18cm
<1113>庫953-P41419502544

Perochon,Ernest,b.
眠れる沼（ネエヌ)/Nene/眠れる
エルネスト・ペロシヨン作朝倉季雄謹
実業之日本社:東京,1940弱晶~;丁9bm
（仏蘭西文学賞叢書：ゴンクウル賞作品）
〈1114＞庫953-P42219502306

Perrault,Charles
フランス童話集

シャルル・ペロー,ドーノウ・カトリーヌ,ボ
ーモン・ド・マリ・ルプランス著小林正訳
河出書房：東京,1946272p;19cm
（世界童話全集；第1巻）
〈1115＞庫953-42fl9502347

%rrault,Charles
ペローおとぎぱなし
［ペロー著］佐藤正彰訳
國立書院：東京,1947206p:19cm
〈1116＞庫953-42pl9502462

Perrault,Charles

ペロー童話巣：眠り姫
シヤルル・ペロー著中村正訳
新少國民社：東京21965182p:19cm
（少國民世界文学叢書；第9編）
〈1117＞庫953-P42Pbl9502349

沼

PhilipIE,Charles-LouiS

小さき町にて：フイリツプ短篇集/Dansla
"iteVille(1910)

シヤルル・ルイ・フリツプ著涜野隆三訳
高桐書院：京都,1947316p;19Cm
〈1118＞庫953-P54c・yl9502622

Plisnier,qlarles
醜女:の日記

シヤルル・プリニエ著関義訳
ダヴイツド社：東京,1952280p;19cm
<1119>庫953-P72sl9501798

Poe,mgarAllan
マルジナリア

エドガ。A･ボオ[著］
創元社：東京，1948
（創元選書；135）
<1120>庫934-P76m

吉田健一認
5,222p;19cm

19502550

PreVert,Jacues
プレヴエール詩抄
［プレヴエール著］福島達夫訳
薔薇科社：東京,195794p;19cm
<1121>庫951"2Pbl9501894

Prevost,abbe

マノン・レスコオ
アベ・プレヴオ著河盛好蔵沢
醐灯社：東京,1947247p;18cm
<1122>庫953-P92119502059
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Prevost,Jean

プカンカン兄弟
ジャン・プレヴオ著渡辺淳訳
大日本雄弁会講談社：東京，1957
19cm

<1123＞庫953-"2bl9501856

246p;

Prevost,Jean
青春の猟人

ジヤン・プレヴオ著新庄嘉章訳
穏槁書房：東京,1946335p:19cm
（佛贋価文学叢書；第1巻）
〈1124＞庫953-P92s-H19501847

Racine,JeanBaptiste
フェードル

ラシーヌ著沢木簡次訳
白水社：東京,1948211p図版;19cm
（佛間両古典文庫；第17巻）
〈1125＞庫952-R11pl9502215

Racine,Jean
ラシーヌ

［ラシーヌ著］；鈴木力億幅鈴木力衛訳
筑摩書房：東京,_1965545,2p;23cm
（世界古典文学全集；48）
<1126＞開908-Se22ko-4819502698

Racine,Jean

プリタニキュス/Britannicus
ジヤン・ラシーヌ著内藤濯謹
第一書房：東京,1925239p;20cm
（ラシイヌ傑作集；第1巻）
〈1127＞庫952-Rllb.nl9502217

Radiguet,Ramond

肉体の悪犠：魔に懸かれて/Iediableau
COrpS

レーモン・ラデイゲ著渡辺明正訳
人文書院：京都,1951228p図版;19cm
〈1128＞庫953-R116.wl9501809

Radiguet,Raymond

ドルジエル伯の舞踏会/Iebalducomte
d'Orgel

し宝玉≧･ラァイケ著生島遼一訳
人文書院：京都,1951234p図版;19cm
<1129＞庫953-R11"-J19501810

Regnier,Henride

ド・プレオ氏の色倒毎/Iesrencontresde
M.deBre0t

アンリ・ド・レニエ著矢野目源一訳
看陽堂;東京,1924~31配一打屍、
（佛蘭随文学の叢書；55）
<1130>庫953-R24dl9501854

Renan,Ernest

思い出：幼年時代・青年時代

エルネスト・ルナン[著］杉捷夫訳
創元社：東京,1949399p;19cm
(創元選書；162）
〈1131＞庫950.28-R27219502288

Renard,Jules
ねなしかずら
ジユウル・ルナアル著；高木佑一郎訳
白水社：東京,1937311p;19cm
〈1132＞庫954-R27nl9501796

Renard,Jules
素朴な風景/Lalanternesourde
ジュール・ルナール箸田辺貞之助訳
大日本雄弁会講談社：東京,1957199p;
19cm

〈1133＞庫954-R27scop､219501824

Rilke,RainerMaria
薔薇：リルケ詩集/PoemesFranCais
ライナー・マリア・リルケ[著］堀辰雄，富
士川英郎，山崎榮治訳
人文書院：京都,1953191p;19cm
〈1134＞庫941-R43bl9501839

Rilke,RainerMaria
ドイノの悲歌
ライナー・マリア・リルケ著芳賀檀訳
ぐろりあそさえて：東京,1940140p;19cm
<1135>庫941-R43dcop.219313449

Rilke,RainerMaria
ドイノの悲歌
ライナー・マリア・リルケ著
創元社：東京,1953110,45p
<113①庫941-R43d-Scop.2

芳賀檀訳
;18cm

19313450

Rilke,RainerMaria
リルケ詩菓
リルケ［著］手塚富雄編
河出書房：東京,1955193p;17cm
（河出新書）
著者の肖像あり
く1137＞庫941-R43r・tl9501709

Rimbaud,Arthur
ランボオ詩集
［ランボオ著］小林秀雄訳

東京創元社：東京,1959255p図版18枚；
18cm

限定版訳者署名本革装内容:地獄の季節,飾
画,オフェリヤ,谷間に眠る男,酪酊船,堪忍，
渇の喜劇．ランボオ(小林秀雄）
〈1138＞庫951-R44r.kl9502701

Rimbaud,Arthur
渇くうえ>の喜劇
アルチュル・ランボオ著；小林秀雄訳
野田書房：東京,193717p;17cm
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(コルボオ叢書；8）
限定版
<1139＞庫951－R44ub 19502702

Rimbaud,Arthur

酩酊船/Bateauivre
あるちゆる・らんぼお著；小林秀雄訳
白水社：東京,19311冊:24cm
限定版本文総仮名付
<1140>庫951-R44y.kl9502"9

Rimbaud,Arthur
アルチユルランボオ詩集
アルチユル・ランボオ著；小林秀雄訳
江川書房：東京,193328p;21cm
限定版
内容：第1巻:酩酊船,堪忍,オフエリヤ
〈1141＞庫951-R44A1019502700

Riviere,Jacques
ランボオ
ジァック・リヴイエール著；辻野久憲訳
山本書店：東京,1936187p:19cm
〈1142＞庫950.28-R44r.tl9502703

Robida,Albert

第二十世紀：世界進歩
アー・ロビダー著服部誠一訳述
岡島寳玉堂：大阪,18864,233p,
19cm

＊<1143＞貴Tz29919502753

Rochefort,Christiane
戦士の休息
C.ロシュフォール著
新潮社：東京,1960
〈1144＞庫953-R56

岡田真吉訳
247p;20cm
19501734

図版12枚；

Rodenbach,Georges
死の都プリウジュ/Bruges-la-morte
ロオデンパッハ著；江間俊嫡沢
春陽堂書店：東京,1940158p:19cm
<1145＞庫953-R58scop.219502645

Rodenbach,Georges
死の都プリユージユ
ロダンバツク著黒田憲治,多田道太郎共訳
思索社：東京,1949250p;19cm
（思索選書；第95）
〈1146＞庫953-R58s.kl9502439

Rolland,Romain
魅せられた魂
ロマン・ロラン[著］大野俊一謬
河出書房：東京，19532冊;19cm
（世界文豪名作全集；第10-11巻）
〈1147＞庫908-Se22bb-1019502049
〈1148＞庫908-Se22bb-1119502050

Rolland,Romain

コラ・ブルニヨン/ColasBreugnon
ロマン・ロラン［著］宮本正清諄
みすず書房：東京,1947392p;19cm
（ロマン・ロラン全集;11)
〈1149＞庫953-R64kl9501841

Ronsard,Pierrede

ロンサールの杼情詩
ロンサール［著］，井上究一郎［著訳］
創元社：大阪,1948266p;18cm
俸西詩選）

〈1150＞庫951-R66rcop.219313460

Rouault,Georges

我が回想/Souvenirsintimes
ヂヨルヂユ・ルオー著；武者小路実光訳
甲鳥書林：東京,1943146p;23cm
<1151>庫723.35-R75wl9502658

RoUSSe3U,Jean-Jacques
告白録

ルソー［著］井上究一郎訳
河出書房新社：東京,1964718p;18cm
（世界文学全集;II-5)
〈1152＞庫135.48-K.il9502204

RoUSse3u,Jean-Jacques
告白録

ルソー著井上究一闘駅
河出書房：東京,1949238p図版;19cm
<1153>庫135.48-K.i-K19502243

RoUSSeaU,Jean-Jacques
先駆者の言葉：ルツソー珠玉集
ルツソー著本田喜代治訳編
小石川書房：東京,1948267p図版;19cm
〈1154＞庫135.48-S19502205

RoUSSeau,Jean-Jacques
自然と社会
ルソー[著］平岡昇編
白水社：東京,1967303p;21cm
<1155>庫135.48-Shil9502206

Roussel,Romain
徒黛の地図

ロマン・ルウセル著川崎竹一訳
白水社：東京,1941234p:19cm
〈1156＞庫953-R76tl9501849

Roussel,Romain

春のない谷間/_Lavalleesansprintem
ロマン・ルウセル作新庄嘉章調
実業之日本社：東京,1940293p;19cm
（仏蘭西文学賞霞書：アンテラリエ賞作品）
〈1157＞庫953-R76619501919
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Sade,marquisde
いんらく耽奇調：サド侯爵
マルキ・ド・サァド著田辺貞之助訳
穂師高書房：東京,1949187p図版;19cm
（叢書めえとるだむうる；第3巻）
〈1158＞庫953-Sal3il9502635

Sadoul,Georges
世界映画史/Histoired'mart:le
cinema,desoriginesanosjours
ジヨルジュ・サドゥール箸岡田眞吉訳
白水社：東京,1952436,142p:図版;19cm
〈1159＞庫778.2-Sa13.019502465

Saint-Exupery,Antoinede
人間の土地
サン・テクジュペリ著堀口大学訳
三笠書房：東京,1951187p;19cm
<1160>庫953Sa22nbl9501860

Saint-Exupery,AIltoinede
戦う操縦士
サン・テクジュペリ著堀口大学訳
三笠書房：東京,1951186p;19cm
〈1161＞庫953-Sa22tl9501862

Saint-Exupery,Antoinede
夜間飛行：附・南方郵便機
サン・テクジュペリ著堀口大学訳
三笠書房：東京,1951203p地図;19cm
〈1162＞庫953-Sa22yl9501861

Saint-Pierre,kmardinde

ポールとヴイルジニー/PauletVirginie
ベルナルダン・ド・サン・ピェール著田辺E
之助訳

白水社：東京,1950220p図版7枚;19cm
〈1163＞庫953-Sa226.t19502639

田辺貞

19502639

Sainte-腱uve,Charlesugustin
中世及び十六世紀作家論
サント・プウヴ著艮野隆訳
実業之日本社：東京,1943430p;22cm
（サント・プウヴ選集；第1巻）
〈1164＞開950.2-Sa221-119502649

Sand,George
アンジアナ

ジヨルジユサンド著；杉睦夫訳
全国書房：京都,1949258p;19cm
（ジヨルジユ・サンド著作集；第2）
上巻

く1165＞開953-Sa62abl9502091

Sand,George
ジェルマンドルー家
ジヨルジュサンド著水谷謙三訳
第三書房：東京,1948190p図版;19cm
〈1166＞庫953-Sa62gcop.219502092

Sand,George
魔の沼/Lamareaudiable
ジョルジュ・サンド[著］杉捷夫訳
酎燈社：東京,1948284p;19cm
〈1167＞庫953-Sa62mbl9502090

Sand,George
ものをいうカシの木
ジョルジュ・サンド著杉捷夫訳
ニューフレンド社：東京,194884p
〈1168＞庫953-Sa62mcl9502093

Sand,George
小妖女/Lapetitefadette
ジョルジュ・サンド著小林正訳
新小国民社：東京,1948241p:19cm
〈1169＞庫953-Sa62sbl9502089

19cm

Sartre,Jean-Paul
自由への道/Iescheminsdelaliberte
サルトル著佐藤朔，白井浩司共訳
人文書院：京都，1950-19526冊;19cm
（サルトル全集；第1-3巻）
第一部：分別ざかり．第二部：猶豫．
第三部：魂の中の死
<1170>庫135.9-Sa69-la(1)19502012
〈1171＞庫135.9-Sa69-la(2)19502013
〈1172＞庫135.9-Sa69-2a(1)19502014
〈1173＞庫135.9-Sa69-2a(2)19502015
〈1174＞庫135.9-Sa69-3a(1)19502016
〈1175＞庫135.9-Sa69-3a(2)19502017

Sartre,Jean-Paul
嘔吐/LaNausee
［サルトル著］白井浩司訳

人文書院：京都,1951309p;19cm
（サルトル全集；第6巻）
〈1176＞庫135.9-Sa9-6cop.219502019

Sartre,Jean-Paul
嘔吐/LaNausee
［サルトル著］白井浩司訳改訂版

人文書院：京都,1960208p;19cm
（サルトル全集；6）
〈1177＞庫135.9-Sa69-6acop､319502018

Sartre,Jean-Paul
恭々しき娼婦：劇作集/Iesmouches/
Huisclos/Laputainrespectueuse
［サルトル著］加藤道夫，芥川比呂志,伊吹

武彦訳
人文書院：京都,1952194p;19cm
（サルトル全集；8）
内容：蝿／加藤道夫訳，出口なし／伊吹
武彦訳，恭々しき娼婦／芥川比呂志訳
<1178>庫135.9-Sa9-8al9502020

Sartre,Jean-Paul
文学とは何か／
litt色rature？

－62－

Qu!est-cequela

［サルトル著］加藤周一，白井健三郎訳
改訂版
人文書院：京都,1952318p;19cm
(サルトル全集；第9巻／シチュアシオン；
2）
〈1179＞庫135.9-Sa69-9al9502021

Sartre,Jean-Paul
唯物論と革命：シチュアシオン／
Materialismeetrevolutioni_Situations
［サルトル著］多田道太郎[ほか]訳
人文書院：京都,1953218p;19cm
（サルトル全集；第10巻）
内容：
革命の神話(多田道太郎訳)革命の哲学(矢内原
伊作訳）［異邦人］解説(窪田啓作訳)フランソ
ワ・モーリャック氏と自由(小林正訳)占領下の
パリ(小林正訳）
<1180＞庫135.9-Sa69-10A19502022

Sartre,Jean-Paul
アメリカ論：シチュアシオン
［サルトル著］渡辺一夫［ほか］訳

人文書院：京都,1953188p;19cm
（サルトル全集；第11巻）
内容：アメリカの個人主義と劃一主義／佐
藤朔訳，アメリカの都市／渡辺明正訳，植
民地的都市ニューヨーク／吉村正一郎訳，
アメリカ紹介／生田耕作訳，ジョン・ドス・
パソス論／生田耕作訳，フォークナーの「サ
ートリス」／生田耕作訳，フォークナーにお
ける時間性／渡辺明正訳，沈黙の共和国／
白井健三郎訳，協力者とは何か／白井健三郎
訳，大戦の終末／渡辺一夫訳，デカルトの
自由／野田又夫訳，縛られた人間／渡辺明
正訳，フツサールの現象学の根本的理念／
白井健三郎訳，絶対の探究（ジァコメツテイ
の彫刻）／滝口修造訳
<1181＞庫135.9-Sa69-11A19502023

Sartre,Jean-Paul
ボードレール/Baudelaire
［サルトル著］佐藤朔訳

人文書院：京都,1956172p;19cm
（サルトル全集；第16巻）
標題紙・奥付の表示は第15巻
く1182＞庫135.9-Sa69-16al9502024

Sartre,Jean-Paul
ネクラソフ：劇作/Nekrassov
［サルトル著］淡徳三郎訳

人文書院：京都,1956191p;19cm
（サルトル全集；第17巻）
1955年6月、パリ、アントワーヌ劇場にて初演
<1183＞庫135.9-Sa69-17al9502025

Sartre,Jean-Paul
賭はなされた．歯車
/L'engrenage

/Lesjeuxsontfaits

[サルトル著］福永武彦訳中村真一郎訳
人文書院：京都,1957244p;19cm
(サルトル全集；21）
〈1184＞庫135.9-Sa69-21cop､319502026

Sartre,Jean-Paul

シチュアシオン/Situations
［サルトル著］伊吹武彦[ほか]訳
人文書院：京都,1953-197710冊;19cm
（サルトル全集）
1:評論集.2:文学とは何か.3:沈黙の共和国他．
4:肖像集.5:植民地問題.6:マルクス主義の問題．
7:マルクス主義の問題2.8:ヴェトナム他・9：
自己に関する考察他10:政治評論他
4の訳者：佐癖朔他．5の訳者：白井朧郎他．
6,7の訳者：白井浩司他・8,9の訳者：鈴木道彦
他．10の訳者：鈴木道彦，海老坂武．巻次：
第9巻,第10巻,第11巻,第22巻,第30巻,第
31巻,第32巻,第36巻,第37巻,第38巻
く1185＞庫135.9-Sa69-22ACOp､319502027
〈1186＞庫135.9-sa69-31cop5419502031
〈1187＞庫135.9-SaW-32cop.419502028
〈1188＞庫135.9-Sa9-38cop､319502030

Sartre,Jean-Paul

弁証法的理性批判：実践的総体の理論／
C"i9Ue"1araiSCd~diaIebtidEg
［サルトル著］竹内芳郎[ほか]訳
人文書院：京都，19623冊;19cm
（サルトル全集；26-28）
l「個人的実践から実践的=惰性態へ」竹内芳郎，
矢内原伊作訳2「集団から歴史へ(上)」
平井啓之,森本和夫訳3「集団から歴史へ（
下)」平井啓之，足立和浩訳
<1189＞庫135.9--Sa69~27cop.419502029

Sartre,Jean-Paul

分別ざかり/L,agederaison
サルトル［著］佐藤朔，白井浩司訳改訂縮刷
版

人文書院：京都,1958349p;20cm

l儒鮮j第1部/唾scheminsdela
<1190>庫953-Sa"j-119502032

Sartre,Jean-Paul
猶予/Iesursis
サルトル[著］佐藤朔,白井浩司訳改訂縮刷
版

人文書院：京都,1959390p;19cm
（自由への道；第2部/Iescheminsdela
likrte;2)
〈1191＞庫953-Sa"j-219502033

Sartre,Jean-Paul

魂の中の死/Iamortdansl'aIE
サルトル[著］佐藤朔,白井浩司訳改訂縮刷
版

人文書院：京都,1959324p;19cm
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(自由への道；第3部／
likrte;3)
<1192＞庫953-Sa69j-3

Iescheminsdela

19502034

Sartre,Jean-Paul

嘔吐/LaNausee
ジャン・ポオル・サルトル[著］白井浩司課
青磁社：東京,1947391p;19cm
（現代佛蘭西小説集）
<1193>庫953-Sa"o-S19502010

Scmitzler,Arthur

中世民調集／アナトール／恋の戯れ・輪
舞 ／短篇集／詩抄
中世民調集石川道雄菊盛英夫共訳アナト
ール；恋の戯れ・輪舞／シュニッツラー著；
石川道雄,中込忠三，菊盛英夫訳短篇集ダ
ウテンダイ著；中込忠三訳詩抄ケストナー
著；石川道雄訳高橋義孝編
河出書房：東京,1957361p:19cm
（世界風流文学全集；第7巻／ドイツ篇）
〈1194＞庫908-Se22o-719502679

Senancour,EtiennePivertde
恋愛論/kl'Amour
セナンクール著竹村猛訳
酎燈社：東京,1949466p:19cm
（酎燈社文芸選書；6）
〈1195＞庫954-Se57cop､219502371

Shakesmare,William

ハムレット／真夏の夜の夢／ロメオとジ
ュリエット／ジュリアス・シーザ－
シェイクスピア著中野好夫,三神勲訳
河出書房：東京,1953397p図版;19cm
（世界文豪名作全集；第1）
〈1196＞庫908-Se22brll9502040

Simon,PierreILnri

現代フランス文学史/Histoiredela
LitteratureFranCaisecontemporaine
P.H.シモン[著］平井啓之訳
紀伊國屋書店：東京,1960vii,448p;21cm
〈1197＞庫950.2-Si6cop､319313477

Smiles,Samuel
西洋品行論／品行論
斯迩爾斯原撰中村正直訳述
中村正直：東京，1878-1880／和泉屋市兵衞
（質弘）：東京8冊;24cm

版心標題：品行論第3編以降の出版者：珊
瑚閣
＊<1198＞貴眠233-119502889
＊<1199＞貴T-233-219502890
*<1200>貴T-233-319502891
*<1201>貴T-233-419502892
*<1202>貴子233-519502893
*<1203>貴T-233-619502894
＊<1204＞貴TB233-719502895
＊<1205＞貴T-233-819502896

Soubiran,Andr色
白衣の人：若き医師の告白/IGshommesen
blanc

アンドレ・スービラン著淀野隆三訳
鱒書房：東京,1955282p;20cm
<1206>庫953-So8119501768

S"nder,Stephen
夢を孕む軍濁者／夢を孕む単独者
S・スペンダー著深瀬基寛,村上至孝訳
筑摩書房：東京,1956227p;19cm
（倉慥的要素；第1部）
<1207>庫901-Sp4・al9501863

Steinkck,Jom
ピピン四世うたかた太平記
スタインベック著中野好夫訳
角川書店：東京,1963249p;20cm
<1208>庫933-St3pl9502516

Stendhal

恋愛論/kl'AInourl822
スタンダール著前川堅市訳
新人社：東京，19482冊;19cm
〈1209＞庫141.6-St4r-119502174
<1210>庫141.ケSt4r-219502175

Stendhal

赤と黒/Ierougeetlenoir
スタンダール〔著〕；桑原武夫,生島遼一訳
河出書房：東京,1953500p:図版;19cm
（世界文豪名作全集；第3）
〈1211＞庫908-Se22bb-319502042

Stendhal

赤と黒/Ierougeetlenoir
スタンダール〔著〕；桑原武夫,生島遼一訳
河出書房：東京,19493,496p:図版;19cm
（世界文學全集：十九世紀篇）
〈1212＞庫953-St4ab-K19502178

Stendhal

チェンチー族
スタンダール著小林正訳
三笠書房：東京,1950101p;19cm
（世界文学選書；第22）
内容：チェンチー族,修女スコラスティカ
〈1213＞庫953-St4cl9502185

Stendhal

カストロの尼
スタンダール著小林正駅
三笠書房：東京,195098p;19cm
（世界文学選書；第21）
〈1214＞庫953-St4cbl9502184

Sten曲al

いたりあ物語/Chroniquesitaliennes
スタンダール著；小林正訳
河出書房：東京,1941306p;19cm
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<1215＞庫953-St4icop､219313461

Stendhal

怖るべき女たち/MinadeVanghel
スタンダール著小林正訳
酎燈社：東京,1947299p:19cm
中篇小説撰
内容：ミナ・ド・ヴアンゲル,スコラスタィカ
尼,チェンチー族
<1216＞庫953-St4kl9502173

Stendhal

緑の猟人：リュシアン・ルーヴエン／
LucienLeuwen/Lechasseurvert
スタンダール著小林正訳
大日本印刷：東京,1940-19412冊:19cm
（新世界文學全集；第16-17巻）
〈1217＞庫953-St4m-119502364
〈1218＞庫953-St4m-219502365

Stendhal
パルムの僧院
スタンダール著生島遼一訳
世界文学社：京都,1949288p;19cm
<1219＞庫953-St4p.i-S19502180

Stendhal
パルムの僧院
スタンダール著生島遼一訳
白水社：東京,19502冊;19cm
（仏蘭西文庫；第36-37巻）
<1220>庫953-St4p・i-119502176
〈1221＞庫953-St4p.i-219502177

Stendhal
ヴァニナ・ヴァニニ/VaninaVanini
スタンダール作生島遼一,桑原武夫訳
世界文学社：京都,1947202p;18cm
（世界文學叢書；第8巻）
〈1222＞庫953-St4v・il9502179

Stendhal
リュシヤン・ルーヴェン
スタンダール〔著〕；小林正訳
三笠書房：東京，19532冊;19cm
〈1223＞庫953-St4L-119502186
〈1224＞庫953-St4L-219502187

Stendhal
エゴティスムの回想/Souvenirs
d'egotisme

［スタンダァル著］小林正訳
竹村書房：東京,1936298p:図版;19cm
(スタンダアル選集；第2巻）
〈1225＞庫958-St4A6-219502181.

Stendhal

日記・書簡
［スタンダァル著］河盛好藏，前川堅一訳

竹木潜房：東京,1936309p;19cm
(スタンダァル選集；第5巻）
タイトルは奥付による
<122砂庫958-St4A6-519502182

StPndhal

ナポレオン

［スタンダァル著］佐擁正彰訳
竹村書房：東京,1937324p;19cm
（スタンダァル選集；第7巻）
タイトルは奥付による
<1227＞庫958-St4A6-719502183

SteVenson,RobertLouis
臨海櫻綺調／臨海楼綺調
R､L.ステイーヴンソン著島田謹二訳
新月社：東京,1946325p;19cm
（英米名著叢書）
〈1228＞庫933-St5rl9502531

Suares,Andr色

三人：パスカル・イブセン・ドストェフスキー
アンドレ・シユアレス著宮崎嶺雄醗沢
山本書店：東京,1935404p;23cm
〈1229＞庫135.3-Ysdl9502618

Sue,Eugene

人七癖：情態奇話：吝畜編
ユーシエーヌ・シュー著二愛亭花実,淡々 亭
如水訳

稽古堂：東京,1885276p;19cm
*<1230>貴T=27619502720

S1mNewsPhotos
天皇/Emperor
サンニュースフォトス編
トッパン：東京,1948107p;27cm
〈1231＞庫288.41-Tも376bl9501707

Smons,Arthur

象徴主義の文學/Thesymbolistmove"nt
inliterature

アーサーシモンズ著宍戸儀一課
白水社：東京,1937363p:図;20cm
〈1232＞庫950.26-Sy5sl9502650

Taine,Hippolyte
近代フランスの起原：佛蘭西革命史論／近
代フランスの起原奮制時代I(1[巻]の表紙標題
【,近代?ﾗﾝズあ起凉奮制時筏iIm=j

の表紙標題）
イポリツト・テエヌ[著］岡田眞吉調
齋藤書店：東京,19472冊;"cm
〈1233＞庫235.061-Ta22-1cop.219502262
〈1234＞庫235.061-Ta22-2cop.2195022N

Taine,Hipolyte
英國文學史/Histoiredelalitterature
anglaise/英国文学史
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イポリト・テーヌ著平岡昇課
創元社：東京，19493冊;19cm
(創元選書；103,166,48）
第1巻:欠
く1235＞庫930.2-Ta22.a-2cop.219502259
〈1236＞庫930.2-Ta22・a-3cop.219502260

Taine,Hippolyte
英国文学史
イポリト・テーヌ著平岡昇訳
創元社：東京,1940-1943251p図版;18cm
（創元選書；第48巻）
第2巻:欠
く1237＞庫930.2-Ta22-lcop､219502258
〈1238＞庫930.2-Ta22-319502261

Taine,Hi"olyte
シェイクスピアからミルトンまで
イポリト・テーヌ著平岡昇，河内清共訳
大山書店：東京,1937326p:23cm
〈1239＞庫930.2-Ta22sl9502257

Taine,Hippolyte
作家論
イポリト・テエヌ著平岡昇，秋田滋共訳
芝書店：東京,1935305p:23cm
<1240>庫950.284a2219502256

TenzingNorkey

ヒマラヤの男：テンジンの生きてきた道／
ManofEverest

N.テンジン述J.R.アルマン記井上勇訳
紀伊國屋書店：東京,195514,284p;19cm
〈1241＞庫292.58-Te37hl9501926

Thibamet,Al"rt

小説の美學／小説の美学/R色flexions
surleroman

アルペール・テイボーデ著生島遼一課
白水社：東京,1940239p;19cm
〈1242＞庫901.3-Th4s.al9502621

Thibon,Gustave

愛の哲学：神の合せ給ひしもの
G・テイボン著S.カンドウ,金山政英共訳
河出書房：東京,1949283p;19cm
〈1243＞庫135.'Th4abl9502554

Thompson,William

思想之法/Anoutlineofthenecessary
lawsofthoughts

［ウイリアム・タムソン著］［鈴木唯一訳］
文部省：［東京],1879"0,5p;19cm
＊<1244＞貴T-32119502780

Thomson,David

現代の世界：歴史の流れ/Worldhistory
froml914tol950

D・トムソン著中野好夫,中村英勝訳

紀伊国屋書店：東京,1957302p;19cm
〈1245＞庫209.7-Th7・al9501823

TOlstoy,Ieo,graf
幼年・少年・青年
トルストイ著原久一郎訳
河出書房：東京,1953410p図版;19cm
（世界文豪名作全集；第5）
〈1246＞庫908-Se22b6519502044

Tonki

奇遇魯国美談：改良小説
トンベイ著大石高穂編訳
金松堂：東京,1887120p;18cm
＊<1247＞貴P30319502758

Triolet,Elsa
アヴィニョンの懲人／アヴィニョンの恋人
/Iesamantsd'Avignon
E.トリオレ〔著〕川俣晃自認
岩波書店：東京,1953181p;図版;22cm
（岩波現代叢書）
〈1248＞庫953-Tr5abl9501765

Troyat,Henri

嵐の中の青春/LaTetesurlesepaules
トロワイヤ箸梅原成四訳
新潮社：東京,1952207p;16cm
（新潮文庫；赤-26-B)
〈1249＞庫953-Tr7abl9501843

Tuckey,Janet
回天偉蹟佛國美談/LifeofJoan:a
Frenchstory

任天主人校閲粟屋關一課述［ガーネットタ
ッキー著］
同盟舎：京阪,1884128p;19cm
＊<1250＞貴TH29219502743

Vailland,Roger
孤独な青年/Unjeunehommeseul
ロジエ・ヴァイヤン著秋山晴夫訳
白水社：東京,1952252p図版;19cm
〈1251＞庫953-V19kl9501797

Valentine,L.
童女筌
ヱル・ファレンタイン［著］ファン・カステ
ール課
文部省：［東京],1877589p;22cm
下巻のみ
＊<1252＞貴T-29719502751

Val色ry,Paul
ヴァリエテ

ポオル・ヴァレリイ著中島侭藏，佐藤正彰共
訳
白水社：東京,1932345p:肖像;20cm
非売本:第2本目
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＊<1253＞貴T-32519502786

Valery,Paul

精神の政治学
ヴァレリイ著吉田健一訳
創元社：東京,1939250p;18cm
（創元選書；第18巻）
<1254＞庫104-V2319502714

Valery,PaUl
芸術の概念
ポオル・ヴアレリイ著；佐藤正彰訳
野田書房：東京,193732p;17cm
（コルボオ叢書；5）
限定版
<1255＞庫904-V2319502716

Valery,Paul
固定観念/L,ideefixe
ポオル・ヴァレリイ著；川俣京之助訳
白水社：東京,1941204p:20cm
〈1256＞庫953~V23kl9502713

Valery,faul
テスト氏
ポオル・ヴァレリー［著］小林秀鱸沢
野田書房：東京,1934132p;23cm
〈1257＞庫953-V23t.kl9502342

Valery,_faul
テスト氏
ポオル・ヴアレリイ著；小林秀雄訳
創元社：東京,1939163p:17cm
（創元選書；34）
〈1258＞庫953-V23t・k=S19502715

Valery,_Eaul
テスト氏
ポオル・ヴアレリー［著］小林秀雄[ほ

霊川騨東京,193258p;24cm
〈1259＞庫953-V23t.kbl9502340

か］

valery,Paljl
ヴァリエテ
ポオル・ヴァレリイ著中島健蔵，

香水社:東京,1932345p:肖像
く1260＞庫954-V23v・nl9313457

佐藤正彰共

;20cm

VanTieghem,PaUl
近代ヨーロッパ・アメリカ文学史／
iM6irelitterairedgl'1uropeelde
nmgriquedepuislaRenaissanceanos
jours

ポール・ヴァン・チーゲム〔著〕小林正訳
評論社：東京,1950300p;21cm
ii;Hremtterairedel'Europeetde
IMeriquedepuislaRenaissanceanos

jours.の翻訳上巻のみ
<1261＞庫902.3-V36-119502448

VaUVenargues,LucdeClapiers,marquisde
省察と筬言
ヴオーヴナルグ著内藤濯訳
創元社：東京,1948282p:19cm
（創元選書；156）
〈1262＞庫135.9-48cop､219502540

Vercors

六つの声/Iesyeuxetlaluniere
ヴエルコール著小林正訳
白水社：東京,1954232p;19cm
<1263＞庫953-V61ml9502654

Vercors

夜の武器／萱の力/Iesarmesdela
Ullit_./LaPUissailce.du~j6ur
ヴエルコール著杉捷夫訳
新潮社：東京,1953230p;20cm
〈1264＞庫953-V61yl9502287

Verne,Jules

新説八十日間世界一周
ジエル・ウエルヌ著川島忠之助訳
川島忠之助：櫛兵,1878-18802冊;19cm
＊<1265＞貴TE286-119502732
＊<1266＞貴T-286-219502733

Verne,Jules

九十七時二十分間月世界旅行/Autourdelalune

ジユールス、ベルン原著井上童癖述
自由閣：東京,1886291p:19bi
＊<1267＞貴TE29419502746

Verne,Jules

北極旅行：万里絶域
ジユールス・ヴエルネー著福田直彦訳
春陽堂：東京,1887271p;~19Cm
服部誠一校閲大久保桜洲校正
＊<1268＞貴T-29619502750

Verne,Jules

五代洲中海底旅行
ジユールス・ベルン著大平三次重訳
四通社：東京,_1884-18852冊;19cm
上編:服部誠一校閲下編の発行所:起業館：
東京

*<12">貴TB309-119502767
＊<1270＞貴T-309-2195027"

Verne,Jules

亜非利加内池三十五日間空中旅行
ジユールス・ベルネ著井上勤訳
春陽堂：東京,18861冊;19cm
＊<1271＞貴子31519502774

－67－

渡辺義方校



美紀書房：東京,1946197p;18cm
〈1294＞庫953-Z5gl95023"

Zola,Emile
ジェルミナール
エミール・ゾラ著安士正夫訳
＝鉾書房：東京，19512冊;19cm
（世界文学選書；124-125）
〈1295＞開953-Z5g-M(1)19502367
〈1296＞庫953-Z5g-M(2)19502368

Zola,Emile
居擢渥
エミール・ゾラ著戸噛智雄訳
三笠書房：東京,1956220p(図版共）
〈1297＞庫953-Z5il9502370

（ヴィリエ・ド・リラダン全集；第6）
〈1281＞庫958-V71A=619502599

VilliersdeL'Isle-Adam,Auguste,comtede
トリビュラ・ボノメ
［ヴィリエ・ド・リラダン著］；斎藤磯繼沢

三笠書房：東京,1949255p;19cm
（ヴィリエ・ド・リラダン全集；第7）
〈1282＞庫958-V71A-719502600

Wagner,WilhelmRichard
ベートーヴェン：永遠の序章
リヒアルト・ワグナー箸宮川剛訳
宇野書房：東京,1950171p図版;19cm
〈1283＞庫762.34FB32Ywdl9502459

Vigny,Alfredde

赤い封蝋
アルフレッド・ド・ヴィニィ著松下和則訳
筑摩書房：東京,1949431p;19cm
〈1272＞庫953-V69ab.ml9502441

Vigny,Alfredde
ステロ：詩人の運命/Stello
アルフレッド・ドゥ・ヴィニー著平岡昇訳
斎藤砦店：東京,194841m;19cm
〈1273＞庫953-V"sbl9502642

Vildrac,Charles
ミシェル・オークレール/MichelAuclair
ヴイルドラック作内藤濯課
岩波書店：東京,1949147p;15cm
（岩波文庫；3945-3946）
〈1274＞開B-952-V7119501858

;19cm

ZWeig,Stefan
変節の政治家ジヨゼフ・フーシェ伝
シユテフアン・ツワイク著高橋禎二,秋山英
夫共訳
青磁社：東京,1948379p;19cm
〈1298＞庫289.3-F42tl9502494

Zweig,SMan
昨日の世界：ヨーロッパ人の回想
ツヴァイク著原田義人訳
慶友社：東京，19522冊;19cm
〈1299＞庫940.28-Z9h-119502486
<1300>庫940.28-Z9h=219502487

Weisenborn,Giinther
声なき蜂起：ドイツ国民の抵抗運動の報告(193
3-1945年)/DerlautloseAufstand:
krichteii"rdieWiederstandsbewegung
desdeutschenVolks,1933-1945
G.ヴィイゼンボルン著佐擁晃一訳編
岩波書店：東京,1956328p;19cm
（時代の窓）
抵抗退勤の文献中もっとも啓発的なもの50種：
281-315p亡命ドイツ人定期刊行物:316-319p
〈1284＞庫946-W553kl9501923

Wickersham,JamesPyle
學校通論／学校通論
ウィケルスハム［著］箕作麟祥訳述
文部省：［東京]，1874-1876／出雲寺萬次
郎（發免）：東京7冊;23cm
*<1285>貴T-245-119502915
＊<128⑦貴子245-219502916
＊<1287＞貴P245-319502918
＊<1288＞貴TB245-419502917
＊<1289＞貴眠245-519502919
*<1290>貴子245-619502920
＊<1291＞貴狂245-719502921

Wilde,0scar
藝術論／芸術論
ワイルド階］西村孝次課
筑摩書房：東京,1941330p;19cm
〈1292＞庫904=W7319502527

Vildrac,Charles
ベリアル夫人
ヴィルドラック著内藤濯訳
白水社：東京,1927194p;19cm
<1275>庫952-V71bl9501859

VilliersdeL'Isle-Adam,Auguste,comtede
こんと。くりゆえる/COntescruels
ヴイリエ・ド・リラダン［著］；斎闇醗帥繕調
三笠書房：東京,1938304p;20cm
<1276>庫953-V71kl9502594

Zweig,Ste"
マリー・アントアネット
シユテフアン・ツワイク著高橋禎二,秋山英

書擬東京,19482冊;19cm
<1301>庫943-Z9m-119502484
〈1302＞庫943-"m-219502485

VilliersdeL'Isle-Adam,Auguste,comtede
残酷物語

［ヴエリエ・ド・リラダン著］；斎調鮒駅
三笠書房：東京,19482冊図版;19cm
（ヴイリエ・ド・リラダン全集；第1巻一第2
巻）
〈1277＞庫958-V71A-119502597
<1278>庫958-V71A-219502598 ZyenUiyakill,_Egrllqgn

西洋梅暦：欧洲小説：一名恋情月の叢雲
グールドン・ジエヌイヤック著紅雪楼主人訳

謬妻識幾剛_1脚;伽
標題紙,奥付には森知斉,福田直彦訳香夢楼主人
校訂とあり
*<1303>貴F27819502722

VillierSdeL'Isle-Adam,Auguste,comtede
新残酷物語

ヴイリエ・ド・リラダン［著］；斎藤硝職沢
三笠書房：東京,1941307p:19cm
（ヴイリエ・ド・リラダン全集；第3巻）
〈1279＞庫958-V71A-319502595

VilliersdeL'Isle-Adam,Auguste,comtede
アクセル

ヴイリエ・ド・リラダン［著］；斎藤穏職沢
三笠書房：東京,1943318p:19cm
（ヴイリエ・ド・リラダン全集；第倦）
〈1280＞庫958-V71A-419502596

Wrenshall,GeraldAlfred
インシュリン物語：糖尿病との闘いの歴史／
Thestoryofinsulin

G.A.レンシャル,G.ヘテニー,W.R.フィーズビ
ー著二宮陸雄訳
岩波書店：東京,1965viii,229,10p;19cm
〈1293＞庫493.12-W9319501754

Zola,Emile
ジェルミナール：芽生えの月/Germinal
エミール・ゾラ作安士正夫課

VilliersdeL'Isle-Adam,AUguste,comtede
至上の愛

三笠書房：東京,1948257p;19cm[ヴイ
リエ・ド・リラダン著］；斎藤職噛沢
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