
町田市民文学館蔵 遠藤周作蔵書目録（和書篇）について 

 

1963年から 1987年まで町田市玉川学園に居住し、『沈黙』や『侍』、『狐狸庵

閑話』といった代表作の多くをこの地で執筆した作家・遠藤周作氏の旧蔵和書目

録です。 

本目録に掲載された和書は、氏が軽井沢の別荘や目黒のご自宅で所蔵されて

いたものの一部で、各々1997 年 7 月と 12 月に順子夫人のご厚意により町田市

に寄贈されたものです。寄贈資料のうち、氏がフランス留学中に愛読した仏語文

献約 700冊については、本目録とは別に『町田市民文学館蔵 遠藤周作蔵書目録

（欧文篇）光の序曲』（Ａ４判 96頁）として、2007年に当館から刊行されてい

ます。その他、原稿・写真・遺品・日本キリスト教芸術センター旧蔵図書の一部

も当館に所蔵されていますので、併せてご利用いただければ幸いです。 

なお、氏のその他の旧蔵資料は、2000 年に開館した長崎市の遠藤周作文学館

に収蔵されています。 

2016年 3月 

町田市民文学館 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【凡例】 

・本表は遠藤周作の旧蔵書のうち、和書のリストである。 

・リストは書名の 50 音順に並べた。その際、叢書名がある場合は叢書名を優先した。 

   タイトルの読み方で難解または特殊なものは［ ］内に記した。 

・書名、編・著者名、発行所とも旧漢字は新字体に改めた。 

・刊行年月は初版の年月のみを記した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



町田市民文学館蔵　遠藤周作蔵書目録（和書篇）

№ 書　　　名 編・著者名 発行所
刊行年月
（初版）

文庫・新書名等 書込みページ 備考

1 哀歌 遠藤周作 講談社 1972.8 講談社文庫 50･194
古林尚編「年譜」あり。ｐ.50･
194に付箋あり。

2 愛酒楽酔 坂口謹一郎
ｻﾝﾄﾘｰ（TBSﾌﾞﾘﾀﾆｶ
発売）

1988.1 ｻﾝﾄﾘｰ博物館文庫

3 愛する時と死する時（上巻） ﾚﾏﾙｸ（山西英一訳） 新潮社 1958.8 新潮文庫

4 愛と美と文学―わが回想 中村真一郎 岩波書店 1989.9 岩波新書

5 愛について ｷｪﾙｹｺﾞｵﾙ（芳賀檀訳） 新潮社 1955.8 新潮文庫

6 愛の終り ｸﾞﾚｱﾑ・ｸﾞﾘｰﾝ（田中西二郎訳） 新潮社 1959.3 新潮文庫

7 愛の学校―クオレ（下巻） ｱﾐｰﾁｽ（宮原晃一郎訳） 新潮社 1955.2 新潮文庫

8 愛の沙漠 ﾓｰﾘﾔｯｸ（杉捷夫訳） 新潮社 1952.9 新潮文庫

9 愛の中のひとり ｻｶﾞﾝ（朝吹登水子訳） 新潮社 1989.8 新潮文庫

10 愛をめぐる随想 ｼｬﾙﾄﾞﾝﾇ（神西清訳） 新潮社 1953.6 新潮文庫

11 アウシュビッツへの旅 長田弘 中央公論社 1973.2 中公新書 著者・中央公論社謹呈本。

12 アウト・オン・ア・リム―愛さえも越えて
ｼｬｰﾘｰ･ﾏｸﾚｰﾝ（山川紘矢、亜希
子訳）

地湧社 1986.3

13 青いサーカステントの夜 楠田枝里子 新潮社 1989.4 新潮文庫 著者ｻｲﾝ入り。

14 青い壺の謎 ｸﾘｽﾃｨ（中村妙子訳） 新潮社 1985.1 新潮文庫

15 青い鳥 ﾒｰﾃﾙﾘﾝｸ（堀口大学訳） 新潮社 1960.3 新潮文庫

16 青い麦 ｺﾚｯﾄ（堀口大学訳） 新潮社 1955.3 新潮文庫

17 赤いキャデラック―ＤＫＡ探偵事務所ファイル ｼﾞｮｰ･ｺﾞｱｽﾞ（村田靖子訳） 角川書店 1978.1 角川文庫

18 赤い小馬 ｽﾀｲﾝﾍﾞｯｸ（西川正身訳） 新潮社 1955.8 新潮文庫

19 赤いパイプライン ｴﾄﾞﾜｰﾄﾞ･ﾄｰﾎﾟﾘ（江川卓訳） 新潮社 1988.6 新潮文庫

20 赤い館の秘密 A･A･ﾐﾙﾝ（大西尹明訳） 創元社 不明 創元推理文庫

21 アガサ・クリスチィの秘密 ｸﾞｴﾝ・ﾛﾋﾞﾝｽ（吉野美恵子訳） 東京創元社 1980.1

22 アカデミー賞全史 ｴﾏﾆｭｴﾙ･ﾚｳﾞｨ（浜口幸一訳） 文芸春秋 1992.3

23 赤と黒（下巻） ｽﾀﾝﾀﾞｰﾙ（小林正訳） 新潮社 1958.5 新潮文庫

24 赤の広場―ブレジネフ最後の賭け
E・ﾄｰﾎﾟﾘ、F･ﾆｪｽﾞﾅﾝｽｷｲ（原卓
也訳）

中央公論社 1983.4

25 阿川弘之自選作品Ⅰ　雲の墓標・春の城 阿川弘之 新潮社 1977.9
遠藤周作宛て著者謹呈のしおり入
り。

26 阿川弘之自選作品Ⅱ　魔の遺産・夜の波音 阿川弘之 新潮社 1977.1
遠藤周作宛て訳者（ﾏﾏ）謹呈のし
おり入り。

27 阿川弘之自選作品Ⅳ　舷灯・青葉の翳り 阿川弘之 新潮社 1977.12 著者謹呈のしおり入り。

28 阿川弘之自選作品Ⅶ　暗い波濤（下） 阿川弘之 新潮社 1978.5 新潮社謹呈のしおり入り。

29 阿川弘之自選作品Ⅷ　軍艦長門の生涯（上） 阿川弘之 新潮社 1978.2 著者謹呈のしおり入り。

30 阿川弘之自選作品Ⅸ　軍艦長門の生涯（下） 阿川弘之 新潮社 1978.3 新潮社謹呈のしおり入り。

31 阿川弘之自選作品Ⅹ　紀行・随筆　付＝初期習作 阿川弘之 新潮社 1978.6 「奇人狐狸庵」収録。

32 秋のホテル ｱﾆｰﾀ･ﾌﾞﾙｯｸﾅｰ（小野寺健訳） 晶文社 1988.1

33 〈群島［アーキペラゴー］〉から来た男 ｳｨﾘｱﾑ･F･ﾊﾞｯｸﾘｰ（岩元巌訳） 角川書店 1987.3

34 悪女イブ ﾊﾄﾞﾘｰ･ﾁｪｲｽ（小西宏訳） 東京創元社 1963.1 創元推理文庫

35 悪党たちのジャムセッション ﾄﾞﾅﾙﾄﾞ･E･ｳｴｽﾄﾚｰｸ（沢川進訳） 角川書店 1983.5 角川文庫

36 悪徳の栄え ﾏﾙｷ･ﾄﾞ･ｻﾄﾞ（渋沢龍彦訳） 現代思潮社 1959.6

37 悪徳の栄え（続）―ジュリエットの遍歴 ﾏﾙｷ･ﾄﾞ･ｻﾄﾞ（渋沢龍彦訳） 現代思潮社 1959.12

38 悪の華（全訳） ﾎﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ（堀口大学訳） 新潮社 1953.1 新潮文庫

39 悪魔―古代から原始キリスト教まで J･B･ﾗｯｾﾙ（野村美紀子訳） 教文館 1984.5

40 悪魔なんかこわくない
ﾏﾝﾘｰ･ｳｪｲﾄﾞ･ｳｪﾙﾏﾝ（深町真理子
訳）

国書刊行会 1986.5

41 悪魔の劇場 赤羽堯 光文社 1985.2

42 悪魔の収穫祭（上） ﾄﾏｽ･ﾄﾗｲｵﾝ（広瀬順弘訳） 角川書店 1986.5 角川文庫

43 悪魔の収穫祭（下） ﾄﾏｽ･ﾄﾗｲｵﾝ（広瀬順弘訳） 角川書店 1986.5 角川文庫

44 悪魔の選択（上） ﾌﾚﾃﾞﾘｯｸ･ﾌｫｰｻｲｽ（篠原慎訳） 角川書店 1979.12 見返し

45 悪魔の選択（下） ﾌﾚﾃﾞﾘｯｸ･ﾌｫｰｻｲｽ（篠原慎訳） 角川書店 1979.12

46 悪魔の選択（下） ﾌﾚﾃﾞﾘｯｸ･ﾌｫｰｻｲｽ（篠原慎訳） 角川書店 1979.12

47 悪魔の取引 ﾛﾊﾞｰﾄ･ﾗﾄﾞﾗﾑ（山本光伸訳） 角川書店 1979.7

48 悪魔は夜はばたく ﾃﾞｨｰﾝ･R･ｸｰﾝﾂ（平井ｲｻｸ訳） 東京創元社 1980.5 創元推理文庫

49 悪夢〈ウールリッチ傑作集〉 ｺｰﾈﾙ･ｳｰﾙﾘｯﾁ（高橋豊訳） 早川書房 不明
ﾊﾔｶﾜ ﾎﾟｹｯﾄ ﾐｽﾃﾘ
ﾌﾞｯｸｽ

50 悪夢機械 P･K･ﾃﾞｨｯｸ（浅倉久志編訳） 新潮社 1987.12 新潮文庫

51 朝顔の苗 夕顔の苗―父安藤鶴夫の想い出 安藤はる子 論創社 1981.9 「遠藤蔵書」印あり。

52 浅草ラビリンス―お洒落なあなたの浅草事典 ﾎﾟﾁ
ﾍﾟﾝｷﾞﾝｶﾝﾊﾟﾆｰ（星
雲者発売）

1986.9

53 （続）あしながおじさん ｳｪﾌﾞｽﾀｰ（松本恵子訳） 新潮社 1963(ﾏﾏ).6 新潮文庫
3刷の刊行は1962年になってい
る。

54 アシモフの雑学コレクション Ｉ･ｱｼﾓﾌ（星新一編訳） 新潮社 1986.7 新潮文庫

55 明日を望んだ男 ﾌﾘｰﾏﾝﾄﾙ（稲葉明雄訳） 新潮社 1980.11 新潮文庫

56 頭にガツンと一撃 ﾛｼﾞｬｰ･ﾌｫﾝ･ｲｰｸ（城山三郎訳） 新潮社 1984.4

57 新しい神観の探究（現代キリスト教学際叢書２） 国際ｸﾘｽﾁｬﾝ教授協会編
国際ｸﾘｽﾁｬﾝ教授協
会（星雲社発売）

1986.8

58 新しい世界の文学22　蜂の巣
ﾎｾ･ｾｰﾗ（会田由、野々山ﾐﾅｺ
訳）

白水社 1965.2

59 新しい世界の文学36　闇の中に横たわりて ｳｨﾘｱﾑ･ｽﾀｲﾛﾝ（須山静夫訳） 白水社 1966.6

60 新しい世界の文学37　マルコムの遍歴 ｼﾞｪｲﾑｽﾞ･ﾊﾟｰﾃﾞｨ（鈴木建三訳） 白水社 1966.7

61 新しい世界の文学39　月とかがり火
ﾁｪｰｻﾞﾚ･ﾊﾟｳﾞｪｰｾﾞ（米川良夫
訳）

白水社 1966.9

62 新しい世界の文学40　コレクター（収集狂） ｼﾞｮﾝ･ﾌｧｳﾙｽﾞ（小笠原豊樹訳） 白水社 1966.9 白水社謹呈しおり入り。



№ 書　　　名 編・著者名 発行所
刊行年月
（初版）

文庫・新書名等 書込みページ 備考

63 新しい世界の文学41　犠牲者
ｿｰﾙ･ﾍﾞﾛｳ（大橋吉之輔、後藤昭
次訳）

白水社 1966.10

64 新しい世界の文学42　すべての王の臣
ﾛﾊﾞｰﾄ･ﾍﾟﾝ･ｳｫｰﾚﾝ（鈴木重吉
訳）

白水社 1966.11 白水社謹呈しおり入り。

65 新しい世界の文学44　賜物
ｳﾗｼﾞﾐｰﾙ･ﾅﾎﾞｺﾌ（大津栄一郎
訳）

白水社 1967.2 白水社謹呈しおり入り。

66 新しい世界の文学45　ロル・Ｖ・ステーンの歓喜 ﾏﾙｸﾞﾘｯﾄ･ﾃﾞｭﾗｽ（白井浩司訳） 白水社 1967.3 訳者謹呈しおり入り。

67
新しい世界の文学　別巻　世界の新しい文学の展
望

川村二郎他 白水社 1967.6
63･64･69･72･80･173･
177

68 新しき糧 ｱﾝﾄﾞﾚ･ｼﾞｲﾄﾞ（堀口大学訳） 新潮社 1954.8 新潮文庫

69 安土桃山文化 今泉淑夫 教育社 1979.12 教育社歴史新書

70 あなたの中の秘密のあなた 遠藤周作 PHP研究所 1991.11 PHP文庫

71 あの原子炉を叩け！ ﾀﾞﾝ･ﾏｯｷﾉﾝ（平賀秀明訳） 新潮社 1988.12 新潮文庫

72 アポリネール詩集 ｱﾎﾟﾘﾈｰﾙ（堀口大学訳） 新潮社 1954.1 新潮文庫

73 雨あがり 小山しづ 1994.1
遺稿詩集。別冊、小山由記・真理
書簡、謹呈のしおり入り。

74 天の鶴群［あめのたづむら］（歌集） 岡野弘彦 不識書院 1987.1

75 アメリカ史（下巻） ｱﾝﾄﾞﾚ･ﾓﾛﾜ（鈴木福一訳） 新潮社 1954.4 新潮文庫

76
アメリカ、ヨーロッパ美術館紀行―私の美術館学
入門

中尾太郎 平凡社 1991.4 遠藤周作宛ての著者書簡あり。

77 嵐が丘（上巻） E･ﾌﾞﾛﾝﾃ（田中西二郎訳） 新潮社 1953.12 新潮文庫

78 嵐が丘（下巻） E･ﾌﾞﾛﾝﾃ（田中西二郎訳） 新潮社 1953.12 新潮文庫

79 嵐の中の青春 ﾄﾛﾜｲﾔ（梅原成四訳） 新潮社 1952.9 新潮文庫

80 アラビア人文学 ﾊﾐﾙﾄﾝ･A･R･ｷﾞｳﾞ（井筒豊子訳） 講談社 1991.3 講談社学術文庫 訳者謹呈のしおり入り。

81 荒鷲たちの挽歌（上） ﾄﾞｩｴｲﾝ･ｱﾝｷｰﾌｧｰ（鎌田三平訳） 角川書店 1988.4 角川文庫 角川書店謹呈のしおり入り。

82 荒鷲たちの挽歌（下） ﾄﾞｩｴｲﾝ･ｱﾝｷｰﾌｧｰ（鎌田三平訳） 角川書店 1988.4 角川文庫

83 あるスパイの挫折 W･T･ﾀｲﾗｰ（中野圭二訳） 新潮社 1989.4 新潮文庫

84 あるスパイへの墓碑銘 ｴﾘｯｸ･ｱﾝﾌﾞﾗｰ（木島始訳） 新潮社 1962.12 新潮文庫

85 ある微笑 ﾌﾗﾝｿﾜｽﾞ･ｻｶﾞﾝ（朝吹登水子訳） 新潮社 1958.5 新潮文庫

86 アルプスの山の少女 ﾖﾊﾅ･ｼｭﾋﾟﾘ（植田敏郎訳） 新潮社 1956.3 新潮文庫

87 アルルの女 ﾄﾞｰﾃﾞ（村上菊一郎訳） 新潮社 1952.9 新潮文庫

88
アレキサンダー大王は日本に来た―黙示録に秘め
られた古代史

高根三教 ｼｽﾃﾑﾚｲｱｳﾄ （1990）
松平鈴子絶筆絵画展案内状挟み込
み。

89 アンクル・トムス・ケビン（上巻） ｽﾄｳ夫人（吉田健一訳） 新潮社 1952.1 新潮文庫

90 暗黒事件 ﾊﾞﾙｻﾞｯｸ（小西茂也訳） 新潮社 1953.10 新潮文庫

91 暗黒大陸の怪異 ｼﾞｪｰﾑｽﾞ･ﾌﾞﾘｯｼｭ（中村保男訳） 東京創元新社 1968.8 創元推理文庫

92 暗殺者（上） ﾛﾊﾞｰﾄ･ﾗﾄﾞﾗﾑ（山本光伸訳） 新潮社 1983.12 新潮文庫

93 暗殺者（下） ﾛﾊﾞｰﾄ･ﾗﾄﾞﾗﾑ（山本光伸訳） 新潮社 1983.12 新潮文庫
新潮社「乞御高評」のしおり入
り。

94 暗殺者の惑星 ﾏｲｸ･ﾚｽﾞﾆｯｸ（小川隆訳） 新潮社 1985.4 新潮文庫

95 暗殺の年輪 藤沢周平 文芸春秋 1978.2 文春文庫

96 アンダーウッドの怪（アーカムハウス叢書）
ﾃﾞｲｳﾞｨｯﾄﾞ･H･ｹﾗｰ（仁賀克雄
訳）

国書刊行会 1986.6

97 アンデルセン童話集Ⅰ　人魚の姫 ｱﾝﾃﾞﾙｾﾝ（矢崎源九郎訳） 新潮社 1952.12 新潮文庫

98 アンデルセン童話集Ⅲ　マッチ売りの少女 ｱﾝﾃﾞﾙｾﾝ（矢崎源九郎訳） 新潮社 1953.1 新潮文庫

99 安藤鶴夫作品集Ⅱ　寄席 安藤鶴夫 朝日新聞社 1970.11
監修：大仏次郎・川口松太郎・福
原麟太郎。「付録月報」№4付。

100 安藤鶴夫作品集Ⅲ　芸 安藤鶴夫 朝日新聞社 1970.12

101 安藤鶴夫作品集Ⅳ　創作１ 安藤鶴夫 朝日新聞社 1970.10 「付録月報」№3付。

102 安藤鶴夫作品集Ⅴ　創作２ 安藤鶴夫 朝日新聞社 1970.8 「付録月報」№1付。

103 安藤鶴夫作品集Ⅵ　随筆 安藤鶴夫 朝日新聞社 1971.1

104 アンドレ・マルロオとその時代 村松剛 角川書店 1985.2 角川選書 中扉･99･114

105 アンドレ・ワルテルの手記・詩 ｱﾝﾄﾞﾚ･ｼﾞｲﾄﾞ（三好達治訳） 新潮社 1952.7 新潮文庫

106 アンナ・カレーニナ　第二巻 ﾄﾙｽﾄｲ（原久一郎訳） 新潮社 1952.7 新潮文庫

107 アンナ・カレーニナ　第三巻 ﾄﾙｽﾄｲ（原久一郎訳） 新潮社 1952.9 新潮文庫

108 アンナ・カレーニナ　第四巻 ﾄﾙｽﾄｲ（原久一郎訳） 新潮社 1952.9 新潮文庫

109 アンナ・カレーニナ　第五巻 ﾄﾙｽﾄｲ（原久一郎訳） 新潮社 1952.10 新潮文庫

110 アンの友達―第四赤毛のアン ﾓﾝｺﾞﾒﾘ（村岡花子訳） 新潮社 1957.1 新潮文庫

111 アンの夢の家―第六赤毛のアン ﾓﾝｺﾞﾒﾘ（村岡花子訳） 新潮社 1958.8 新潮文庫

112 アンをめぐる人々―第八赤毛のアン ﾓﾝｺﾞﾒﾘ（村岡花子訳） 新潮社 1959.4 新潮文庫

113 いい先生見つけた 三好京三 潮出版社 1984.7 潮文庫

114 生き上手　死に上手 遠藤周作 海竜社 1991.3

115 生き上手　死に上手 遠藤周作 文藝春秋 1994.4 文春文庫

116 「生きたるもの」の思想―日本の美論とその基調 新川哲雄 ﾍﾟﾘｶﾝ社 1985.5
19･20･23･31～34・36
～38

117 囲碁発陽論（原本現代訳127） 井上因碩著　高木祥一解説 教育社 1990.6 教育社新書

118 異彩天才伝―東西奇人尽し 荒俣宏選　日本ﾍﾟﾝｸﾗﾌﾞ編 福武書店 1991.12 福武文庫

119 イザベル・青春 ｱﾝﾄﾞﾚ･ｼﾞｲﾄﾞ（新庄嘉章訳） 新潮社 1955.5 新潮文庫

120 石の結社 ﾃﾞｲｳﾞｨｯﾄﾞ･ﾏﾚﾙ（山本光伸訳） 光文社 1987.2

121 異色作家短篇集　第16巻　蝿 ﾗｼﾞｭﾗﾝ（稲葉明雄訳） 早川書房 1965.10

122 イスラーム 蒲生礼一 岩波書店 1958.12 岩波新書

123 イスラーム 蒲生礼一 岩波書店 1958.12 岩波新書

124 一年ののち F･ｻｶﾞﾝ（朝吹登水子訳） 新潮社 1960.1 新潮文庫

125 意中の文士たち（下） 福田武彦 人文書院 1973.6

126 一盌［いちわん］のお茶から 千宗室 学習研究社 1983.12

127 １級の手筋（日本棋院上達シリーズ９） 加藤正夫 日本棋院 1979.6
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128 井筒俊彦対談集　叡知の台座 井筒俊彦 岩波書店 1986.1 358
遠藤周作との対談「文学と思想の
深層」収録。

129 井筒俊彦著作集１　神秘哲学 井筒俊彦 中央公論社 1991.10 「付録」1付。

130 井筒俊彦著作集２　イスラ－ム文化 井筒俊彦 中央公論社 1993.4 「付録」9付。

131 井筒俊彦著作集３　ロシア的人間 井筒俊彦 中央公論社 1992.6 「付録」5付。

132 井筒俊彦著作集４　意味の構造 井筒俊彦 中央公論社 1992.4 「付録」4付。

133 井筒俊彦著作集５　イスラーム哲学 井筒俊彦 中央公論社 1992.12 「付録」8付。

134 井筒俊彦著作集６　意識と本質 井筒俊彦 中央公論社 1992.10 「付録」7付

135 井筒俊彦著作集７　コーラン 井筒俊彦 中央公論社 1992.2 「付録」3付。

136 井筒俊彦著作集８　コーランを読む 井筒俊彦 中央公論社 1991.12 「付録」2付。

137 井筒俊彦著作集９　東洋哲学 井筒俊彦 中央公論社 1992.8 「付録」6付。

138 井筒俊彦著作集10　存在認識の道 井筒俊彦 中央公論社 1993.4 「付録」10付。

139 井筒俊彦著作集11　ルーミー語録 井筒俊彦 中央公論社 1993.6 「付録」11付。

140 井筒俊彦著作集　別巻　対談鼎談集・著作目録 井筒俊彦 中央公論社 1993.8
「付録」12付。遠藤周作との対談
「文学と思想の深層」収録。

141 伊東静雄詩集 桑原武夫、富士正晴編 新潮社 1957.5 新潮文庫

142 異邦人 ｱﾙﾍﾞｴﾙ･ｶﾐﾕ（窪田啓作訳） 新潮社 1954.9 新潮文庫

143 異邦人モラエス 四国放送編 毎日新聞社 1976.6

144 いま、危険な愛に目覚めて 栗本薫選　日本ﾍﾟﾝｸﾗﾌﾞ編 集英社 1985.7 集英社文庫

145 依頼人は三度襲われる
ｺﾘﾝ･ｳｨﾙｺｯｸｽ、ﾋﾞﾙ･ﾌﾟﾛﾝｼﾞｰﾆ
（宮脇孝雄訳）

文芸春秋 1980.3 文春文庫 「遠藤蔵書」印あり。

146 彩り河（下） 松本清張 文芸春秋 1983.7

147 岩波講座　能・狂言Ⅰ　能楽の歴史 表章、天野文雄 岩波書店 1987.3

148 岩波講座　能・狂言Ⅱ　能楽の伝書と芸論 表章、竹本幹夫 岩波書店 1988.3

149 岩波講座　能・狂言Ⅲ　能の作者と作品 横道万里雄、西野春雄、羽田昶 岩波書店 1987.1

150 岩波講座　能・狂言Ⅳ　能の構造と技法 横道万里雄 岩波書店 1987.10

151 岩波講座　能・狂言Ⅴ　狂言の世界 小山弘志、田口和夫、橋本朝生 岩波書店 1987.5

152 岩波講座　能・狂言Ⅵ　能鑑賞案内 小山弘志編 岩波書店 1989.3

153 岩波講座　能・狂言Ⅶ　狂言鑑賞案内 小山弘志編 岩波書店 1990.3

154 イワン・デニーソヴィチの一日 A･ｿﾙｼﾞｪﾆｰﾂｨﾝ（木村浩訳） 新潮社 1963.3 新潮文庫

155 インド―大地のダルマ 田島與也 桐原書店 1988.8
見返し･16･45～48･
69･86･103～105･108･
110

156 インド思想史 J･ｺﾞﾝﾀﾞ（鐙淳訳） 中央公論社 1990.10 中公文庫

157 インド神話入門 長谷川明 新潮社 1987.11 とんぼの本 10

158 インド聖地巡礼 久保田展弘 新潮社 1991.7 新潮選書
53～57･59･61･234･
235

159 インド大反乱一八五七年 長崎暢子 中央公論社 1981.3 中公新書 中扉･61

160 インドで考えたこと 堀田善衛 岩波書店 1957.12 岩波新書

161 インド独立史 森本達雄 中央公論社 1972.9 中公新書 168･196･198

162 インド・人間 山折哲雄 平河出版社 1980.9

163 インドの大地で―世俗国家の人間模様 五島昭 中央公論社 1986.1 中公新書

164 インドの大地で―世俗国家の人間模様 五島昭 中央公論社 1986.1 中公新書
中扉･同裏･24･42･54･
60･161･162

165 インドの大地で―世俗国家の人間模様 五島昭 中央公論社 1986.1 中公新書
中扉･71～73･84～
87・89･101･107～
109･111・112

166 インドのふしぎ
ｽﾆﾃｨ･L･ﾅｰﾗｰﾔﾝ、ﾚｰﾜﾃｨｰ･ﾅｰｶﾞｽ
ﾜｰﾐｰ（芳賀明夫訳）

図書出版社 1994.4 謹呈のしおり入り。

167 インド・光と風―続・闇の領域
V･S･ﾅｲﾎﾟｰﾙ（安引宏、大工原弥
太郎訳）

人文書院 1985.7 73･214･267･275･276

168 印度への道 ﾌｫｰｽﾀｱ（田中西二郎訳） 新潮社 1952.2 新潮文庫

169 印度放浪（上） 藤原新也 朝日新聞社 1984.12 朝日文庫 138

170 印度放浪（下） 藤原新也 朝日新聞社 1984.12 朝日文庫 10

171 インド留学僧の記 宮坂宥洪 人文書院 1984.7 見返し･114･131･132

172 インドを語る 松山俊太郎 白順社 1988.3

173 ヴァチカンからの暗殺者 A･J･ｸｨﾈﾙ（大熊栄訳） 新潮社 1962.10 新潮文庫
新潮社「乞御高評」のしおり入
り。

174
ヴァレンティーナ―コンピュータ・ネットワーク
の女王

J･ﾃﾞｨﾚｰﾆｲ、M･ｽﾃｨｰｸﾞﾗｰ（小川
隆訳）

新潮社 1986.7 新潮文庫

175 ヴィンター家の兄弟（上） ﾚﾝ･ﾃﾞｲﾄﾝ（田中融二訳） 新潮社 1989.11 新潮文庫

176 ヴィンター家の兄弟（下） ﾚﾝ･ﾃﾞｲﾄﾝ（田中融二訳） 新潮社 1989.11 新潮文庫

177 ウィンブルドン ﾗｯｾﾙ･ﾌﾞﾗｯﾄﾞﾝ（池央耿訳） 新潮社 1982.5 新潮文庫

178 ヴェルレーヌ詩集 ｳﾞｪﾙﾚｰﾇ（堀口大学訳） 新潮社 1950.11 新潮文庫

179 ウォー・デイ
W･ｽﾄﾘｰﾊﾞｰ、J･W･ｸﾈﾄｶ（関口幸
雄訳）

新潮社 1985.5 新潮文庫

180 ウォー・デイ
W･ｽﾄﾘｰﾊﾞｰ、J･W･ｸﾈﾄｶ（関口幸
雄訳）

新潮社 1985.5 新潮文庫

181 浮世絵 たばこと塩の博物館編 専売弘済会 1984.3

182 浮世絵大系１　師宣 後藤茂樹（座右宝刊行会）編 集英社 1976.4

183 浮世絵大系２　春信 後藤茂樹（座右宝刊行会）編 集英社 1975.9

184 浮世絵大系３　春章 後藤茂樹（座右宝刊行会）編 集英社 1976.1

185 浮世絵大系４　清長 後藤茂樹（座右宝刊行会）編 集英社 1975.11

186 浮世絵大系５　歌麿 後藤茂樹（座右宝刊行会）編 集英社 1975.6

187 浮世絵大系16（別巻Ⅳ）　名所江戸百景（一） 後藤茂樹（座右宝刊行会）編 集英社 1976.9

188 浮世絵大系17（別巻Ⅴ）　名所江戸百景（二） 後藤茂樹（座右宝刊行会）編 集英社 1976.10
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189
失われた時を求めて　第三巻　ゲルマント公爵夫
人Ⅰ

ﾌﾟﾙｰｽﾄ（伊吹武彦・生島遼一
訳）

新潮社 1958.7 新潮文庫

190
失われた時を求めて　第三巻　ゲルマント公爵夫
人Ⅱ

ﾌﾟﾙｰｽﾄ（伊吹武彦、生島遼一
訳）

新潮社 1959.2 新潮文庫

191 失われた時を求めて　第四巻　ソドムとゴモラⅠ ﾌﾟﾙｰｽﾄ（市原豊太他訳） 新潮社 1959.4 新潮文庫

192 失われた時を求めて　第四巻　ソドムとゴモラⅡ ﾌﾟﾙｰｽﾄ（井上究一郎他訳） 新潮社 1959.4 新潮文庫

193 うその心理学 相場均 講談社 1965.3 講談社現代新書

194 歌と民俗学（民俗・民芸双書６） 西村亨 岩崎美術社 1966.7 184･186･187･190 遠藤周作宛ての著者ｻｲﾝあり。

195 宇宙からの帰還 立花隆 中央公論社 1983.1

196 宇宙クリケット大戦争 ﾀﾞｸﾞﾗｽ･ｱﾀﾞﾑｽ（風見潤訳） 新潮社 1985.3 新潮文庫

197 宇宙戦闘機アルファ・バグ M･E･ﾓﾘｽ（飯島宏訳） 新潮社 1988.10 新潮文庫
新潮社「乞御高評」のしおり入
り。

198 宇宙の果てのレストラン ﾀﾞｸﾞﾗｽ･ｱﾀﾞﾑｽ（風見潤訳） 新潮社 1983.4 新潮文庫
新潮社「乞御高評」のしおり入
り。

199 宇宙の妖怪たち
ｼﾞｭｰﾃﾞｨｽ･ﾒﾘﾙ編（中村能三他

訳）
早川書房 1958.10

200 海と毒薬 遠藤周作 講談社 1971.7 講談社文庫
広石廉二編「年譜」あり。講談社
文庫出版部よりの50刷見本送付状
挟み込み。

201 海と毒薬 遠藤周作 講談社 1971.7 講談社文庫 広石廉二編「年譜」あり。

202 海の門
ﾎﾞｱﾛｰ、ﾅﾙｽｼﾞｬｯｸ（荒川比呂志
訳）

早川書房 1970.9

203 海ふかく
ｳｨﾘｱﾑ･ﾎｰﾌﾟ･ﾎｼﾞｽﾝ（小倉多加志
訳）

国書刊行会 1986.8

204 梅崎春生全集　第１巻 梅崎春生 沖積舎 1984.5 沖積舎謹呈のしおり入り。

205 梅崎春生全集　第２巻 梅崎春生 沖積舎 1984.6
沖積舎「乞御高評」のしおり入
り。

206 梅崎春生全集　第３巻 梅崎春生 沖積舎 1984.7 沖積舎謹呈のしおり入り。

207 梅崎春生全集　第４巻 梅崎春生 沖積舎 1984.9 沖積舎謹呈のしおり入り。

208 梅崎春生全集　第５巻 梅崎春生 沖積舎 1984.12 沖積舎謹呈のしおり入り。

209 梅崎春生全集　第６巻 梅崎春生 沖積舎 1985.2 沖積舎謹呈のしおり入り。

210 梅崎春生全集　第７巻 梅崎春生 沖積舎 1985.4

211
うめぼし博士の逆・日本史４　神話の時代　古墳
→弥生→縄文

樋口清之 祥伝社 1988.3

212 裏切りの朝 ｼﾞｮｰ･ｺﾞｱｽﾞ（小鷹信光訳） 角川書店 1987.7 角川文庫 角川書店謹呈のしおり入り。

213 裏切りのゲーム D･ﾜｲｽﾞ（東江一紀訳） 新潮社 1986.11 新潮文庫

214 裏切りのネットワーク ｼｮｰﾝ･ﾌﾗﾅﾘｰ（田村義進訳） 早川書房 1985.5 ﾊﾔｶﾜ文庫

215 裏切りのネットワーク ｼｮｰﾝ･ﾌﾗﾅﾘｰ（田村義進訳） 早川書房 1985.5 ﾊﾔｶﾜ文庫

216 裏千家・お茶の道しるべ 千宗室 主婦の友社 1984.4

217 永遠の良人［おっと］ ﾄﾞｽﾄｴﾌｽｷｰ（米川正夫訳） 新潮社 1955.5 新潮文庫

218 英国貴族になった私 ﾏｰｸｽ寿子 草思社 1986.12

219 英国史　上巻
ｱﾝﾄﾞﾚ･ﾓﾛﾜ（水野成夫、小林正
訳）

新潮社 1958.1 新潮文庫

220 英国史　下巻
ｱﾝﾄﾞﾚ･ﾓﾛﾜ（水野成夫、小林正
訳）

新潮社 1958.5 新潮文庫

221 叡知 ｳﾞｪﾙﾚｰﾇ（河上徹太郎訳） 新潮社 1959.11 新潮文庫

222 Ａ-10［テン］奪還チーム出動せよ S･L･ﾄﾝﾌﾟｽﾝ（高見浩訳） 新潮社 1982.7 新潮文庫

223 英雄―チャールズ・リンドバーグ伝 K･S･ﾃﾞｲｳﾞｨｽ（村上啓夫訳） 早川書房 1967.3

224 エイリアン・ネイション A･D･ﾌｫｽﾀｰ（高橋良平訳） 新潮社 1988.9 新潮文庫

225 エチカル・アニマル―危機を超える生命の倫理
C･H･ｳｫﾃﾞｨﾝﾄﾝ（内田美恵、幾島
幸子、森岡侑士訳）

工作舎 1980.12

226 エッジウェア卿殺人事件 ｸﾘｽﾃｨ（蕗沢忠枝訳） 新潮社 1990.4 新潮文庫
書評担当者宛ての新潮文庫編集部
依頼文挟み込み。

227 江戸―その芸能と文学 諏訪春雄 毎日新聞社 1976.4

228 江戸魚釣り百姿 花咲一男 三樹書房 1978.3

229 （新編）江藤淳文学集成１　夏目漱石論集 江藤淳 河出書房新社 1984.11
「月報」付。著者謹呈のしおり入
り。

230 （新編）江藤淳文学集成２　小林秀雄論集 江藤淳 河出書房新社 1984.12
「月報」付。著者謹呈のしおり入
り。

231 （新編）江藤淳文学集成３　勝海舟論集他 江藤淳 河出書房新社 1985.1
「月報」付。著者謹呈のしおり入
り。

232 （新編）江藤淳文学集成５　思索・随想集 江藤淳 河出書房新社 1985.3
「月報」付。著者謹呈のしおり入
り。

233 江戸温泉紀行 板坂耀子編 平凡社 1987.8 東洋文庫

234 エドガー・ケイシーの転生とカルマからの解脱 I･C･ｼｬﾙﾏ（林陽訳） 大陸書房 1987.8

235 江戸川乱歩長編全集４　猟奇の果 江戸川乱歩 春陽堂書店 1972.7 春陽文庫

236 江戸川乱歩名作集6 江戸川乱歩 春陽堂書店 1962.5 春陽文庫

237 江戸切絵図 浜田義一郎編 東京堂出版 1974.2

238 江戸近郊道しるべ 村尾嘉陵著　朝倉治彦編注 平凡社 1985.8 東洋文庫 332～334

239 江戸雑話 三田村鳶魚 春陽堂 1927.11

240 江戸散策 杉本苑子 毎日新聞社 1978.2

241 江戸三百年①　天下の町人 西山松之助、芳賀登編 講談社 1975.11 講談社現代新書

242 江戸詩人選集　第一巻　石川丈山・元政 上野洋三注 岩波書店 1991.8 「月報」7付。

243 江戸詩人選集　第三巻　服部南郭・祇園南海 山本和義、横山弘注 岩波書店 1991.4 「月報」6付。
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244 江戸詩人選集　第三巻　服部南郭・祇園南海 山本和義、横山弘注 岩波書店 1991.4 「月報」6付。

245 江戸詩人選集　第四巻　菅茶山・六如 黒川洋一注 岩波書店 1990.5
中扉･205・231・
262・272・274・
372・374・399～401

「月報」2付。

246 江戸詩人選集　第五巻　市河寛斎・大窪詩仏 揖斐高注 岩波書店 1990.7 「月報」3付。

247 江戸詩人選集　第七巻　野村篁園・館柳湾 徳田武注 岩波書店 1990.10 「月報」4付。

248 江戸詩人選集　第七巻　野村篁園・館柳湾 徳田武注 岩波書店 1990.10 「月報」4付。

249 江戸詩人選集　第八巻　頼山陽・梁川星巌 入谷仙介注 岩波書店 1990.4
中扉・246・255・
257・258

「月報」1付。

250 江戸詩人選集　第十巻　成島柳北・大沼枕山 日野龍夫注 岩波書店 1990.12 「月報」5付。

251 江戸時代 芸道の風俗誌 足立直郎 展望社 1976.5

252 江戸時代風俗図誌　第三巻　遊女と廓の図誌 小野武雄編著 展望社 1977.9

253 江戸時代漫筆　江戸の町奉行その他 石井良助 井上書房 1959.5

254 （続）江戸時代漫筆　江戸の遊女その他 石井良助 井上書房 1961.9

255 （新編）江戸時代漫筆（上） 石井良助 朝日新聞社 1979.2 朝日選書

256 （新編）江戸時代漫筆（下） 石井良助 朝日新聞社 1979.3 朝日選書

257 江戸生活事典 三田村鳶魚著　稲垣史生編 青蛙房 1959.9

258 〈江戸〉選書１　江戸ッ子 西山松之助 吉川弘文館 1980.8

259 江戸叢書　巻の壱 江戸双書刊行会 名著刊行会 1964.9

260 江戸叢書　巻の弐 江戸双書刊行会 名著刊行会 1964.9

261 江戸叢書　巻の参 江戸双書刊行会 名著刊行会 1964.9

262 江戸叢書　巻の四 江戸双書刊行会 名著刊行会 1964.9

263 江戸叢書　巻の五 江戸双書刊行会 名著刊行会 1964.9

264 江戸叢書　巻の六 江戸双書刊行会 名著刊行会 1964.9

265 江戸叢書　巻の七 江戸双書刊行会 名著刊行会 1964.9

266 江戸叢書　巻の八 江戸双書刊行会 名著刊行会 1964.9

267 江戸叢書　巻の九 江戸双書刊行会 名著刊行会 1964.9

268 江戸叢書　巻の十 江戸双書刊行会 名著刊行会 1964.9

269 江戸叢書　巻の十一 江戸双書刊行会 名著刊行会 1964.9

270 江戸叢書　巻の十二 江戸双書刊行会 名著刊行会 1964.9

271 江戸東京風俗地理　第四巻　本所・深川・千住 田村栄太郎 雄山閣 1965.10

272 江戸の悪霊祓い師［エクソシスト］ 高田衛 筑摩書房 1991.1

273 江戸絵噺［えどのえばなし］いせ辰十二ヶ月 広瀬辰五郎 徳間書店 1978.12

274 江戸の坂 東京の坂 横関英一 有峰書店 1970.1 正続2冊ｾｯﾄで箱入り。

275 （続）江戸の坂 東京の坂 横関英一 有峰書店 1975.6

276 江戸の実話１―《実事譚》の世界 荒川秀俊 桃源社 1976.5

277 江戸の実話２―《実事譚》の世界 荒川秀俊 桃源社 1976.5

278 江戸の想像力―18世紀のメディアと表徴 田中優子 筑摩書房 1986.9

279 江戸の二十四時間 林美一 河出書房新社 1989.1

280
江戸の戯作［パロディー］絵本（三）　変革期黄表
紙集

小池正胤、宇田敏彦、中山右
尚、棚橋正博編

社会思想社 1982.4 現代教養文庫

281 江戸の戯作［パロディー］絵本　続巻一
小池正胤、宇田敏彦、中山右
尚、棚橋正博編

社会思想社 1984.6 現代教養文庫

282 江戸の戯作［パロディー］絵本　続巻二
小池正胤、宇田敏彦、中山右
尚、棚橋正博編

社会思想社 1985.7 現代教養文庫

283 江戸の風流人 加藤郁乎 小沢書店 1980.8

284 江戸ばなし　第十冊　江戸の衣食住 三田村鳶魚 青蛙房 1957.7

285 江戸繁昌記（史録叢書１） 寺門静軒 三崎書房 1972.9
見返し･2･9･10･13･
400～402

286 江戸藩邸物語―戦場から街角へ 氏家幹人 中央公論社 1988.6 中公新書

287 江戸風物詩―史実にみる庶民生活 川崎房五郎 桃源社 1967.10 桃源選書 297

288
江戸風物詩①　江戸の四季（川崎房五郎・江戸ば
なし）

川崎房五郎 桃源社 1976.3 桃源社新書

289
江戸風物詩②　隅田川物語（川崎房五郎・江戸ば
なし）

川崎房五郎 桃源社 1976.3 桃源社新書 91

290 江戸深川情緒の研究 深川区史編纂会 有峰書店 1975.6

291 江戸府内絵本風俗往来 菊地貴一郎 青蛙房 不明 青蛙選書

292 江戸・町づくし稿　上巻 岸井良衛 青蛙房 不明

293 江戸・町づくし稿　中巻 岸井良衛 青蛙房 不明

294 江戸・町づくし稿　下巻 岸井良衛 青蛙房 1975.12

295 江戸・町づくし稿　別巻 岸井良衛 青蛙房 不明

296 江戸武蔵野の今昔（物語歴史文庫39） 窪田明治 雄山閣 1973.10

297 江戸名所図会一 塚本哲三編 有朋堂書店 1929.3 有朋堂文庫

298 江戸名所図会二 塚本哲三編 有朋堂書店 1929.4 有朋堂文庫

261･268･274･304･
313･314･323･328･
485･489･491･497･
502･503･509･516･
544･557

299 江戸名所図会三 塚本哲三編 有朋堂書店 1922.10 有朋堂文庫

300 江戸名所図会四 塚本哲三編 有朋堂書店 1929.6 有朋堂文庫

301 江戸ルポルタージュ―史実と虚説 綿谷雪 人物往来社 1961.2 54

302 絵に描いた悪魔 ﾙｰｽ･ﾚﾝﾃﾞﾙ（小泉喜美子訳） 角川書店 1986.2 角川文庫 角川書店謹呈のしおり入り。

303 エネルギー ｱｰｻｰ･ﾍｲﾘｰ（永井淳訳） 新潮社 1979.9

304 絵のない絵本 ｱﾝﾃﾞﾙｾﾝ（矢崎源九郎訳） 新潮社 1952.8 新潮文庫

305 ＦＢＩの殺人 ﾏｰｶﾞﾚｯﾄ･ﾄﾙｰﾏﾝ（中上守訳） ｻﾝｹｲ出版 1986.6 ｻﾝｹｲ文庫

306 ＦＢＩの殺人 ﾏｰｶﾞﾚｯﾄ･ﾄﾙｰﾏﾝ（中上守訳） ｻﾝｹｲ出版 1986.6 ｻﾝｹｲ文庫

307 絵本江戸風俗往来 菊地貴一郎著　鈴木棠三編 平凡社 1965.9 東洋文庫
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308 絵本・落語風土記 江国滋 青蛙房 1970.6 青蛙選書
遠藤周作宛て著者恭呈のしおり入
り。

309 絵巻物に見る日本庶民生活誌 宮本常一 中央公論社 1981.3 中公新書

310 エメラルド・フォレスト R･ﾎｰﾙﾄﾞｽﾄｯｸ（黒丸尚訳） 新潮社 1985.7 新潮文庫

311 エラスムスの勝利と悲劇 ｼｭﾃﾌｧﾝ･ﾂﾜｲｸ（高橋禎二訳） 河出書房 1943.3 6･117
ｴﾗｽﾑｽの肖像画は切り抜かれてい
る。

312 エラノス叢書１　時の現象学Ⅰ
H･=Ch･ﾋﾟｭｴｼｭ、H･ｺﾙﾊﾞﾝ（神谷
幹夫訳）

平凡社 1990.10

313 エラノス叢書４　人間のイメージⅡ
G・ﾃﾞｭﾗﾝ、E・ﾉｲﾏﾝ（久米博、
松代洋一訳）

平凡社 1991.10

314 エリザベス女王１
J･E･ﾆｰﾙ（大野真弓、大野美樹
訳）

みすず書房 1975.4 6～8･16･18･19･32

315 エリザベス女王２
J･E･ﾆｰﾙ（大野真弓、大野美樹
訳）

みすず書房 1975.5

316 エリザベスとエッセックス―王冠と恋 ﾘｯﾄﾝ･ｽﾄﾚｲﾁｰ（福田逸訳） 中央公論社 1983.3
見返し裏・7･11･41･
44･259～261･278･280
～282

317
Ｌ・ヴァン・デル・ポスト選集③　アフリカの黒
い瞳

L･ｳﾞｧﾝ･ﾃﾞﾙ･ﾎﾟｽﾄ（由良君美、
佐藤正幸訳）

思索社 1982.1

318 エロスの美学―比較文化講義 加藤周一、池田満寿夫 朝日出版社 1981.5
中扉･61･64･68･71･
77･79

319 鳶魚随筆 三田村鳶魚 春陽堂 1926.5

1～3･7～11･13･15･
44･49･53･57･59～
61・63･72～76･82･
96･110･117～119･
121･124･125･127～
130･132･134･135･
141･148･149･151･
152･155･156･158～
161･165･168･169･172
～174･196･200～205･
211～213･219･227～
232･234･235･237～
240･248～251･255～
262･265･266･268･
273･282･284･288･293
～305･311･324･326～
328･330～336･339･
341･347･348･353･
354･361～363･365～
368･375･376･379～
388･398･390･392～
396･405･407･409～
411･413～417･420･
421･423～428･430～
433･436～442

320 冤罪 藤沢周平 新潮社 1982.9 新潮文庫

321 円生 江戸散歩（上） 三遊亭円生 集英社 1978.1 「遠藤蔵書」印あり。

322 円生 江戸散歩（下） 三遊亭円生 集英社 1978.2 「遠藤蔵書」印あり。

323 燕石十種　第一巻
森銑三、野間光辰、朝倉治彦監
修

中央公論社 1979.5 「付録」第1号付。

324 燕石十種　第二巻
森銑三、野間光辰、朝倉治彦監
修

中央公論社 1979.7 「付録」第2号付。

325 炎都　上巻 加賀乙彦 新潮社 1996.5 遠藤周作宛ての著者ｻｲﾝ入り。

326 炎都　上巻 加賀乙彦 新潮社 1996.5

327 艶婦伝　上巻 ﾌﾞﾗﾝﾄｰﾑ（小西茂也訳） 新潮社 1958.5 新潮文庫

328 追いつめられた男 ﾌﾘｰﾏﾝﾄﾙ（大熊栄訳） 新潮社 1986.5 新潮文庫

329 老いての物語 河盛好蔵 学芸書林 1990.7

330 黄金の檻 ｶﾄﾘｰﾇ･ｱﾙﾚｰ（安堂信也訳） 東京創元新社 1963.4 創元推理文庫 裏表紙

331 黄金の６人―史上最大の金庫破り作戦
ｹﾝ･ﾌｫﾚｯﾄ、ﾙﾈ･ﾙｲ･ﾓｰﾘｽ（葵七瀬
訳）

ｻﾝｹｲ出版 1985.11

332 王子と乞食 ﾏｰｸ･ﾄｳｪｲﾝ（松本恵子訳） 新潮社 1954.8 新潮文庫

333 王朝の歌人10　後鳥羽院 樋口芳麻呂 集英社 1985.1

334 鶯亭金升［おうていきんしょう］日記 花柳寿太郎、小島二朔編 演劇出版社 1961.10

335 王道 ﾏﾙﾛｵ（小松清訳） 新潮社 1952.1 新潮文庫

336 翁童論―子どもと老人の精神誌 鎌田東二 新曜社 1988.5

337 応仁の乱 鈴木良一 岩波書店 1973.10 岩波新書

338
王妃アリエノール・ダキテーヌ―リチャード獅子
王の母

桐生操 新書館 1988.3 遠藤周作宛ての著者ｻｲﾝ入り。

339
王妃カトリーヌ・ド・メディチ―サン・バルテル
ミー大虐殺の謎

桐生操 新書館 1982.5

340
王妃マルグリット・ド・ヴァロア―フランス宮廷
の悪の華

桐生操 新書館 1983.2

341 近江源氏の系譜―佐々木・六角・京極の流れ 徳永真一郎 創元社 1975.2

342 王を狙った男（上） ﾏﾊﾑｰﾄﾞ･ｼﾌﾟﾗ（吉野壮児訳） 角川書店 1987.5 角川文庫 角川書店謹呈のしおり入り。

343 王を狙った男（下） ﾏﾊﾑｰﾄﾞ･ｼﾌﾟﾗ（吉野壮児訳） 角川書店 1987.5 角川文庫

344 狼マリク ｹﾞｵﾙｹﾞ･ﾊﾙﾊﾞﾝ（松谷健二訳） 角川書店 1981.6

345 大原富枝全集　第１巻 大原富枝 小沢書店 1995.2
「附録」付。遠藤周作宛て著者謹
呈のしおり入り。

346 丘の家のジェーン ﾓﾝｺﾞﾒﾘ（村岡花子訳） 新潮社 1960.9 新潮文庫

347 岡本綺堂　江戸に就ての話 岸井良衛編 青蛙房 1955.3

348 小川国夫全集６ 小川国夫 小沢書店 1991.9
「附録」付。小沢書店謹呈のしお
り入り。
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349
おシャカさまの最後の旅―おシャカさまとともに
（仏教コミックス３）

ひろさちや原作　宮腰義勝漫画 鈴木出版 1989.4 「仏教ｺﾐｯｸｽ通信」付。

350 汚辱と怒り ｴﾘｯｸ･ｱﾝﾌﾞﾗｰ（宇野利泰訳） 早川書房 1967.9
ﾊﾔｶﾜ ﾎﾟｹｯﾄ ﾐｽﾃﾘ
ﾌﾞｯｸｽ

351
頭［おつむ］をパズる―あなたの頭脳年齢がわか
る本

みやこうじ 祥伝社 1982.12 ﾉﾝ･ﾌﾞｯｸ

352 おとぎ話にみる男と女―ユング心理学の視点から ｳﾞｪﾚｰﾅ･ｶｰｽﾄ（松代洋一訳） 新曜社 1985.12 訳者・新曜社謹呈のしおり入り。

353 おどけ草紙（クラテール叢書７）
ﾊﾞﾙｻﾞｯｸ著　G･ﾄﾞﾚ画（神西清
訳）

国書刊行会 1987.6

354 男の一生（上） 遠藤周作 文芸春秋 1994.10 文春文庫
挟み込みの広告に遠藤周作「私と
文春文庫」の掲載あり。

355 男の一生（下） 遠藤周作 文芸春秋 1994.10 文春文庫
挟み込みの広告に遠藤周作「私と
文春文庫」の掲載あり。

356 男の首 ｼﾞｮﾙｼﾞｭ･ｼﾑﾉﾝ（宗左近訳） 角川書店 1963.10 角川文庫

357 男のための茶道と華道の本 古賀建蔵 日本実業出版社 1983.12

358 乙女の悲劇 ﾙｰｽ･ﾚﾝﾃﾞﾙ（深町真理子訳） 角川書店 1983.3 角川文庫

359 踊らされた男たち―大統領候補の系図を追え D･ｶｲﾙ（東江一紀訳） 新潮社 1988.2 新潮文庫
新潮社「乞御高評」のしおり入
り。

360 オードリナ（上） V･C･ｱﾝﾄﾞﾘｭｰｽ（中川晴子訳） ｻﾝｹｲ出版 1986.7 ｻﾝｹｲ文庫

361 オードリナ（下） V･C･ｱﾝﾄﾞﾘｭｰｽ（中川晴子訳） ｻﾝｹｲ出版 1986.8 ｻﾝｹｲ文庫

362
オナシスの生涯―欲しいものはすべて手に入れた
男

ﾋﾟｰﾀｰ･ｴｳﾞｧﾝｽ（染田屋茂訳） 新潮社 1988.2 新潮文庫

363 鬼平犯科帳（一） 池波正太郎 文芸春秋 1974.12 文春文庫

364 お能の見かた 白洲正子 東京創元社 1957.6 8～10･12･36･42･45

365 おはなし おはなし 河合隼雄 朝日新聞社 1994.3 著者謹呈のしおり入り。

366 オペラをつくる 武満徹、大江健三郎 岩波書店 1990.11 岩波新書

367 オペレーション10［テン］ ﾊｰﾃﾞｨﾏﾝ･ｽｺｯﾄ（中上守訳） 光文社 1984.12 光文社謹呈のしおり入り。

368 Ｏ・ヘンリー短篇集Ⅰ O･ﾍﾝﾘｰ（大久保康雄訳） 新潮社 1953.2 新潮文庫

369 Ｏ・ヘンリー短篇集Ⅱ O･ﾍﾝﾘｰ（大久保康雄訳） 新潮社 1953.4 新潮文庫

370 Ｏ・ヘンリー短篇集Ⅲ O･ﾍﾝﾘｰ（大久保康雄訳） 新潮社 1953.5 新潮文庫

371 思えば江戸は―考証・江戸情緒と庶民文化 稲垣史生 大和書房 1988.8

372 おやゆび姫（アンデルセン童話集Ⅱ） ｱﾝﾃﾞﾙｾﾝ（山室静訳） 新潮社 1953.1 新潮文庫

373 おヨネとコハル・徳島の盆踊（抄） ﾓﾗｴｽ（花野富蔵訳） 集英社 1970.3

374 オリエント急行の殺人 ｱｶﾞｻ･ｸﾘｽﾃｨ（長沼弘毅訳） 東京創元社 1959.10 創元推理文庫

375 （第五）折々のうた 大岡信 岩波書店 1986.3 岩波新書 著者謹呈のしおり入り。

376 オールマイティ　上巻
ｱｰｳﾞｨﾝｸﾞ･ｳｫｰﾚｽ（吉野美恵子
訳）

文芸春秋 1984.12 文春文庫

377 オールマイティ　下巻
ｱｰｳﾞｨﾝｸﾞ･ｳｫｰﾚｽ（吉野美恵子
訳）

文芸春秋 1984.12 文春文庫

378 オーレリアン　上巻 ﾙｲ･ｱﾗｺﾞﾝ（生島遼一訳） 新潮社 1958.9 新潮文庫

379 オーレリアン　下巻 ﾙｲ･ｱﾗｺﾞﾝ（生島遼一訳） 新潮社 1958.8 新潮文庫

380 女形一代―七世瀬川菊之丞伝 円地文子 講談社 1986.2

381 女形百姿 渡辺保 青蛙房 1978.9

382 女銀行家デボラの復讐（下） ｼﾞｮｾﾞﾌ･ｴｲﾐｴﾙ（間山靖子訳） 新潮社 1987.11 新潮文庫

383 女友達は影に怯える ｺﾘﾝ･ｳｨﾙｺｯｸｽ（宮脇孝雄訳） 文芸春秋 1980.11 文春文庫

384 女の一生 ﾓｰﾊﾟｯｻﾝ（新庄嘉章訳） 新潮社 1951.2 新潮文庫 15･19･27･253･326

385 女の一生（テレーゼ） ｼｭﾆｯﾂﾗｰ（高橋健二訳） 新潮社 1953.1 新潮文庫

386 女の学校・ロベール ｱﾝﾄﾞﾚ･ｼﾞｲﾄﾞ（新庄嘉章訳） 新潮社 1952.8 新潮文庫

387 開館記念講演集 町田郷土資料化館 1976.3

388 怪奇小説傑作集Ⅰ（世界大ロマン全集24） 江戸川乱歩編（平井呈一訳） 東京創元社 1957.8

389 怪奇小説傑作集Ⅱ（世界大ロマン全集38） 江戸川乱歩編（宇野利泰訳） 東京創元社 1958.3

390 怪奇小説集 遠藤周作 講談社 1973.11 講談社文庫

391 海景幻想 中村真一郎 新潮社 1988.1 著者謹呈のしおり入り。

392
骸骨乗組員（スティーヴン・キング短編傑作全集
１）

ｽﾃｨｰｳﾞﾝ･ｷﾝｸﾞ（矢野浩三郎他

訳）
ｻﾝｹｲ出版 1986.6 ｻﾝｹｲ文庫

393
骸骨乗組員（スティーヴン・キング短編傑作全集
１）

ｽﾃｨｰｳﾞﾝ･ｷﾝｸﾞ（矢野浩三郎他

訳）
ｻﾝｹｲ出版 1986.6 ｻﾝｹｲ文庫

394 凱旋門　上巻 ﾚﾏﾙｸ（山西英一訳） 新潮社 1955.8 新潮文庫

395 怪談―幻妙な話 山田正弘 二見書房 1992.8

396 海中密輸ルートを探れ ｸﾗｲﾌﾞ･ｶｯｽﾗｰ（中山善之訳） 新潮社 1983.5 新潮文庫
新潮社「乞御高評」のしおり入
り。

397 回転（ねじの回転） ﾍﾝﾘｰ･ｼﾞｪｲﾑｽﾞ（蕗沢忠枝訳） 新潮社 1962.7 新潮文庫

398 街道をゆく　四 司馬遼太郎 朝日新聞社 1974.1 189

399 街道をゆく　十二 司馬遼太郎 朝日新聞社 1980.9

400 街道をゆく　十三 司馬遼太郎 朝日新聞社 1981.4

401 街道をゆく　十四 司馬遼太郎 朝日新聞社 1981.6

402 街道をゆく　十五 司馬遼太郎 朝日新聞社 1981.7 著者謹呈のしおり入り。

403 街道をゆく　二十 司馬遼太郎 朝日新聞社 1983.1

404 街道をゆく　二十一 司馬遼太郎 朝日新聞社 1983.5 著者謹呈のしおり入り。

405 街道をゆく　二十二 司馬遼太郎 朝日新聞社 1984.3 著者謹呈のしおり入り。

406 街道をゆく　三十一 司馬遼太郎 朝日新聞社 1988.6 著者謹呈のしおり入り。

407 街道をゆく　三十二 司馬遼太郎 朝日新聞社 1989.6 著者謹呈のしおり入り。

408 街道をゆく　四十一　北のまほろば 司馬遼太郎 朝日新聞社 1995.11 著者謹呈のしおり入り。

409 カエサレアのパピルス ｳｫｰﾚﾝ･ｷｰﾌｧｰ（池央耿訳） 角川書店 1979.12

410 顔 ｴﾗﾘｲ･ｸｲｰﾝ（尾坂力訳） 早川書房 1979.9 ﾊﾔｶﾜ･ﾐｽﾃﾘ文庫
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411 顔の秘密―有名人の実例でわかるあなたの運命 ﾗｲﾗﾝ･ﾔﾝｸﾞ（田村隆一訳） 新潮社 1985.6 新潮文庫

412 楽譜の歴史 皆川達夫 音楽之友社 1985.3

413 確率の世界―チャンスを計算する法 ﾀﾞﾚﾙ･ﾊﾌ（国沢清典訳） 講談社 1967.10 ﾌﾞﾙｰﾊﾞｯｸｽ 116

414 陰の権力者（上） ﾃﾞﾆｽ･ﾊﾐﾙ（中山善之訳） 新潮社 1985.9 新潮文庫

415 陰の権力者（下） ﾃﾞﾆｽ･ﾊﾐﾙ（中山善之訳） 新潮社 1985.9 新潮文庫

416 影の獄にて
L･ｳﾞｧﾝ･ﾃﾞﾙ･ﾎﾟｽﾄ（由良君美、
富山太佳夫訳）

思索社 1978.11

417 過去ある女―プレイバック ﾚｲﾓﾝﾄﾞ･ﾁｬﾝﾄﾞﾗｰ（小鷹信光訳） ｻﾝｹｲ出版 1986.7 ｻﾝｹｲ文庫

418 葛西善蔵小説集　第３巻 葛西善蔵 改造社 1934.10

419 カジノ　砂漠の巨大ビジネス ﾎﾟｰﾙ･ｱｰﾄﾞﾏﾝ（山本光伸訳） 新潮社 1988.11 新潮文庫
新潮社「乞御高評」のしおり入
り。

420 ガストン・ルルーの恐怖夜話 ｶﾞｽﾄﾝ･ﾙﾙｰ（飯島宏訳） 東京創元社 1983.10 創元推理文庫 1

421 家政論
ｸｾﾉﾎﾟｰﾝ（田中秀央、山岡亮一
訳）

生活社 1944.9

422 風の幻郷へ 五木寛之 東京書籍 1994.11 著者謹呈のしおり入り。

423 家族の問題 ｴﾘｯｸ･ｼｰｶﾞﾙ（武富義夫訳） 角川書店 1982.10 角川書店謹呈のしおり入り。

424 片岡推理教室（「囲碁クラブ」396号付録） 日本棋院 1987.6

425 河童が覗いたインド 妹尾河童 新潮社 1985.4 20･24～26･32･74

426 花伝書考 原太郎 未来社 1983.4
9･13･16･24･125･127･
128

427 カトリシズムにおける人間 三雲夏生 春秋社 1994.4

428
カトリック小説考―グレアム・グリーンと遠藤周
作を中心に

今川憲次 南雲堂 1988.4 遠藤周作序。

429 カトリック聖歌集 聖歌集改訂委員会編 光明社 1966.1

見返し･4･8･10･11･
14･62･65･67･76･78･
109･112･126･136･
143･157･168･176･
181･183･184･186･
190･196･201･395

遠藤順子のｻｲﾝ入り。「ﾐｻ通常式
文」などの挟み込みあり。

430 カトリーヌ・ド・メディシス
ｵﾙｿﾗ･ﾈｰﾐ、ﾍﾝﾘｰ･ﾌｧｰｽﾄ（千種堅
訳）

中央公論社 1982.5

431 悲しみよ こんにちは F･ｻｶﾞﾝ（朝吹登水子訳） 新潮社 1955.6 新潮文庫

432 彼方の水音 高橋たか子 講談社 1971.8

433 荷風外伝 秋庭太郎 春陽堂書店 1979.7 267･269 著者謹呈のしおり入り。

434 かぶき讃 折口信夫 創元社 1953.2 4･5 「遠藤蔵書」印あり。

435 歌舞伎のわかる本 小山観翁 広済堂出版 1980.8
23･34･45･51･98･103･
111･113･115･121･
132･152

「遠藤蔵書」印あり。

436 歌舞伎を支える技術者名鑑 金森和子編 日本俳優協会 1988.5 狂言作者等に関するﾒﾓ挟み込み。

437 ガープの世界（上） ｼﾞｮﾝ･ｱｰｳﾞｨﾝｸﾞ（筒井正明訳） ｻﾝﾘｵ 1985.5 ｻﾝﾘｵ文庫

438 ガープの世界（下） ｼﾞｮﾝ･ｱｰｳﾞｨﾝｸﾞ（筒井正明訳） ｻﾝﾘｵ 1985.5 ｻﾝﾘｵ文庫

439 神々の原影 西田長男、三橋健 平河出版社 1983.9

見開き･目次･79･83･
84･87･89～91･96～
98･104･106･109～
113･116･118･122･
130･272･296･317･
346･348

440 神から翁へ 山折哲雄 青土社 1984.7
中扉･8･19･22･31･32･
76～78･80･82･118～
120･221･225･249

441 神さまを見つけた30人 加藤宗哉 女子ﾊﾟｳﾛ会 1989.4
遠藤周作宛ての著者ｻｲﾝ入り。遠
藤周作「伏線」（まえがき）収
録。遠藤雅美へのｲﾝﾀﾋﾞｭｰあり。

442 神と仏の大地インド 奈良康明、山折哲雄監修 佼成出版社 1982.1

443 神と祭りと日本人 牧田茂 講談社 1972.12 講談社現代新書

444 雷門江戸ばなし 浅草寺日並記研究会編 東京美術 1986.1
101･111･112･117･
137･156･161

445 上村陽生推理教室（「囲碁クラブ」401号付録） 日本棋院 1987.11

446 カメレオン ｳｨﾘｱﾑ･ﾃﾞｨｰﾙ（宮脇孝雄訳） 角川書店 1984.12

447 ガラスの動物園 ﾃﾈｼｰ･ｳｨﾘｱﾑｽﾞ（田島博訳） 新潮社 1957.9 新潮文庫

448
カラーで読む関ヶ原合戦―1600年９月15日を演出
した武将たち

会田雄次 PHP研究所 1983.7 21世紀図書館

449 カラマアゾフの兄弟（一） ﾄﾞｽﾄｴﾌｽｷｰ（原久一郎訳） 新潮社 1961.7 新潮文庫

450 カラマアゾフの兄弟（二） ﾄﾞｽﾄｴﾌｽｷｰ（原久一郎訳） 新潮社 1961.8 新潮文庫

451 カラマアゾフの兄弟（三） ﾄﾞｽﾄｴﾌｽｷｰ（原久一郎訳） 新潮社 1961.8 新潮文庫

452 カラマアゾフの兄弟（四） ﾄﾞｽﾄｴﾌｽｷｰ（原久一郎訳） 新潮社 1962.7 新潮文庫

453 カラマアゾフの兄弟（五） ﾄﾞｽﾄｴﾌｽｷｰ（原久一郎訳） 新潮社 1962.8 新潮文庫

454 ガリヴァ旅行記 ｽｳｨﾌﾄ（中野好夫訳） 新潮社 1951.7 新潮文庫

455 可愛い女・犬を連れた奥さん　他１篇 ﾁｪｰﾎﾌ（神西清訳） 岩波書店 1940.10 岩波文庫

456 河合隼雄対話集―科学の新しい方法論を探る 河合隼雄 三田出版会 1994.11 著者謹呈のしおり入り。

457 川端康成全集　第十二巻 川端康成 新潮社 1980.2
「附録」№1付。著者謹呈のしお
り入り。

458 下町舞台切絵図［かわむこうしばいめぐり］ 中山幹雄 下町ﾀｲﾑｽ社 1986.3 81･98･104

459 河盛好蔵 私の随想選　第一巻　私のパリ 河盛好蔵 新潮社 1991.1
「月報」1号付。著者謹呈のしお
り入り。

460
河盛好蔵 私の随想選　第二巻　私のフランス文
学Ⅰ

河盛好蔵 新潮社 1991.3
「月報」2号付。著者謹呈のしお
り入り。
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461
河盛好蔵 私の随想選　第三巻　私のフランス文
学Ⅱ

河盛好蔵 新潮社 1991.4
「月報」3号付。著者謹呈のしお
り入り。

462 河盛好蔵 私の随想選　第四巻　私の日本文学Ⅰ 河盛好蔵 新潮社 1991.5
「月報」4号付。著者謹呈のしお
り入り。

463 河盛好蔵 私の随想選　第六巻　私の人生案内 河盛好蔵 新潮社 1991.5
「月報」6号付。著者謹呈のしお
り入り。

464 河盛好蔵 私の随想選　第七巻　私の茶話 河盛好蔵 新潮社 1991.8 「月報」5・7号付。

465 観阿弥の芸流 北川忠彦 三弥井書店 1978.10 三弥井選書 144･149･152

466 カンヴァス 世界の名画１　ゴヤ 井上靖、高階秀爾編 中央公論社 1974.2

467
カンヴァス 世界の名画２　ターナーとロマン派
風景画

井上靖、高階秀爾編 中央公論社 1974.7

468
カンヴァス 世界の名画３　アングルとドラクロ
ワ―新古典派とロマン派

井上靖、高階秀爾編 中央公論社 1974.6

469 カンヴァス 世界の名画４　クールベと写実主義 井上靖、高階秀爾編 中央公論社 1974.8

470 カンヴァス 世界の名画５　マネとドガ 井上靖、高階秀爾編 中央公論社 1974.3

471 カンヴァス 世界の名画６　モネと印象派 井上靖、高階秀爾編 中央公論社 1974.4

472 カンヴァス 世界の名画７　ルノワール 井上靖、高階秀爾編 中央公論社 1973.10

473 カンヴァス 世界の名画８　セザンヌ 井上靖、高階秀爾編 中央公論社 1974.1

474 カンヴァス 世界の名画９　スーラと新印象派 井上靖、高階秀爾編 中央公論社 1974.9

475 カンヴァス 世界の名画10　ゴーギャン 井上靖、高階秀爾編 中央公論社 1973.12

476 カンヴァス 世界の名画11　ゴッホ 井上靖、高階秀爾編 中央公論社 1973.11

477
カンヴァス 世界の名画12　ロートレックとボ
ナール

井上靖、高階秀爾編 中央公論社 1974.5

478
カンヴァス 世界の名画13　ムンクとルドン―世
紀末の幻想

井上靖、高階秀爾編 中央公論社 1974.12

479
カンヴァス 世界の名画14　カンディンスキーと
表現主義

井上靖、高階秀爾編 中央公論社 1975.7

480 カンヴァス 世界の名画15　マティス 井上靖、高階秀爾編 中央公論社 1975.10

481 カンヴァス 世界の名画17　ピカソ 井上靖、高階秀爾編 中央公論社 1974.11

482
カンヴァス 世界の名画18　ブラックとキュビス
ム

井上靖、高階秀爾編 中央公論社 1975.6

483 カンヴァス 世界の名画19　ルソーとシャガール 井上靖、高階秀爾編 中央公論社 1975.4

484
カンヴァス 世界の名画20　ユトリロとモディリ
アーニ―エコール・ド・パリの画家たち

井上靖、高階秀爾編 中央公論社 1974.10

485
カンヴァス 世界の名画21　キリコとデュシャン
―未来派、形而上派とダダ

井上靖、高階秀爾編 中央公論社 1975.3

486
カンヴァス 世界の名画22　エルンストとダリ―
シュルレアリスムの絵画

井上靖、高階秀爾編 中央公論社 1975.2

487 カンヴァス 世界の名画23　クレー 井上靖、高階秀爾編 中央公論社 1975.8

488
カンヴァス 世界の名画24　モンドリアンと抽象
絵画

井上靖、高階秀爾編 中央公論社 1975.5

489
カンヴァス 世界の名画　別巻　レオナルド・
ダ・ヴィンチ

井上靖、高階秀爾編 中央公論社 1974.5

490 寛永年間　江戸庄図 纐纈房太郎 大屋書房 1913.10

491 考えすぎ人間へ 遠藤周作 青春出版社 1990.10 版元の23刷印刷報告書挟み込み。

492 韓国（ブルーガイド海外版） ﾌﾞﾙｰ･ｶﾞｲﾄﾞﾌﾞｯｸｽ編集部編 実業之日本社 1980.4（新装） ﾌﾞﾙｰｶﾞｲﾄﾞ海外版

493
ガンジスの流れに―インド入門＝風土・歴史・仏
教・文化

北条賢三 鈴木出版 1985.10 まいとりぃ選書
見返し･目次･38･39･
41･54･56･72･73･76

494 ガンダーラから正倉院へ 田辺勝美 同朋舎出版 1988.10

495 閑適のうた―中華愛誦詩選 竹内実、萩野脩二 中央公論社 1990.10 中公新書

496
がんは癒される―身体と意識をめぐる治療と予防
の新次元

ﾊﾞﾘｰ･ﾌﾞﾗｲｱﾝﾄ編著（青木多香子
訳）

日本教文社 1994.6
日本教文社よりの高評依頼の書
簡、謹呈のしおり入り。

497 消えたＡＷＡＣＳ［エイワックス］機 ｼﾞｮﾝ･ﾄﾚﾝﾍｲﾙ（矢野浩三郎訳） 新潮社 1988.7 新潮文庫

498 消えたクレムリン記者―赤い麻薬組織の罠
E･ﾄｰﾎﾟﾘ、F･ﾆｪｽﾞﾅﾝｽｷイ（原卓
也訳）

中央公論社 1983.7

499 消えたＶ１発射基地 ﾄﾆｰ･ｹﾝﾘｯｸ（上田公子訳） 角川書店 1986.3 角川文庫
角川書店「謹呈、乞御高評」のし
おり入り。

500
消えたブラック・ボックス―大韓航空機撃墜の謎
に迫る

ｱﾚｸｻﾝﾀﾞｰ･ﾀﾞﾘﾝ（青木日出雄
訳）

ｻﾝｹｲ出版 1985.10

501 帰郷　上巻 ﾊｰﾃﾞｨ（大沢衛訳） 新潮社 1954.5 新潮文庫

502 帰郷　下巻 ﾊｰﾃﾞｨ（大沢衛訳） 新潮社 1955.6 新潮文庫

503 擬曲 ﾍｰﾛﾝﾀﾞｰｽ（高津春繁訳） 生活社 1943.10

504 奇跡の大河 J･G･ﾊﾞﾗｰﾄﾞ（浅倉久志訳） 新潮社 1988.8 新潮文庫

505
奇蹟の中に―あなたの人生に幸運の波動を招く予
言の書

村上嘉章 村上嘉章製作 1976.12

506 偽装亡命者キリル J･ﾄﾚﾝﾍｲﾙ（矢野浩三郎訳） 新潮社 1986.1 新潮文庫

507 偽装亡命者キリル J･ﾄﾚﾝﾍｲﾙ（矢野浩三郎訳） 新潮社 1986.1 新潮文庫

508 貴族の巣 ﾂﾙｹﾞｰﾈﾌ（中村融訳） 新潮社 1952.5 新潮文庫

509 吉右衛門日記 中村吉右衛門著　波野千代編 演劇出版社 1956.9 「遠藤蔵書」印あり。

510 狐になった夫人 ｶﾞｰﾈｯﾄ（井上宗次訳） 新潮社 1955.4 新潮文庫 中扉

511 気の医学 井村宏次 生体ｴﾈﾙｷﾞｰ研究所 1986.1 裏表紙
限定手作り本。著者の書込み・ｻｲ
ﾝ等あり。

512 騎馬民族国家―日本古代史へのアプローチ 江上波夫 中央公論社 1967.11 中公新書

513 黄表紙・洒落本の世界 水野稔 岩波書店 1976.12 岩波新書
3･28･30･148･151･
153･154･156

514 騎兵隊長・馬術
ｸｾﾉﾎﾟｰﾝ（田中秀央、吉田一次
訳）

生活社 1944.6
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515 気ままなプリマドンナ ﾊﾞｰﾊﾞﾗ･ﾎﾟｰﾙ（中川法江訳） ｻﾝｹｲ出版 1986.7 ｻﾝｹｲ文庫

516 キャサリン・マンスフィールド日記抄
ｷｬｻﾘﾝ･ﾏﾝｽﾌｨｰﾙﾄﾞ（佐野英一
訳）

新潮社 1954.1 新潮文庫

517 キャバレー 栗本薫 角川書店 1984.12 角川文庫

518 木山捷平詩集 木山捷平 昭森社 1967.3
著者謹呈のしおり入り。発行年月
の月が8月と手書きで訂正されて
いる。

519 キャリー ｽﾃｨｰﾌﾞﾝ･ｷﾝｸﾞ（永井淳訳） 新潮社 1985.1 新潮文庫 中扉

520 鏡花小説・戯曲選　第五巻　怪異篇一 泉鏡太郎 岩波書店 1981.6

521 鏡花小説・戯曲選　第六巻 泉鏡太郎 岩波書店 1981.7

522 狂気のモザイク（上） ﾛﾊﾞｰﾄ･ﾗﾄﾞﾗﾑ（山本光伸訳） 新潮社 1985.3 新潮文庫

523 狂気のモザイク（下） ﾛﾊﾞｰﾄ･ﾗﾄﾞﾗﾑ（山本光伸訳） 新潮社 1985.3 新潮文庫

524 狂言―鑑賞のために 吉越立雄、羽田昶 保育社 1974.9 ｶﾗｰﾌﾞｯｸｽ

525 狂言の世界 古川久 社会思想社 1960.12 現代教養文庫

526 狂言をたのしむ 小林責 平凡社 1976.2 平凡社ｶﾗｰ新書

527 共時性の発見 瓜谷侑広編 たま出版 1990.7

528 郷愁 ﾍﾙﾏﾝ･ﾍｯｾ（高橋健二訳） 新潮社 1956.8 新潮文庫

529 郷土関係新聞記事索引 長崎県立長崎図書館編
長崎県立長崎図書
館

1972.2

530 京の町屋 島村昇、鈴鹿幸雄他 鹿島研究所出版会 1971.8 SD選書

531 脅迫 ﾋﾞﾙ･ﾌﾟﾛﾝｼﾞｰﾆ（高見浩訳） 新潮社 1983.1 新潮文庫

532 恐怖の限界 W･P･ﾏｯｷﾞｳﾞｧｰﾝ（中田耕治訳） 東京創元新社 1961.2 創元推理文庫

533 恐怖の誕生パーティ ｳｨﾘｱﾑ･ｶｯﾂ（小菅正夫訳） 新潮社 1985.8 新潮文庫

534 恐怖の呼び声 ｳｨﾘｱﾑ･ｶｯﾂ（小菅正夫訳） 新潮社 1987.1 新潮文庫

535 恐竜物語 ﾚｲ･ﾌﾞﾗｯﾄﾞﾍﾞﾘ（伊藤典夫訳） 新潮社 1984.12 新潮文庫

536 巨匠の世界　ピカソ
ﾚｲﾙ・ｳｧｰﾃﾝﾍﾞｲｶｰ原著　ﾀｲﾑﾗｲﾌ
ﾌﾞｯｸｽ編集部編

ﾀｲﾑﾗｲﾌｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ 1969.4

537 巨人の惑星 ｶｰﾙ･H･ﾗｽｼﾞｪﾝ（内田庶訳） 角川書店 1983.2 角川文庫

538 切り裂き魔の森 ﾏｰｶﾞﾚｯﾄ･ﾄﾚｲｼｰ（中野圭二訳） 角川書店 1986.5 角川文庫

539 切り裂く男 ｳｨﾘｱﾑ･J･ｺｸﾞﾘﾝ（広瀬順弘訳） 角川書店 1985.11 角川文庫

540 ギリシア史研究　第一 原随園 創元社 1942.6

541 ギリシア史研究　第二 原随園 創元社 1943.1

542 ギリシア史研究　第三 原随園 創元社 1944.12

543 ギリシア悲劇全集Ⅰ　アイスキュロス篇 呉茂一他編 人文書院 1960.2

544 ギリシア悲劇全集Ⅱ　ソポクレス篇 呉茂一他編 人文書院 1960.3 「月報」2付。

545 ギリシア悲劇全集Ⅲ　エウリピデス篇Ⅰ 呉茂一他編 人文書院 1960.5
「月報」3付。人文書院編集部謹
呈のしおり入り。

546 ギリシア悲劇全集Ⅳ　エウリピデス篇Ⅱ 呉茂一他編 人文書院 1960.7
10･11･15･21･22･25･
31･51

「月報」4付。

547 ギリシア・ラテンの文学（文学案内１） 呉茂一、中村光夫 新潮社 1962.10 14･18･34
「文学案内」1付。遠藤周作宛て
の著者ｻｲﾝ入り。

548 ギリシア・ローマ文学穕攷［ざっこう］ 呉茂一 思索社 1949.11 266

549 ギリシア・ローマ神話辞典 高津春繁 岩波書店 1960.2

550 切支丹屋敷物語 窪田明治 雄山閣 1970.9
161･163･173･174･
176･179･210･216･
231･232

551 希臘芸術摸倣論 ヰﾞﾝｹﾙﾏﾝ（沢柳大五郎訳） 座右宝刊行会 1943.10 32･33･37･38 「遠藤文庫」印あり。

552 希臘悲壮劇
ｿﾎﾟｸﾚｰｽ（田中秀央、内山敬二
郎訳）

理想社 1941.10
428･532･609･620･
632･裏見返し

553 ギリシャ・ローマ神話 佐々木理 筑摩書房 1964.12

554 キリスト教大事典
日本基督教協議会文書事業部キ
リスト教大事典編集委員会編

教文館 1963.6

555 キリスト教文学の世界８　Ｇ・グリーン　モーム 編集委員遠藤周作他 主婦の友社 1977.4
「月報」2付。遠藤周作「〈解
説〉中年の哀歌」収録。

556 近世庶民文学論考 尾崎久弥著　中村幸彦編 中央公論社 1973.7 7･93･94

557 「近代文学」創刊のころ 埴谷雄高他著　荒正人他編 深夜叢書社 1977.8

558 金と銀 遠藤周作 佼成出版社 1966.5 ﾋｭｰﾏﾝﾌﾞｯｸｽ

559 銀のカード
ﾎﾞｱﾛｰ、ﾅﾙｽｼﾞｬｯｸ（岡田正子
訳）

早川書房 1980.12
ﾊﾔｶﾜ ﾎﾟｹｯﾄ ﾐｽﾃﾘ
ﾌﾞｯｸｽ

560 黄金［きん］をつくる男 ﾌﾘｰﾏﾝﾄﾙ（中野圭二訳） 新潮社 1985.7 新潮文庫

561 黄金［きん］をつくる男 ﾌﾘｰﾏﾝﾄﾙ（中野圭二訳） 新潮社 1985.7 新潮文庫

562 空海―火輪の時空 西宮紘 朝日出版社 1984.5

563 空海の風景　下巻 司馬遼太郎 中央公論社 1975.11

564 偶然の一致の心理学
ﾏﾘｰ=ﾙｲｾﾞ･ﾌｫﾝ･ﾌﾗﾝﾂ（浜野恵
一、治部真里訳）

たま出版 1990.8 108･115･116･118･120

565 ぐうたら人間学 遠藤周作 講談社 1976.2 講談社文庫

566 空中衝突 ｼﾞｮﾝ･ﾌﾞﾙｰｽ（浅倉久志訳） 新潮社 1980.3 新潮文庫

567 グウルモン詩集 ｸﾞｳﾙﾓﾝ（堀口大学訳） 新潮社 1951.7 新潮文庫

568 九月の空 高橋三千綱 河出書房新社 1978.8 遠藤周作宛ての著者ｻｲﾝ入り。

569 草戸千軒―川の中に眠っていた中世の町をさぐる 松崎寿和 学生社 1968.5

570 クージョ ｽﾃｨｰｳﾞﾝ･ｷﾝｸﾞ（長井淳訳） 新潮社 1983.9 新潮文庫

571 クージョ ｽﾃｨｰｳﾞﾝ･ｷﾝｸﾞ（長井淳訳） 新潮社 1983.9 新潮文庫
新潮社「乞御高評」のしおり入
り。

572 砕けちった泡
ﾎﾞｱﾛｰ、ﾅﾙｽｼﾞｬｯｸ（荒川比呂志
訳）

早川書房 1974.3
ﾊﾔｶﾜ ﾎﾟｹｯﾄ ﾐｽﾃﾘ
ﾌﾞｯｸｽ
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573 口に出せない習慣、奇妙な行為
ﾄﾞﾅﾙﾄﾞ･ﾊﾞｰｾﾙﾐ（山崎勉、邦高
忠二訳）

ｻﾝﾘｵ 1979.3 ｻﾝﾘｵSF文庫

574 口笛をふく時 遠藤周作 講談社 1974.8
「畏敬する遠藤竜之介」宛ての著
者ｻｲﾝ入り。

575 国盗り物語　第１巻　斎藤道三　前編 司馬遼太郎 新潮社 1965.11

576 国盗り物語（一）斎藤道三　前編 司馬遼太郎 新潮社 1971.11 新潮文庫

577 国盗り物語（二）斎藤道三　後編 司馬遼太郎 新潮社 1971.11 新潮文庫

578 国盗り物語（三）織田信長　前編 司馬遼太郎 新潮社 1971.12 新潮文庫

579 国盗り物語（三）織田信長　前編 司馬遼太郎 新潮社 1971.12 新潮文庫

580 国盗り物語（四）織田信長　後編 司馬遼太郎 新潮社 1971.13 新潮文庫

581 久保田万太郎全集　第一巻　小説一 久保田万太郎 中央公論社 1968.1 「月報」10付。

582 久保田万太郎全集　第二巻　小説二 久保田万太郎 中央公論社 1968.4 「月報」13付。

583 久保田万太郎全集　第三巻　小説三 久保田万太郎 中央公論社 1967.8 「月報」5付。

584 久保田万太郎全集（普及版）　第三巻　小説三 久保田万太郎 中央公論社 1975.4
「月報」3（遠藤周作「先生との
一度の出会い」収録）付。

585 久保田万太郎全集　第四巻　小説四 久保田万太郎 中央公論社 1967.4 「月報」1付。

586 久保田万太郎全集　第五巻　戯曲一 久保田万太郎 中央公論社 1967.9 「月報」6付。

587 久保田万太郎全集　第六巻　戯曲二 久保田万太郎 中央公論社 1967.11 「月報」8付。

588 久保田万太郎全集　第七巻　戯曲三 久保田万太郎 中央公論社 1967.5 「月報」2付。

589 久保田万太郎全集　第八巻　戯曲四 久保田万太郎 中央公論社 1967.12 「月報」9付。

590 久保田万太郎全集　第九巻　戯曲五 久保田万太郎 中央公論社 1968.2 「月報」11付。

591 久保田万太郎全集　第十巻　随筆一 久保田万太郎 中央公論社 1967.10

592 久保田万太郎全集　第十一巻　随筆二 久保田万太郎 中央公論社 1968.3 「月報」12付。

593 久保田万太郎全集　第十二巻　随筆三 久保田万太郎 中央公論社 1968.5 「月報」14付。

594 久保田万太郎全集　第十三巻　随筆四 久保田万太郎 中央公論社 1967.7 「月報」4付。

595 久保田万太郎全集　第十四巻　俳句 久保田万太郎 中央公論社 1967.6 「月報」3付。

596 久保田万太郎全集　第十五巻 久保田万太郎 中央公論社 1968.6 「月報」15付。

597 蜘蛛の巣の家　上巻 ｷﾞｯｼﾝｸﾞ（吉田甲子太郎訳） 新潮社 1951.9 新潮文庫

598 蜘蛛の巣の家　下巻 ｷﾞｯｼﾝｸﾞ（吉田甲子太郎訳） 新潮社 1951.10 新潮文庫

599 暗い鏡の中に ﾍﾚﾝ･ﾏｸﾛｲ（高橋豊訳） 早川書房 1977.6 ﾊﾔｶﾜ･ﾐｽﾃﾘ文庫
中扉･144･145･199･
238･239

600 鞍馬寺（美術文化シリーズ81） 中野玄三 中央公論美術出版 1972.7

601 クリスティーン（上） ｽﾃｨｰｳﾞﾝ･ｷﾝｸﾞ（深町真理子訳） 新潮社 1987.12 新潮文庫

602 クリスマス・カロル ﾃﾞｨｯｹﾝｽﾞ（村岡花子訳） 新潮社 1952.11 新潮文庫

603 クリスマス13の戦慄 ｱｼﾓﾌ他編（池央耿訳） 新潮社 1988.11 新潮文庫

604 クリスマス12のミステリー ｱｼﾓﾌ他編（池央耿訳） 新潮社 1985.10 新潮文庫

605 クリプト・マン ｹﾈｽ･ﾛｲｽ（関口幸男訳） ｻﾝｹｲ出版 1986.6 ｻﾝｹｲ文庫

606 クリプト・マン ｹﾈｽ･ﾛｲｽ（関口幸男訳） ｻﾝｹｲ出版 1986.6 ｻﾝｹｲ文庫

607 グリム童話集Ⅱ　白雪姫 ｸﾞﾘﾑ（植田敏郎訳） 新潮社 1955.1 新潮文庫

608 グリュンヴァルト家の財産　（上） ﾏｲｹﾙ･ｺﾙﾀﾞ（水上峰雄訳） 新潮社 1984.12 新潮文庫

609 グリュンヴァルト家の財産　（下） ﾏｲｹﾙ･ｺﾙﾀﾞ（水上峰雄訳） 新潮社 1984.12 新潮文庫

610 グリーンフィンガー
ｼﾞｭﾘｱﾝ･ﾗｽﾞﾎﾞｰﾝ（山本やよい
訳）

新潮社 1989.7 新潮文庫

611 クレオパトラ―消え失せし夢 ﾌﾞﾉﾜ･ﾒｼｬﾝ（両角良彦訳） みすず書房 1979.2

612 クレムリンの密書 ﾉｴﾙ･ﾍﾞｰﾝ（高橋泰邦訳） 早川書房 1966.8
おもしろさの返金保証のため後半
は封とじになっているが、開封さ
れている。

613 黒い黙示録 ｶｰﾙ･ｼﾞｬｺﾋﾞ（矢野浩三郎訳） 国書刊行会 1987.5

614 黒馬物語 ｱﾝﾅ･ｼｭｳｪﾙ（白石佑光訳） 新潮社 1960.7 新潮文庫

615 黒猫・黄金虫 ﾎﾟｵ（佐々木直次郎訳） 新潮社 1951.8 新潮文庫

616 黒の召喚者 ﾌﾞﾗｲｱﾝ･ﾗﾑﾚｲ（朝松健訳） 国書刊行会 1986.7

617 クロノス計画
ｳｨﾘｱﾑ･L･ﾃﾞｱﾝﾄﾞﾘｱ（真崎義博
訳）

早川書房 1986.6 ﾊﾔｶﾜ･ﾐｽﾃﾘ文庫

618 黒マントの女 ｱﾙﾍﾞﾙﾄ･ﾓﾗｳﾞｨｱ（千種堅訳） 集英社 1985.1

619 軍の反乱 ﾊﾝｽ･ｷﾙｽﾄ（松谷健二訳） 角川書店 1987.3 角川文庫

620 芸十夜
坂東三津五郎、武智鉄二（対
談）

駸々堂出版 1972.10

621 芸術とはなにか 福田恒存 新潮社 1959.3 新潮文庫

622 消されかけた男 ﾌﾘｰﾏﾝﾄﾙ（稲葉明雄訳） 新潮社 1979.4 新潮文庫 中扉

623 月光のドミナ 遠藤周作 東京創元社 1958.3

624 結婚 遠藤周作 講談社 1981.3 講談社文庫
講談社文庫出版部よりの41刷見本
送付状挟み込み。

625 結婚 遠藤周作 講談社 1981.3 講談社文庫
講談社文庫出版部よりの42刷見本
送付状挟み込み。

626 結婚 芹沢光治良 角川書店 1963.2 角川文庫 遠藤周作解説。

627 結婚・友情・幸福 ﾓﾛﾜ（河盛好蔵訳） 新潮社 1951.6 新潮文庫

628 決戦の時（上） 遠藤周作 講談社 1994.9 講談社文庫

629 決戦の時（下） 遠藤周作 講談社 1994.9 講談社文庫
講談社文庫出版部よりの4刷見本
送付状挟み込み。

630 決闘は血を見てやめる ｶﾄﾘｰﾇ･ｱﾙﾚｰ（鈴木豊訳） 東京創元社 1975.8 創元推理文庫

631 ゲーテとベートーヴェン ﾛﾏﾝ･ﾛｰﾗﾝ（新庄嘉章訳） 新潮社 1956.5 新潮文庫

632 元型との出会い―ユングとドイツ文学の深層 T･ｲﾝﾓｰｽ（尾崎賢治訳） 春秋社 1985.2

633 元首の謀叛 中村正軏 文芸春秋 1980.7

634 原色・自然の手帖　昆虫 波多江醇 講談社 1967.4 ﾌﾞﾙｰﾊﾞｯｸｽ

635 原水爆を考える 小川岩雄他
原水爆禁止長崎県
民会議

1975.8
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636 幻想と怪奇①―英米怪談集 早川書房編集部編 早川書房 1956.8
ﾊﾔｶﾜ ﾎﾟｹｯﾄ ﾐｽﾃﾘ
ﾌﾞｯｸｽ

p.80･92･132･142･164･172･196･
220･232･246にﾒﾓの挟み込みあ
り。

637 幻想と怪奇②―英米怪談集 早川書房編集部編 早川書房 1956.8
ﾊﾔｶﾜ ﾎﾟｹｯﾄ ﾐｽﾃﾘ
ﾌﾞｯｸｽ

目次･211・末尾
p.38･64･132にﾒﾓの挟み込みあ
り。

638 現代イギリス・ミステリ傑作集〔2〕
ｼﾞｮｰｼﾞ･ﾊｰﾃﾞｨﾝｸﾞ編（中村保男他

訳）
早川書房 1988.1

ﾊﾔｶﾜ ﾎﾟｹｯﾄ ﾐｽﾃﾘ
ﾌﾞｯｸｽ

639 現代イタリアの文学　第８巻　霧の螺旋 ﾐｹｰﾚ･ﾌﾟﾘｽｺ（大久保昭男訳） 早川書房 1970.3 「月報」8付。

640 現代カトリシズムの思想 稲垣良典 岩波書店 1971.3 岩波新書 200･202

641
現代真宗名講話全集19　親鸞をめぐる対話（吉岡
奎集）

吉岡奎 教育新潮社 1968.5
著者謹呈のしおり入り（著者ｻｲﾝ
あり）。

642 現代中国論 竹内好 河出書房 1954.6 河出文庫 表紙ｶﾊﾞｰ･152･154 「Shusaku　Endo」のｻｲﾝあり。

643 現代日本のユーモア文学３
吉行淳之介、丸谷才一、開高健
編

立風書房 1980.11
遠藤周作「初春夢の宝船」「扮装
する男」収録。

644 現代日本文学館１　森鴎外 小林秀雄編 文芸春秋 1967.12
「附録」付。文芸春秋謹呈のしお
り入り。

645 現代日本文学館２　二葉亭四迷・国木田独歩 小林秀雄編 文芸春秋 1968.12
「附録」付。文芸春秋謹呈のしお
り入り。

646 現代日本文学館４　夏目漱石Ⅰ 小林秀雄編 文芸春秋 1966.3 「附録」付。

647 現代日本文学館６　夏目漱石Ⅲ 小林秀雄編 文芸春秋 1967.10
「附録」付。文芸春秋謹呈のしお
り入り。

648 現代日本文学館７　田山花袋・岩野泡鳴 小林秀雄編 文芸春秋 1969.8
「附録」付。文芸春秋謹呈のしお
り入り。

649 現代日本文学館８　徳田秋声 小林秀雄編 文芸春秋 1969.7
「附録」付。文芸春秋謹呈のしお
り入り。

650 現代日本文学館10　島崎藤村Ⅰ 小林秀雄編 文芸春秋 1967.2
「附録」付。文芸春秋謹呈のしお
り入り。

651 現代日本文学館12　正宗白鳥 小林秀雄編 文芸春秋 1969.5 「附録」付。

652 現代日本文学館13　志賀直哉 小林秀雄編 文芸春秋 1966.11 「附録」付。

653 現代日本文学館15　有島武郎・里見弴 小林秀雄編 文芸春秋 1968.5
「附録」付。文芸春秋謹呈のしお
り入り。

654 現代日本文学館16　谷崎潤一郎Ⅰ 小林秀雄編 文芸春秋 1966.4
「附録」付。文芸春秋新社謹呈の
しおり入り。

655 現代日本文学館21　佐藤春夫・室生犀星 小林秀雄編 文芸春秋 1968.7
「附録」付。文芸春秋謹呈のしお
り入り。

656
現代日本文学館27　梶井基次郎・中島敦・坂口安
吾

小林秀雄編 文芸春秋 1968.11
「附録」付。文芸春秋謹呈のしお
り入り。

657 現代日本文学館29　井伏鱒二 小林秀雄編 文芸春秋 1967.11
「附録」付。文芸春秋謹呈のしお
り入り。

658 現代日本文学館30　堀辰雄・林芙美子 小林秀雄編 文芸春秋 1966.12
「附録」付。文芸春秋謹呈のしお
り入り。

659 現代日本文学館31　石川淳 小林秀雄編 文芸春秋 1969.1
「附録」付。文芸春秋謹呈のしお
り入り。

660 現代日本文学館34　舟橋聖一 小林秀雄編 文芸春秋 1967.6
「附録」付。文芸春秋謹呈のしお
り入り。

661 現代日本文学館36　太宰治 小林秀雄編 文芸春秋 1967.7 「附録」付。

662 現代日本文学館39　高見順・伊藤整 小林秀雄編 文芸春秋 1968.3
「附録」付。文芸春秋謹呈のしお
り入り。

663 現代日本文学館42　三島由紀夫 小林秀雄編 文芸春秋 1966.8
「附録」付。文芸春秋謹呈のしお
り入り。

664 現代の文学12　永井龍男集 永井龍男著　川端康成他編 河出書房新社 1966.9 「月報」41付。

665 現代文学の実験室⑥　吉行淳之介集 吉行淳之介 大光社 1969.3

666 現代用語の基礎知識 1972（拡大版） 自由国民社 1972.1

667 権力と栄光 ｸﾞﾚｱﾑ･ｸﾞﾘｰﾝ（本多顕彰訳） 新潮社 1959.3 新潮文庫

668 恋人ロッテ　上巻 ﾄーﾏｽ･ﾏﾝ（佐藤晃一訳） 新潮社 1954.1 新潮文庫

669 項羽と劉邦　上巻 司馬遼太郎 新潮社 1980.6

670 項羽と劉邦　中巻 司馬遼太郎 新潮社 1980.7
新潮社「乞御高評」のしおり入
り。

671 項羽と劉邦　下巻 司馬遼太郎 新潮社 1980.8

672 交換殺人 ﾌﾚﾄﾞﾘｯｸ･ﾌﾞﾗｳﾝ（小西宏訳） 東京創元社 1963.6 創元推理文庫

673 光厳院 西野妙子 国文社 1988.9 著者謹呈のしおり入り

674 講座異常心理学１　総論 大原健士郎、岡堂哲雄編 新曜社 1979.12

675 講座日本思想４　時間 相良亨、尾藤正英、秋山虔編 東京大学出版会 1984.3 「月報」5付。

676 講座日本風俗史　第七巻 林屋辰三郎他 雄山閣出版 1959.4 「月報」第8号付。

677 香辛料Ⅰ 山崎峯次郎 ｴｽﾋﾞｰ食品 1973.12 非売品。著者謹呈のしおり入り。

678 香辛料Ⅱ 山崎峯次郎 ｴｽﾋﾞｰ食品 1974.10 非売品。

679 香辛料Ⅲ 山崎峯次郎 ｴｽﾋﾞｰ食品 1976.7 非売品。

680 香辛料Ⅳ 山崎峯次郎 ｴｽﾋﾞｰ食品 1978.6 非売品。

681 構造主義
ｼﾞｬﾝ･ﾋﾟｱｼﾞｪ（滝沢武久、佐々
木明訳）

白水社 1970.4 文庫ｸｾｼﾞｭ

682 巷談・江戸から東京へ一　江戸性風俗夜話 樋口清之 河出書房新社 1988.12 河出文庫 159･172･174～176

683 巷談 本牧亭 安藤鶴夫 桃源社 1963.7 桃源社謹呈のしおり入り。

684 強盗プロフェッショナル
ﾄﾞﾅﾙﾄﾞ･E･ｳｴｽﾄﾚｰｸ（渡辺栄一郎
訳）

角川書店 1975.1 角川文庫

685 業の研究 舟橋一哉 法蔵館 1954.5

686 河野多恵子全集　第６巻 河野多恵子 新潮社 1995.4 新潮社謹呈のしおり入り。

687 幸福な王子 ﾜｲﾙﾄﾞ（西村孝次訳） 新潮社 1968.1 新潮文庫
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688 幸福な王子・夜鶯と薔薇 ﾜｲﾙﾄﾞ（西村孝次訳） 新潮社 1953.1 新潮文庫

689 幸福な結婚 ｱﾝﾄﾞﾚ･ﾓﾛｳ（河盛好蔵訳） 新潮社 1957.7 新潮文庫

690 弘法大師空海全集　第五巻　詩文篇一 弘法大師空海全集編輯委員会編 筑摩書房 1986.9 納品伝票・払込通知票挟み込み。

691 弘法大師空海全集　第八巻　研究篇 弘法大師空海全集編輯委員会編 筑摩書房 1985.9

692 弘法大師入定説話の研究 松本昭 六興出版 1982.1

693 荒野の絞首人 ﾙｰｽ･ﾚﾝﾃﾞﾙ（小泉喜美子訳） 角川書店 1985.8 角川文庫

694 荒野の絞首人 ﾙｰｽ･ﾚﾝﾃﾞﾙ（小泉喜美子訳） 角川書店 1985.8 角川文庫

695 孤雲去りて（上） 三好徹 講談社 1984.11 著者謹呈のしおり入り。

696 孤雲去りて（下） 三好徹 講談社 1984.11

697 五月革命'86 ｼﾞｬｯｸ･ｽﾃﾙﾝﾍﾞｰﾙ（田村源二訳） ｻﾝﾘｵ 1979.6 ｻﾝﾘｵSF文庫

698 故郷忘じがたく候 司馬遼太郎 文芸春秋 1968.10

699 故郷忘じがたく候 司馬遼太郎 文芸春秋 1968.10

700 国語大辞典 尚学図書編 小学館 1981.12 2496・2497・2499

701 獄中記 ｵｽｶｰ･ﾜｲﾙﾄﾞ（福田恒存訳） 新潮社 1954.3 新潮文庫

702 コクトオ詩集 ｺｸﾄｵ（堀口大学訳） 新潮社 1954.10 新潮文庫

703 告白録（改訳新版）　上巻 ﾙｿｰ（井上究一郎訳） 新潮社 1958.1 新潮文庫

704 告白録（改訳新版）　下巻 ﾙｿｰ（井上究一郎訳） 新潮社 1958.2 新潮文庫

705 コクーン
ﾃﾞｰｳﾞｨｯﾄﾞ･ｻﾊﾟｰｽﾃｨｰﾝ（岡部宏
之訳）

角川書店 1985.10 角川文庫

706 孤剣―用心棒日月抄 藤沢周平 新潮社 1984.9 新潮文庫

707 地上［ここ］より永遠［とわ］に〔1〕
ｼﾞｪｲﾑｽﾞ･ｼﾞｮｰﾝｽﾞ（新庄哲夫
訳）

角川書店 1987.5 角川文庫 角川書店謹呈のしおり入り。

708 心の航海図 遠藤周作 文芸春秋 1994.2

709 こころの処方箋 河合隼雄 新潮社 1992.1

710 こころの風景　戦国夜話 遠藤周作 小学館 1996.6

711 仔鹿物語　下巻 ﾛｳﾘﾝｸﾞｽﾞ（山屋三郎訳） 新潮社 1951.11 新潮文庫

712 古寺巡礼ひとり旅 臼井史朗 淡交社 1982.4 著者謹呈のしおり入り。

713 孤児マリイ ｵｰﾄﾞｩｰ（堀口大学訳） 新潮社 1953.3 新潮文庫

714 古川柳風俗事典 田辺貞之助 青蛙房 1962.7

715 古代ローマ船の航跡をたどれ（上） ｸﾗｲﾌﾞ･ｶｯｽﾗｰ（中山善之訳） 新潮社 1988.11 新潮文庫

716 古代ローマ船の航跡をたどれ（下） ｸﾗｲﾌﾞ･ｶｯｽﾗｰ（中山善之訳） 新潮社 1988.11 新潮文庫

717 国共合作 波多野善大 中央公論社 1973.8 中公新書

718 滑稽糞尿譚―ウィタ・フンニョアリス 安岡章太郎 文芸春秋 1995.2 文春文庫
遠藤周作「寝小便に泣く男」収
録。

719 滑稽糞尿譚―ウィタ・フンニョアリス 安岡章太郎 文芸春秋 1995.2 文春文庫
遠藤周作「寝小便に泣く男」収
録。

720 湖底トンネル爆発！
ﾄｰﾏｽ･N･ｽｺｰｼｱ、ﾌﾗﾝｸ・M･ﾛﾋﾞﾝｿﾝ
（山本光伸訳）

新潮社 1990.3 新潮文庫
書評担当者宛ての新潮文庫編集部
依頼文挟み込み。

721 古典逍遥・及辰園歌抄 山本健吉、佐藤佐太郎 短歌新聞社 1988.8

722 古典の森のプロムナード 篠塚純子 不識書院 1987.5 著者謹呈のしおり入り。

723 古典落語大系　第一巻 江国滋他編 三一書房 1969.3 「編集月報」付。

724 古典落語大系　第二巻 江国滋他編 三一書房 1969.5 「編集月報」付。

725 古典落語大系　第三巻 江国滋他編 三一書房 1969.6 「編集月報」付。

726 古典落語大系　第四巻 江国滋他編 三一書房 1969.8 「編集月報」付。

727 古典落語大系　第五巻 江国滋他編 三一書房 1969.10 「編集月報」付。

728 古典落語大系　第六巻 江国滋他編 三一書房 1969.11 「編集月報」付。

729 古典落語大系　第七巻 江国滋他編 三一書房 1970.1
「編集月報」、本シリーズ全8巻
の「人物・事項索引」付。

730 古典落語大系　第八巻　上方篇 江国滋他編 三一書房 1969.7 「編集月報」付。

731 古典を読む17　風姿花伝 馬場あき子 岩波書店 1984.11

732
古道―古代日本人がたどったかもしかみちをさぐ
る

藤森栄一 学生社 1966.9
挟み込み資料（別本の付録か。前
後欠）に遠藤周作「ﾃﾚｰｽﾞ旅行に
ついて」収録。

733 孤独な散歩者の夢想 ﾙｿｵ（青柳瑞穂訳） 新潮社 1951.4 新潮文庫

734
子どもの国からの贈りもの―かつおきんやと読む
児童文学の世界

かつおきんや 民衆社 1992.3
民衆社謹呈のしおり入り（添書あ
り）。

735 こどもの国の殺人者 D･ｶｰｷｰﾄ（水上峰雄訳） 新潮社 1982.5 新潮文庫

736 こどものミサ典書 R･ﾍﾞﾛｰ ｵﾘｴﾝｽ宗教研究所 1960.6

737 この町この味 風間完 光文社 1983.6

738 この世をば（上） 永井路子 新潮社 1984.3 著者謹呈のしおり入り。

739 この世をば（下） 永井路子 新潮社 1984.3

740 小林秀雄対話集 小林秀雄 講談社 1966.1

741 ごめんあそばせ 独断日本史 杉本苑子、永井路子 中央公論社 1985.11

742 狐狸庵閑話 遠藤周作 桃源社 1965.7

743 ゴーリキーパーク
ﾏｰﾃｨﾝ･ｸﾙｰｽﾞ･ｽﾐｽ（中野圭二
訳）

早川書房 1982.8

744 ゴルゴタの呪いの教会（上） ﾌﾗﾝｸ･ﾃﾞ･ﾌｪﾘｰﾀ（広瀬順弘訳） 角川書店 1986.5 角川文庫

745 ゴルゴタの呪いの教会（下） ﾌﾗﾝｸ･ﾃﾞ･ﾌｪﾘｰﾀ（広瀬順弘訳） 角川書店 1986.5 角川文庫

746 ゴルゴタの迷路 ｼﾞｮﾝ･ｶﾞｰﾄﾞﾅｰ（水上峰雄訳） 新潮社 1981.12 新潮文庫

747 コルシア書店の仲間たち 須賀敦子 文芸春秋 1992.4 文芸春秋謹呈のしおり入り。

748 コルシカ紀行 大岡昇平 中央公論社 1972.11 中公新書
著者・中央公論社謹呈のしおり入
り。

749 ゴールズワージー短篇集 ｺﾞｰﾙｽﾞﾜｰｼﾞｰ（増谷外世嗣訳） 新潮社 1956.10 新潮文庫

750 ゴールデンボーイ―恐怖の四季　春夏編 ｽﾃｨｰｳﾞﾝ･ｷﾝｸﾞ（浅倉久志訳） 新潮社 1988.3 新潮文庫

751 コールドウェル短篇集Ⅰ ｺｰﾙﾄﾞｳｪﾙ（龍口直太郎訳） 新潮社 1957.12 新潮文庫

752 コールドウェル短篇集Ⅱ ｺｰﾙﾄﾞｳｪﾙ（横尾定理訳） 新潮社 1959.6 新潮文庫
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753 コールド・エンディング（上） ｳｨﾘｱﾑ･ﾏｰﾃｨﾝ（山本光伸訳） 新潮社 1988.6 新潮文庫

754 コールド・エンディング（下） ｳｨﾘｱﾑ･ﾏｰﾃｨﾝ（山本光伸訳） 新潮社 1988.6 新潮文庫

755 殺し屋は東から来る ｺﾘﾝ･ｳｨﾙｺｯｸｽ（宮脇孝雄訳） 文芸春秋 1981.3 文春文庫

756 殺す人形 ﾙｰｽ･ﾚﾝﾃﾞﾙ（青木久恵訳） 早川書房 1985.12
ﾊﾔｶﾜ ﾎﾟｹｯﾄ ﾐｽﾃﾘ
ﾌﾞｯｸｽ

757 コンサイス仏和辞典（新版） 丸山順太郎、川本茂雄編 三省堂
1937.3（新版初
版1958.6）

1139

758 今昔東海道独案内 今井金吾 日本交通公社 1974.10

見返し･23～25･27～
31･33･36･40･48･50･
53～64･66･70･73･77･
81･84～･86･88･90･92
～95･98･100･106･
107･109･110･112～
114･116～119･123･
124･129･132･135･
138･142･149･157･
158･162･164･168･
172･179･180･183･
197･200･201･207･
208･211･216･221･
228･232･235･240･
248･253･268･269･
272･274～276･278

759 コンタクト（上）
ｶｰﾙ･ｾｰｶﾞﾝ（池央耿、高見浩
訳）

新潮社 1989.7 新潮文庫

760 コンドミニアム（上）
ｼﾞｮﾝ･D･ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞ（広瀬順弘
訳）

角川書店 1984.2 角川書店謹呈のしおり入り。

761 コンドミニアム（下）
ｼﾞｮﾝ･D･ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞ（広瀬順弘
訳）

角川書店 1984.2

762 婚約 ﾍﾙﾏﾝ･ﾍｯｾ（高橋健二訳） 新潮社 1959.9 新潮文庫

763 最後に笑った男（上） ﾌﾘｰﾏﾝﾄﾙ（東江一紀訳） 新潮社 1987.7 新潮文庫

764 最後に笑った男（下） ﾌﾘｰﾏﾝﾄﾙ（東江一紀訳） 新潮社 1987.7 新潮文庫

765 最後の暗殺 ﾃﾞﾆｽ･ｷﾙｺﾓﾝｽﾞ（飯島宏訳） 新潮社 1989.10 新潮文庫

766 最後の留学生―大戦下米国留学始末記 村田聖明 図書出版社 1981.6

767 最終楽章 ﾄﾑ･ﾄｰﾊﾟｰ（石田善彦訳） ｻﾝｹｲ出版 1986.7 ｻﾝｹｲ文庫

768 最終兵器Ｖ－３を追え
ｲﾌﾞ･ﾒﾙｷｵｰ（山本楡美子、郷原
宏訳）

角川書店 1988.2 角川文庫 角川書店謹呈のしおり入り。

769 斎藤茂吉歌集
山口茂吉、柴生田稔、佐藤佐太
郎編

岩波書店
1958.9（22刷改
版1978.9）

岩波文庫 44･45･47

770 詐欺師フェーリクス・クルルの告白 ﾄｰﾏｽ･ﾏﾝ（佐藤晃一訳） 新潮社 1951.8 新潮文庫

771 城塞［ザ・キープ］（上） F･ﾎﾟｰﾙ･ｳｨﾙｿﾝ（広瀬順弘訳） 角川書店 1984.7 角川文庫

772 城塞［ザ・キープ］（下） F･ﾎﾟｰﾙ･ｳｨﾙｿﾝ（広瀬順弘訳） 角川書店 1984.7 角川文庫

773
酒の本棚・酒の寓話―バッカスとミューズからの
贈りもの

ｺﾘﾝ･ｳｨﾙｿﾝ他（中村保男他訳）
ｻﾝﾄﾘｰ（TBSﾌﾞﾘﾀﾆｶ
発売）

1983.7 ｻﾝﾄﾘｰ博物館文庫
遠藤周作「飲みはじめた頃」収
録。

774 ザ・スイッチ ｴﾙﾓｱ･ﾚﾅｰﾄﾞ（沢万里子訳） ｻﾝｹｲ出版 1986.6 ｻﾝｹｲ文庫

775 ザ・スイッチ ｴﾙﾓｱ･ﾚﾅｰﾄﾞ（沢万里子訳） ｻﾝｹｲ出版 1986.6 ｻﾝｹｲ文庫

776 さすらいの甲子園 高橋三千綱 角川書店 1978.8 遠藤周作宛ての著者ｻｲﾝあり。

777 サタン―初期キリスト教の伝統 J･B･ﾗｯｾﾙ（野村美紀子訳） 教文館 1987.4

778 殺意 ﾋﾞﾙ･ﾌﾟﾛﾝｼﾞｰﾆ（高見浩訳） 新潮社 1980.2 新潮文庫

779 殺意 ﾋﾞﾙ･ﾌﾟﾛﾝｼﾞｰﾆ（高見浩訳） 新潮社 1980.2 新潮文庫

780 殺意 ﾋﾞﾙ･ﾌﾟﾛﾝｼﾞｰﾆ（高見浩訳） 新潮社 1980.2 新潮文庫

781 作家の仕事部屋
ｼﾞｬﾝ=ﾙｲ･ﾄﾞ･ﾗﾝﾋﾞｭｰﾙ編（岩崎力
訳）

中央公論社 1979.5
見返し･65･73･74･76･
78

782 作家の友情 河盛好蔵 新潮社 1984.6 新潮選書
著者謹呈のしおり入り（著者ｻｲﾝ
あり）。

783 殺人劇場（上） ｼﾞｮﾅｻﾝ・ｹﾗｰﾏﾝ（北村太郎訳） 新潮社 1989.8 新潮文庫

784 殺人劇場（下） ｼﾞｮﾅｻﾝ・ｹﾗｰﾏﾝ（北村太郎訳） 新潮社 1989.8 新潮文庫

785 殺人はバカンスに
ﾎﾞｱﾛｰ、ﾅﾙｽｼﾞｬｯｸ（荒川浩充
訳）

早川書房 1975.12
ﾊﾔｶﾜ ﾎﾟｹｯﾄ ﾐｽﾃﾘ
ﾌﾞｯｸｽ

786 薩摩藩英国留学生 犬塚孝明 中央公論社 1974.10 中公新書 37･40･41

787 殺戮［さつりく］のオデッセイ（上） ﾛﾊﾞｰﾄ･ﾗﾄﾞﾗﾑ（篠原慎訳） 角川書店 1986.12 角川文庫 角川書店謹呈のしおり入り。

788 殺戮のオデッセイ（中） ﾛﾊﾞｰﾄ･ﾗﾄﾞﾗﾑ（篠原慎訳） 角川書店 1986.12 角川文庫

789 殺戮のオデッセイ（下） ﾛﾊﾞｰﾄ･ﾗﾄﾞﾗﾑ（篠原慎訳） 角川書店 1987.1 角川文庫

790 茶道具の愉しみ―茶があるということ 池田瓢阿 主婦の友社 1985.6

791 茶道具の愉しみ―茶があるということ 池田瓢阿 主婦の友社 1985.6

792 茶道古典全集　第一巻 千宗室編 淡交社 1956.12

793 茶道古典全集　第二巻 千宗室編 淡交社 1956.12

794 茶道古典全集　第三巻 千宗室編 淡交社 1956.12

795 茶道古典全集　第四巻 千宗室編 淡交社 1956.12

796 茶道古典全集　第五巻 千宗室編 淡交社 1956.12

797 茶道古典全集　第六巻 千宗室編 淡交社 1956.12

798 茶道古典全集　第七巻 千宗室編 淡交社 1956.12

799 茶道古典全集　第八巻 千宗室編 淡交社 1956.12

800 茶道古典全集　第九巻 千宗室編 淡交社 1956.12

801 茶道古典全集　第十巻 千宗室編 淡交社 1956.12

802 茶道古典全集　第十一巻　補遺一 千宗室編 淡交社 1956.12

803 茶道古典全集　第十二巻　補遺二 千宗室編 淡交社 1956.12

804 茶道の歴史 桑田忠親 講談社 1979.11 講談社学術文庫
中扉･29･30･32･33･
37･48･50･155･168

805 茶道の歴史 桑田忠親 講談社 1979.11 講談社学術文庫
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806 佐藤泰正著作集11　初期評論二面 佐藤泰正 翰林書房 1995.3
「遠藤周作の｢堀辰雄論｣をめぐっ
て」収録。謹呈のしおり入り。

807 サド侯爵の手紙 渋沢龍彦 筑摩書房 1988.1 ちくま文庫

808 サド復活―自由と反抗思想の先駆者 渋沢龍彦 弘文堂 1959.9 遠藤周作宛ての著者ｻｲﾝ入り。

809 真田一族 小林計一郎 新人物往来社 1972.4

810
「坐」の文化論―日本人はなぜ坐りつづけてきた
のか

山折哲雄 講談社 1984.12 講談社学術文庫

811 座の文芸 蕪村連句 暉峻康隆注解 小学館 1978.10

812 淋しい場所 ｵｰｶﾞｽﾄ･ﾀﾞｰﾚｽ（森広雅子訳） 国書刊行会 1987.7

813 サムソン奪還指令 S･L･ﾄﾝﾌﾟｽﾝ（高見浩訳） 新潮社 1983.8 新潮文庫

814 醒めた炎―木戸孝允　上巻 村松剛 中央公論社 1987.7

815 醒めた炎―木戸孝允　下巻 村松剛 中央公論社 1987.8

816 さらばグロヴナー広場
ﾌﾗﾝｼｽ･ｸﾘﾌｫｰﾄﾞ（水野谷とおる
訳）

角川書店 1982.10

817 さらばゴライアス ｴﾘｵｯﾄ･ﾁｪｲｽﾞ（中森明訳） ｻﾝｹｲ新聞社 1986.7 ｻﾝｹｲ文庫

818 さらば、夏の光よ 遠藤周作 講談社 1982.8 講談社文庫
講談社文庫出版部よりの33刷見本
送付状挟み込み。

819 サラ・ベルナール―運命を誘惑するひとみ
ﾌﾗﾝｿﾜｰｽﾞ･ｻｶﾞﾝ（吉田加南子
訳）

河出書房新社 1989.5 訳者謹呈のしおり入り。

820 猿とエッセンス ｵﾙﾀﾞｽ･ﾊｯｸｽﾘｲ（中西秀男訳） ｻﾝﾘｵ 1979.1 ｻﾝﾘｵSF文庫

821 サルトルの晩年 西永良成 中央公論社 1988.3 中公新書

822 （続）猿の惑星 ﾏｲｸﾙ･ｱｳﾞｧﾛﾝ（小倉多加志訳） 早川書房 1970.8

823 サロメ・ウィンダミア夫人の扇 ﾜｲﾙﾄﾞ（西村孝次訳） 新潮社 1953.4 新潮文庫

824 サン・カルロの対決 A･J･ｸｨﾈﾙ（大熊栄訳） 新潮社 1986.10 新潮文庫

825 三色菫［さんしきすみれ］・溺死 ｼｭﾄﾙﾑ（高橋義孝訳） 新潮社 1957.2 新潮文庫 p.58に紙片挟み込み。

826 サンドラー迷路 ﾉｴﾙ･ﾊｲﾝﾄﾞ（中野圭二訳） 文芸春秋 1980.1 文芸春秋謹呈のしおり入り。

827 虐げられし人々　上巻 ﾄﾞｽﾄｴﾌｽｷｰ（米川正夫訳） 新潮社 1955.6 新潮文庫

828 虐げられし人々　下巻 ﾄﾞｽﾄｴﾌｽｷｰ（米川正夫訳） 新潮社 1955.7 新潮文庫

829 ジイドの日記　第一巻 ｱﾝﾄﾞﾚ･ｼﾞｲﾄﾞ（新庄嘉章訳） 新潮社 1954.8 新潮文庫

830 ジイドの日記　第一巻 ｱﾝﾄﾞﾚ･ｼﾞｲﾄﾞ（新庄嘉章訳） 新潮社 1954.8 新潮文庫

831 ジイドの日記　第二巻 ｱﾝﾄﾞﾚ･ｼﾞｲﾄﾞ（新庄嘉章訳） 新潮社 1954.12 新潮文庫

832 ジイドの日記　第四巻 ｱﾝﾄﾞﾚ･ｼﾞｲﾄﾞ（新庄嘉章訳） 新潮社 1956.1 新潮文庫

833 ジイドの日記　第五巻 ｱﾝﾄﾞﾚ･ｼﾞｲﾄﾞ（新庄嘉章訳） 新潮社 1959.8 新潮文庫

834 ジイドの日記　第六巻 ｱﾝﾄﾞﾚ･ｼﾞｲﾄﾞ（新庄嘉章訳） 新潮社 1959.8 新潮文庫

835 シー・ヴィクトリー号の脱出
ｼﾞｮﾝ･ｸﾗｲｳﾞ、ﾆｺﾗｽ･ﾍｯﾄﾞ（染田
屋茂訳）

新潮社 1987.6 新潮文庫

836 シェイクスピア全集13　マクベス ｼｪｲｸｽﾋﾟｱ（福田恒存訳） 新潮社 1961.11

837 シェイクスピア物語 ﾁｬｰﾙｽ･ﾗﾑ（松本恵子訳） 新潮社 1952.7 新潮文庫

838 死海のほとり 遠藤周作 新潮社 1973.6
「『死海のほとり』をめぐって」
（対談：遠藤周作・江藤淳）付。

839 死角 ﾋﾞﾙ･ﾌﾟﾛﾝｼﾞｰﾆ（高見浩訳） 新潮社 1981.9 新潮文庫

840 四季日本の旅14　九州 第一ｱｰﾄｾﾝﾀｰ編 集英社 1983.10

841 ジーキル博士とハイド氏 ｽﾃｨｰｳﾞﾝｽﾝ（佐々木直次郎訳） 新潮社 1950.11 新潮文庫

842 時空の支配者 R･ﾗｯｶｰ（黒丸尚訳） 新潮社 1987.4 新潮文庫

843 死刑囚の記録 加賀乙彦 中央公論社 1980.1 中公新書

844 事件の核心 ｸﾞﾚｱﾑ･ｸﾞﾘｰﾝ（伊東整訳） 新潮社 1959.10 新潮文庫

845 至高体験―自己実現のための心理学
ｺﾘﾝ･ｳｨﾙｿﾝ（由良君美、四方田
剛己訳）

河出書房新社 1979.11

846 地獄の歌　火の聖女 森英介 北洋社 1980.1

遠藤周作「『火の聖女』によせ
て」、井上洋治「詩人の魂にしる
された神の足跡」などを収録。北
洋社謹呈のしおり入り。

847 地獄の天井 ｳｫｰﾚﾝ･ﾏｰﾌｨ（平井ｲｻｸ訳） ｻﾝｹｲ出版 1986.6 ｻﾝｹｲ文庫

848 地獄の天井 ｳｫｰﾚﾝ･ﾏｰﾌｨ（平井ｲｻｸ訳） ｻﾝｹｲ出版 1986.6 ｻﾝｹｲ文庫

849 詩語集成―漢詩を自由に 川田瑞穂 松雲堂書店 1980.4（覆刻）
43～48･57～62･64～
69･89

裏見返しに「順子」のｻｲﾝあり。

850 死後生存の証拠
Z･ﾘｯﾁﾓﾝﾄﾞ、K･ﾘｯﾁﾓﾝﾄﾞ（笠原敏
雄訳）

技術出版 1990.6

851 自己成長の基礎知識３　東洋の心理学
R･ﾌﾚｲｼﾞｬｰ、J･ﾌｧﾃﾞｨﾏﾝ編著（吉
福伸逸監訳、星川淳訳）

春秋社 1989.4
春秋社「寄贈〈乞御高評〉」のし
おり入り。

852 自己治癒力―イメージのサイエンス ｼﾞｰﾝ･ｱｸﾀｰﾊﾞｰｸﾞ（井上哲彰訳） 日本教文社 1991.7

853 死後の生存の科学 笠原敏夫編著 叢文社 1984.3 287･293

854 死後の世界 ﾌﾗﾝｿﾜ･ｸﾞﾚｺﾞﾜｰﾙ（渡辺照宏訳） 白水社 1958.10 文庫ｸｾｼﾞｭ

855 死後の謎に挑む―死後の世界は存在するか 今村光一 日本文芸社 1983.10

856 醜女［しこめ］の日記 ｼｬﾙﾙ･ﾌﾟﾘﾆｴ（関義訳） 新潮社 1958.1 新潮文庫

857 シジフォスの神話 ｱﾙﾍﾞｴﾙ･ｶﾐｭ（矢内原伊作訳） 新潮社 1954.11 新潮文庫

858 死者の都会［まち］ ﾊｰﾊﾞｰﾄ･ﾘｰﾊﾞｰﾏﾝ（広瀬順弘訳） 角川書店 1979.6

859 静かなドン（一） ｼｮｰﾛﾎﾌ（原久一郎・卓也訳） 新潮社 1956.1 新潮文庫

860 静かなドン（四） ｼｮｰﾛﾎﾌ（原久一郎・卓也訳） 新潮社 1956.3 新潮文庫

861 静かなドン（五） ｼｮｰﾛﾎﾌ（原久一郎・卓也訳） 新潮社 1956.5 新潮文庫

862 静かなドン（六） ｼｮｰﾛﾎﾌ（原久一郎・卓也訳） 新潮社 1956.6 新潮文庫

863 静かなドン（七） ｼｮｰﾛﾎﾌ（原久一郎・卓也訳） 新潮社 1956.6 新潮文庫

864 沈める城 辻井喬 思潮社 1982.11 著者謹呈のしおり入り。

865 史跡の旅 吉田精一編 人物往来社 1965.2

866 自然現象と心の構造―非因果的連関の原理
C･G･ﾕﾝｸﾞ、W･ﾊﾟｳﾘ（河合隼雄、
村上陽一郎訳）

海鳴社 1976.1 見返し･25･30･127 「遠藤蔵書」印あり。
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867 失踪 ﾋﾞﾙ･ﾌﾟﾛﾝｼﾞｰﾆ（高見浩訳） 新潮社 1978.8 新潮文庫 奥付上部

868 嫉妬 ｱﾗﾝ・ﾛﾌﾞｸﾞﾘｴ（白井浩司訳） 新潮社 1959.6

7・10・12～17・22・
23・29・30・32・
34・36・38～40・
42・44～47・52・
53・56・63

869 嫉妬
ﾏﾄﾞﾚｰﾇ･ｼｬﾌﾟｻﾙ：ｲﾝﾀﾋﾞｭｱ（鈴木
晶訳）

ｻﾝﾘｵ 1984.9 ｻﾝﾘｵ文庫
23･25･27･40･41･66･
70･72

870 実録 後藤又兵衛 綿谷雪 中央公論社 1984.6 中公文庫
p.22に日本放送協会辻一三の名刺
あり。

871 指導と信徒 ｶﾛｯｻ（高橋義孝訳） 新潮社 1953.3 新潮文庫

872 詩と真実（抄） ｹﾞｰﾃ（高橋健二訳） 新潮社 1954.6 新潮文庫

873 死と復活―米国奴隷文学1701－1865 小池関夫 聖母の騎士社 1993.12

874 信濃考古学散歩 藤森栄一、桐原健 学生社 1968.8

875 死神伝説 半村良 祥伝社 1985.8 ﾉﾝ･ﾎﾟｼｪｯﾄ

876 死について考える 遠藤周作 光文社 1996.11 光文社文庫

877 死ぬときはひとりぼっち ﾚｲ･ﾌﾞﾗｯﾄﾞﾍﾞﾘ（小笠原豊樹訳） ｻﾝｹｲ出版 1986.6

878 死の家の記録　上巻 ﾄﾞｽﾄｴﾌｽｷｰ（米川正夫訳） 新潮社 1956.4 新潮文庫

879 死の家の記録　下巻 ﾄﾞｽﾄｴﾌｽｷｰ（米川正夫訳） 新潮社 1956.4 新潮文庫

880 死のカルテット ﾙｰｽ･ﾚﾝﾃﾞﾙ（小尾芙佐訳） 角川書店 1985.11 角川文庫

881 死のごとく強し ﾓｰﾊﾟｯｻﾝ（田辺貞之助訳） 新潮社 1953.6 新潮文庫

882 死の匂い ｶﾄﾘｰﾇ･ｱﾙﾚｰ（望月芳郎訳） 東京創元社 1963.10 創元推理文庫

883 死はいった、おそらく…
ﾎﾞｱﾛｰ、ﾅﾙｽｼﾞｬｯｸ（大友徳明
訳）

早川書房 1971.3
ﾊﾔｶﾜ ﾎﾟｹｯﾄ ﾐｽﾃﾘ
ﾌﾞｯｸｽ

884
柴田錬三郎選集10　柴錬三国志　英雄ここにあり
（上）

柴田錬三郎 集英社 1989.5 「月報」3付。

885
柴田錬三郎選集12　柴錬三国志　英雄生きるべき
か死すべきか（上）

柴田錬三郎 集英社 1989.7 「月報」5付。

886
柴田錬三郎選集13　柴錬三国志　英雄生きるべき
か死すべきか（下）

柴田錬三郎 集英社 1989.8 「月報」6付。

887 司馬遼太郎対談集　歴史を考える 司馬遼太郎他 文芸春秋 1973.10

888
自分をどう愛するか〈生き方編〉 自分づくり―
それぞれの“私”にある16の方法

遠藤周作 青春出版社 1984.1 ﾌﾟﾚｲﾌﾞｯｸｽ
青春出版社の「印刷報告書」挟み
込み。

889 脂肪の塊・テリエ館 ﾓｰﾊﾟｯｻﾝ（青柳瑞穂訳） 新潮社 1951.4 新潮文庫

890 島原の乱 助野健太郎 東出版 1967.5

見返し・290・308・
310・314・316～
319・332・336・
337・342・343・
250・358・362・
366・384・416～
418・422～424・
430・434・435・
438・446・448・451

帯に遠藤周作評あり。

891
下総国逆井城址（茨城県猿島町城址調査委員会報
告書）

猿島町城址調査委員会、日本城
郭史学会編

猿島町教育委員会 1983.1

892 シャーキーズ・マシーン ｳｨﾘｱﾑ･ﾃﾞｨｰﾙ（宮脇孝雄訳） 角川書店 1982.4 角川書店謹呈のしおり入り。

893 写真 中国の顔―文学者の見た新しい国
野間宏、亀井勝一郎、松岡洋
子、竹内実、開高健、大江健三
郎

社会思想研究会出
版部

1960.10 現代教養文庫 遠藤周作宛ての野間宏ｻｲﾝ入り。

894 写真・路―街道風物誌 大竹新助
社会思想研究会出
版部

1959.10 現代教養文庫 中扉

895 ジャッカルの日 ﾌﾚﾃﾞﾘｯｸ･ﾌｫｰｻｲｽ（篠原慎訳） 角川書店 1973.4

896 邪魔な役者は消えていく ｻｲﾓﾝ･ﾌﾞﾚｯﾄ（飯島宏訳） 角川書店 1981.2 角川文庫

897 ジャム詩集 ｼﾞｬﾑ（堀口大学訳） 新潮社 1951.7 新潮文庫 18･103

898 写楽 仮名［かめい］の悲劇 梅原猛 新潮社 1987.5 著者謹呈のしおり入り。

899 ジャン・クリストフ（二） ﾛﾏﾝ･ﾛｰﾗﾝ（新庄嘉章訳） 新潮社 1956.11 新潮文庫

900 ジャン・クリストフ（三） ﾛﾏﾝ･ﾛｰﾗﾝ（新庄嘉章訳） 新潮社 1957.4 新潮文庫

901 ジャン・クリストフ（四） ﾛﾏﾝ･ﾛｰﾗﾝ（新庄嘉章訳） 新潮社 1957.9 新潮文庫

902 ジャン・クリストフ（五） ﾛﾏﾝ･ﾛｰﾗﾝ（新庄嘉章訳） 新潮社 1958.8 新潮文庫

903 ジャン・クリストフ（六） ﾛﾏﾝ･ﾛｰﾗﾝ（新庄嘉章訳） 新潮社 1958.9 新潮文庫

904 ジャン・クリストフ（七） ﾛﾏﾝ･ﾛｰﾗﾝ（新庄嘉章訳） 新潮社 1959.1 新潮文庫

905 ジャン・クリストフ（八） ﾛﾏﾝ･ﾛｰﾗﾝ（新庄嘉章訳） 新潮社 1959.4 新潮文庫

906 ジャン・バロワ　上巻 ﾏﾙﾀﾝ･ﾃﾞｭ･ｶﾞｰﾙ（山内義雄訳） 新潮社 1958.1 新潮文庫

907 ジャン・バロワ　下巻 ﾏﾙﾀﾝ･ﾃﾞｭ･ｶﾞｰﾙ（山内義雄訳） 新潮社 1958.1 新潮文庫

908
朱印船時代の日本人―消えた東南アジア日本町の
謎

小倉貞男 中央公論社 1989.2 中公新書

909 十一月の男 ﾌﾘｰﾏﾝﾄﾙ（大熊栄訳） 新潮社 1985.10 新潮文庫

910 宗教以前 高取正男、橋本峰雄 日本放送出版協会 1968.7 NHKﾌﾞｯｸｽ

911 宗教と霊性 鎌田東二 角川書店 1995.9 角川選書 著者謹呈のしおり入り。

912 12のアップルパイ 筒井康隆編 集英社 1987.2 集英社文庫 遠藤周作「初春夢の宝船」収録。

913 十二夜 ｼｪｲｸｽﾋﾟｱ（菅泰男訳） 新潮社 1957.9 新潮文庫

914 収容所から出された男 ﾌﾘｰﾏﾝﾄﾙ（飯島宏訳） 新潮社 1987.1 新潮文庫

915 十六の墓標（上） 永田洋子 彩流社 1982.9
遠藤周作宛ての納品書（著者献
本）挟み込み。

916 修験道―山伏の歴史と思想 宮家準 教育社 1978 教育社歴史新書 表紙 「遠藤蔵書」印あり。

917 ジュスチーヌ―あるいは美徳の不幸 ﾏﾙｷ･ﾄﾞ･ｻﾄﾞ（渋沢龍彦訳） 富士見書房 1985.3 富士見ﾛﾏﾝ文庫

918 趣味研究 大江戸 江戸研究会編 成光館出版部 1913.10
目次･88･117･119･
264･319･320･322

919 俊英俳句選集⑨　雲秋思 楠本純子
四季出版（ｷﾞｬﾗﾘｰ
四季発売）

1987.11
著者ｻｲﾝ、著者謹呈のしおり入
り。
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920 巡回牧師 ｺｰﾙﾄﾞｳｪﾙ（龍口直太郎訳） 新潮社 1955.6 新潮文庫
ｶﾊﾞｰに松尾哲男による書込みあ
り。

921 純女学徒隊殉難の記録 純心女子学園編 純心女子学園 1961.7

922 巡歴 中山道 中西慶爾 木耳社 1976.4

923 詳解イミタチオ・クリスチ（中） 浦川和三郎訳 長崎公教神学校 1940.5 中扉
ﾏﾘｱとｷﾘｽﾄのｶｰﾄﾞ挟み込み（裏面
に書込みあり）。

924 城塞　上巻 司馬遼太郎 新潮社 1971.8

925 城塞（上） 司馬遼太郎 新潮社 1976.12 新潮文庫

926 城塞（中） 司馬遼太郎 新潮社 1976.12 新潮文庫

927 城塞（下） 司馬遼太郎 新潮社 1976.12 新潮文庫

928 詳説江戸名所記 今井金吾 社会思想社 1969.11
p.44･50･102に付箋（書込みあ
り）挟み込み。

929 小説のたくらみ、知の楽しみ 大江健三郎 新潮社 1985.4 遠藤周作宛ての著者ｻｲﾝ入り。

930 小説 琵琶湖疎水 松本章男 京都書院 1990.2 京都ﾌﾞｯｸｽ

931 聖徳太子（東洋美術選書） 上原和 三彩社 1969.11
「月報」1付。遠藤周作宛ての著
者ｻｲﾝ入り。

932 聖徳太子―再建法隆寺の謎 上原和 講談社 1987.3 講談社学術文庫

933 少年時代 ﾄﾙｽﾄｲ（原久一郎訳） 新潮社 1952.8 新潮文庫 末尾

934 商売往来風俗誌（江戸風俗資料　第９巻） 小野武雄編著 展望社 1975.7

935 情婦ごろし 他三篇 ｼｭﾆｯﾂﾗｰ（山本有三訳） 新潮社 1953.7 新潮文庫

936 昭和の宰相　第３巻　東条英機と軍部独裁 戸川猪佐武 講談社 1982.3
ｐ.149･155･159･160･166･190･242
に付箋の貼付あり。

937 昭和文学全集13　パリに死す・サムライの末裔他 芹沢光治良 角川書店 1963.10
遠藤周作「解説」収録。「芹沢光
治良ｱﾙﾊﾞﾑ」付。

938 昭和文学の可能性 平野謙 岩波書店 1972.4 岩波新書

939 女王陛下の００７号 ｲｧﾝ･ﾌﾚﾐﾝｸﾞ（井上一夫訳） 早川書房 不明
ﾊﾔｶﾜ ﾎﾟｹｯﾄ ﾐｽﾃﾘ
ﾌﾞｯｸｽ

940
女王メアリ・スチュアート―美貌の悲劇・エリザ
ベスの陰謀

桐生操 新書館 1982.7

941 書簡集
ﾎﾗｰﾃｨｳｽ（田中秀央、村上至孝
訳）

生活社 1943.6

942 書記長のクーデター計画 S･R･ﾋﾟﾁｪﾆｯｸ（東江一紀訳） 新潮社 1986.3 新潮文庫

943 食前食後 池田弥三郎 旺文社 1982.1 旺文社文庫

944 処女地　上巻 ﾂﾙｹﾞｰﾈﾌ（米川正夫訳） 新潮社 1956.5 新潮文庫

945 処女地　下巻 ﾂﾙｹﾞｰﾈﾌ（米川正夫訳） 新潮社 1956.5 新潮文庫

946 女性情報部員ダビナ ｲｰｳﾞﾘﾝ･ｱﾝｿﾆｰ（食野雅子訳） 新潮社 1990.2 新潮文庫
書評担当者宛ての新潮社編集部依
頼文挟み込み。

947
女性のためのヨガ　驚くべき健康法―すがすがし
く、楽しく、美しく

広池秋子 青春出版社 1975.12 ﾌﾟﾚｲﾌﾞｯｸｽ 125･141

948 初代中村吉右衛門 小島政二郎 講談社 1982.12

949 署長は最後に狙われる ｺﾘﾝ･ｳｨﾙｺｯｸｽ（宮脇孝雄訳） 文芸春秋 1981.6 文春文庫 「遠藤蔵書」印あり。

950 女帝エカテリーナ ｱﾝﾘ･ﾄﾛﾜｲﾔ（工藤庸子訳） 中央公論社 1980.11

951 ショパン ｺﾙﾄｵ（河上徹太郎訳） 新潮社 1952.9 新潮文庫

952 尻啖［くら］え孫市 司馬遼太郎 角川書店 1969.12 角川文庫

953 史料 京都見聞記　第一巻　紀行Ⅰ 駒敏郎、村井康彦、森谷尅久編 法蔵館 1991.9

954 史料 京都見聞記　第二巻　紀行Ⅱ 駒敏郎、村井康彦、森谷尅久編 法蔵館 1991.11

955 史料 京都見聞記　第三巻　紀行Ⅲ 駒敏郎、村井康彦、森谷尅久編 法蔵館 1991.11

956 史料 京都見聞記　第四巻　見聞雑記Ⅰ 駒敏郎、村井康彦、森谷尅久編 法蔵館 1992.3

957 史料 京都見聞記　第五巻　見聞雑記Ⅱ 駒敏郎、村井康彦、森谷尅久編 法蔵館 1992.3

958 白い影の脅迫者　上 J･M･ｼﾞﾝﾒﾙ（大崎隆彦訳） 中央公論社 1984.10 目次

959 白い壁の越境者 J･M･ｼﾞﾝﾒﾙ（中西和雄訳） 祥伝社 1982.4

960 蜃気楼を見たスパイ ﾁｬｰﾙｽﾞ･ﾏｯｷｬﾘｰ（朝河伸英訳） 文芸春秋 1984.5 文春文庫

961 シンクロニシティ F・D・ﾋﾟｰﾄ（管啓次郎訳） 朝日出版社 1989.7

見返し・中扉裏・目
次・26・29・52・
55・60・62・64・
68・86・89・129・
130・132・133・135
～137

962 神西［じんざい］清全集　第一巻 神西清著　川端康成他編 文治堂書店 1964.2 「附録」付。

963 神西清全集　第二巻 神西清著　川端康成他編 文治堂書店 1962.6
「附録」付。遠藤周作宛ての神西
百合子のｻｲﾝ入り。

964 神西清全集　第四巻 神西清著　川端康成他編 文治堂書店 不明 「附録」付。

965 新史 太閤記　前編 司馬遼太郎 新潮社 1968.3

966 新史 太閤記　後編 司馬遼太郎 新潮社 1968.3

967 新史 太閤記（下） 司馬遼太郎 新潮社 1973.5 新潮文庫 53

968 新車の中の女
ｾﾊﾞｽﾁｱﾝ･ｼﾞｬﾌﾟﾘｿﾞ（望月芳郎
訳）

東京創元社 1968.10 C･BOOKS

969 真珠湾メモリアル―現場で見た日本軍の第一撃 徳岡孝夫 中央公論社 1982.8 著者謹呈のしおり入り。

970 新書日本史③　中世の開幕 林屋辰三郎 講談社 1976.4 講談社現代新書

971 壬申の乱（日本歴史新書） 亀田隆之 至文堂 1961.1
子ども（遠藤竜之介）の絵画（ﾊﾟ
ﾊﾟへの見舞）挟み込み。

972 「新聖書」発行作戦 ｳｫｰﾚｽ（宇野利泰訳） 新潮社 1981.2 新潮文庫

973 人生の同伴者 遠藤周作 新潮社 1995.4 新潮文庫
広石廉二編「遠藤周作年譜」あ
り。

974 人生の隣 安岡章太郎 講談社 1975.8
遠藤周作宛ての著者ｻｲﾝ入り。
「幽霊の国籍―遠藤周作」収録。

975 新選組血風録 司馬遼太郎 角川書店 1969.8 角川文庫
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976 新選現代日本文学全集32　戦後小説集（一） 由起しげ子他 筑摩書房 1960.9 「付録」34付。

977 新選現代日本文学全集33　戦後小説集（二） 庄野潤三他 筑摩書房 1960.11
「付録」37付。遠藤周作「白い
人」「ﾊﾟﾛﾃﾞｨ」収録。

978 神像彫刻の研究 岡直己 角川書店 1966.3

979 「新大乗」の旗のもとに 秋月龍珉 東方出版 1988.7
著者謹呈のしおり入り（著者ｻｲﾝ
あり）。

980 死んだ男・てんたう虫 ﾛｰﾚﾝｽ（福田恒存訳） 新潮社 1957.8 新潮文庫

981 信長公記（上） 太田牛一（榊山潤訳） 教育社 1980.5 教育社新書

中扉・目次・46・
52・54・60・62・
63・65・67～73・
75・82～84・96・
100・102・118・
125・126・128・
129・134・139・
164・166・186・
219・229・236～
238・末尾

982 信長公記（下） 太田牛一（榊山潤訳） 教育社 1980.5 教育社新書

表紙裏・中扉・目
次・20・21・60・
61・70・71・78・
79・84・88・89・
96・98～100・110・
116・118・123・
124・135・139・
143・144・148・
150・161・162・
165・168・171～
173・175・179・
185・201・203～
205・208・210・
214・220・223・
224・228・232・
234・240・242・
248・272・273・
276・285・293

中央公論社謹呈のしおり入り。

983 新潮世界文学22　モーパッサン ﾓｰﾊﾟｯｻﾝ（青柳瑞穂他訳） 新潮社 1969.12 「月報」23付。

984 新潮世界文学30　モームⅠ ﾓｰﾑ（中野好夫訳） 新潮社 1968.6 731･739
「月報」5付。「20世紀英米文学
案内」23挟み込み。函は「新潮世
界文学31　ﾓｰﾑⅡ」のもの。

985 神道の成立 高取正男 平凡社 1979.4 平凡社選書 36･40･176･177

986 新長崎年表　上
満井録郎、土井進一郎著　嘉村
国男編

長崎文献社 1974.5

987 新長崎年表　下 嘉村国男編著 長崎文献社 1976.6
152･163･164･172～
174

988 新日本文学全集９　遠藤周作・小島信夫集 遠藤周作、小島信夫 集英社 1964.3

「月報」26（G・ﾈﾗﾝ「｢おﾊﾞｶさ
ん｣の言い分」、三浦朱門「遠藤
狐狸庵先生のこと」収録）付。集
英社謹呈のしおり入り。

989 神秘学オデッセイ―精神史の解読 高橋巌、荒俣宏 平河出版社 1982.12 15･21･32･52･67

990 人物 中国の歴史４　長城とシルクロードと 司馬遼太郎編 集英社 1981.5

991 神武東遷 安本美典 中央公論社 1968.11 中公新書

992 新約全書 1877
甲22･23･乙14･丙23･
24･己1

993 親鸞研究ノート 笠原一男 図書新聞社 1965.9

994 心理療法序説 河合隼雄 岩波書店 1992.2
p.198に遠藤周作宛ての三越はが
き挟み込み。

995 心理療法論 C･G･ﾕﾝｸﾞ（林道義編訳） みすず書房 1989.2

996 人類の知的遺産64　ガンディー 森本達雄 講談社 1981.10 「月報」42号付。

997 親和文庫　第九号　長崎街道 永島正一 新和銀行 1973.7

998 親和文庫　第十号　ふるさと歴史散歩　佐世保 本田三郎 親和銀行 1973.9

999 親和文庫　第十一号　平戸の伝説と逸話 志自岐惣四郎 新和銀行済美会 1954.3

1000 親和文庫　第十二号　続 長崎街道 永島正一 新和銀行済美会 1976.10

1001 スイス四季暦　春・夏 松永尚三 東京書籍 1994.7

1002 随想録（一） ﾓﾝﾃｰﾆｭ（関根秀雄訳） 新潮社 1954.6 新潮文庫

1003 随想録（二） ﾓﾝﾃｰﾆｭ（関根秀雄訳） 新潮社 1954.8 新潮文庫

1004 随想録（三） ﾓﾝﾃｰﾆｭ（関根秀雄訳） 新潮社 1954.9 新潮文庫

1005 随想録（五） ﾓﾝﾃｰﾆｭ（関根秀雄訳） 新潮社 1954.10 新潮文庫

1006 随想録（六） ﾓﾝﾃｰﾆｭ（関根秀雄訳） 新潮社 1957.2 新潮文庫

1007 随筆 江戸の噂 三田村鳶魚 春陽堂 1926.3

34･282･451･452･455
～460･464･465･467･
480･483～487･504･
506～508･513～515･
517～519･523～532･
534

1008 随筆百花苑　第一巻　伝記日記篇一 森銑三他編 中央公論社 1980.7 「付録」第4号付。

1009 随筆百花苑　第二巻　伝記日記篇二 森銑三他編 中央公論社 1980.9 「付録」第5号付。

1010 随筆百花苑　第三巻　伝記日記篇三 森銑三他編 中央公論社 1980.2 「付録」第2号付。

1011 随筆百花苑　第四巻　伝記日記篇四 森銑三他編 中央公論社 1981.4 「付録」第8号付。

1012 随筆百花苑　第五巻　学芸篇 森銑三他編 中央公論社 1982.4 「付録」第11号付。

1013 随筆百花苑　第六巻　随想篇 森銑三他編 中央公論社 1983.6 「付録」第13号付。

1014 随筆百花苑　第七巻　風俗世相篇一 森銑三他編 中央公論社 1980.5 「付録」第3号付。

1015 随筆百花苑　第八巻　風俗世相篇二 森銑三他編 中央公論社 1980.11 「付録」第6号付。

1016 随筆百花苑　第九巻　風俗世相篇三 森銑三他編 中央公論社 1981.1 「付録」第7号付。

1017 随筆百花苑　第十巻　風俗世相篇四 森銑三他編 中央公論社 1984.10 「付録」第15号付。

1018 随筆百花苑　第十一巻　風俗世相篇五 森銑三他編 中央公論社 1982.8 「付録」第12号付。
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1019 随筆百花苑　第十一巻（訂正版）　風俗世相篇五 森銑三他編 中央公論社 1983.1
「付録」第12号付。十一巻訂正版
送付の「お詫び」挟み込み。

1020 随筆百花苑　第十二巻　花街篇 森銑三他編 中央公論社 1984.2 「付録」第14号付。

1021 随筆百花苑　第十三巻　地誌篇一 森銑三他編 中央公論社 1979.11 「付録」第1号付。

1022 随筆百花苑　第十四巻　地誌篇二 森銑三他編 中央公論社 1981.10 「付録」第10号付。

1023 随筆百花苑　第十五巻　地方篇 森銑三他編 中央公論社 1981.6 「付録」第9号付。

1024 水夫帰る ｶﾞｰﾈｯﾄ（滝沢敏雄訳） 新潮社 1957.3 新潮文庫

1025 スカイジャック ﾄﾆｰ・ｹﾝﾘｯｸ（上田公子訳） 角川書店 1974.9 角川文庫

1026 素顔のダイアナ妃
ﾏﾘｰ=ﾋﾟｴｰﾙ･ｶﾙﾃｨｴ、ｲｳﾞｫﾝﾇ･ｳｨﾀ
ｶｰ（浅野和子訳）

新潮社 1990.3 新潮文庫
新潮社「乞御高評」のしおり、新
潮文庫編集部より書評担当者宛て
の依頼文挟み込み。

1027 スクループルズ（上） ｼﾞｭﾃﾞｨｽ･ｸﾗﾝﾂ（小沢瑞穂訳） 新潮社 1988.3 新潮文庫

1028 図説 日本庶民生活史１　原始－奈良 奈良本辰也他編 河出書房新社 1961.6

1029 図説 日本庶民生活史２　平安－鎌倉 奈良本辰也他編 河出書房新社 1961.9

1030 図説 日本庶民生活史３　南北朝－室町 奈良本辰也他編 河出書房新社 1961.11 163

1031 図説 日本庶民生活史４　安土桃山－江戸前期 奈良本辰也他編 河出書房新社 1962.1

1032 スタインベック短篇集 ｽﾀｲﾝﾍﾞｯｸ（大久保康雄訳） 新潮社 1954.8 新潮文庫

1033 スターシップ―宇宙ＳＦコレクション②
R・ﾌﾞﾗｯﾄﾞﾍﾞﾘ他（伊藤典夫、浅
倉久志編）

新潮社 1985.12 新潮文庫

1034 スターバック号を奪回せよ ｸﾗｲﾌﾞ･ｶｯｽﾗｰ（中山善之訳） 新潮社 1985.11 新潮文庫

1035 スターファイター ﾌｫｽﾀｰ（小川多加志） 新潮社 1985.3 新潮文庫

1036 スタリオン・ゲート
ﾏｰﾃｨﾝ･ｸﾙｰｽﾞ･ｽﾐｽ（水野谷とお
る訳）

角川書店 1987.7

1037 スターリン後のソ連―指導者と政策 W･ﾚｵﾝﾊﾙﾄ（加藤雅彦訳） ｻｲﾏﾙ出版会 1969 『ソ連の指導者と政策』改題。

1038 スタンド・バイ・ミー―恐怖の四季 秋冬編 ｽﾃｨｰｳﾞﾝ･ｷﾝｸﾞ（山田順子訳） 新潮社 1987.3 新潮文庫

1039 スナップ・ショット A･J･ｸｨﾈﾙ（大熊栄訳） 新潮社 1984.6 新潮文庫

1040 スナップ・ショット A･J･ｸｨﾈﾙ（大熊栄訳） 新潮社 1984.6 新潮文庫

1041 スナップ・ショット A･J･ｸｨﾈﾙ（大熊栄訳） 新潮社 1984.6 新潮文庫

1042 砂の本（現代の世界文学） ﾎﾙﾍ･ﾙｲｽ･ﾎﾞﾙﾍｽ（篠田一士訳） 集英社 1980.12 口絵

1043 スパイ！ ﾃﾞｨｰｺﾝ、ｳｪｽﾄ（水木光訳） 早川書房 1984.7 ﾊﾔｶﾜ文庫

1044 スパイク［上］
ｱﾙﾉｰ･ﾄﾞ･ﾎﾞﾙｼｭｸﾞﾗｰｳﾞ、ﾛﾊﾞｰﾄ･ﾓ
ｽ（村上博基訳）

早川書房 1983.2 ﾊﾔｶﾜ文庫 表紙裏

1045 スパイク［下］
ｱﾙﾉｰ･ﾄﾞ･ﾎﾞﾙｼｭｸﾞﾗｰｳﾞ、ﾛﾊﾞｰﾄ･ﾓ
ｽ（村上博基訳）

早川書房 1983.2 ﾊﾔｶﾜ文庫

1046 スパイたちの聖餐［せいさん］ ﾋﾞﾙ･ｸﾞﾚﾝｼﾞｬｰ（井口恵之訳） 文芸春秋 1982.11 文春文庫 中扉

1047 スパイだったスパイ小説家たち ｱﾝｿﾆｰ･ﾏｽﾀｰｽﾞ（永井淳訳） 新潮社 1990.3 新潮選書

1048 スパイの家系（上） ｼﾞｮﾝ･ｶﾞｰﾄﾞﾅｰ（水上峰雄訳） 新潮社 1987.10 新潮文庫

1049 スパイの家系（下） ｼﾞｮﾝ･ｶﾞｰﾄﾞﾅｰ（水上峰雄訳） 新潮社 1987.10 新潮文庫

1050 スパイは黄昏に帰る ﾏｲｹﾙ･ﾊｰﾄﾗﾝﾄﾞ（田村義雄訳） 早川書房 1985.1 ﾊﾔｶﾜ文庫

1051 スパイよ さらば ｼﾞｬｯｸ･ｳｨﾝﾁｪｽﾀｰ（池央耿訳） 文芸春秋 1982.7 文春文庫 末尾

1052
スーパーウーマンシンドローム―仕事を持つ女性
にとって「ほんとうの幸せ」とは

ﾏｰｼﾞｮﾘｰ･H･ｼｪｲｳﾞｨｯﾂ（谷川素
子、麻生純子訳）

光文社 1987.8 光文社謹呈のしおり入り。

1053 スピルバーグのアメージング・ストーリー２ ｽﾃｨｰｳﾞﾝ･ﾊﾞｳｱｰ（高橋良平訳） 新潮社 1987.5 新潮文庫
新潮社「乞御高評」のしおり入
り。

1054 スポック博士　親ってなんだろう ﾍﾞﾝｼﾞｬﾐﾝ･ｽﾎﾟｯｸ（中村妙子訳） 新潮社 1990.4 新潮文庫

1055 スリーパーにシグナルを送れ R･ﾘﾃﾙ（北村太郎訳） 新潮社 1988.1 新潮文庫

1056 世阿弥 北川忠彦 中央公論社 1972.7 中公新書 27･28･31･38･39

1057 世阿弥―［まなざし］の超克 高野敏夫 河出書房新社 1986.1
見返し･71･74･75･77･
85･90･154･156･157･
165･166･173

1058 世阿弥 堂本正樹
劇書房発行　構想
社発売

1986.4

1059 世阿弥 花の哲学 成川武夫 玉川大学出版部 1980.8

見返し･49･79･101･
110･124･125･136･
137･139～141･143～
145･153～155･159～
162･166･170

1060 世阿弥を歩く 白洲正子、権藤芳一 駸々堂出版 1978.2 ﾕﾆｺﾝｶﾗｰ双書

1061 聖アンゼルムの暗殺者 ｳｨﾘｱﾑ･F･ﾊﾞｯｸﾘｰ（飯島宏訳） 角川書店 1985.3 角川書店謹呈のしおり入り。

1062 西欧との対決―漱石から三島、遠藤まで 村松剛 新潮社 1994.2
「遠藤周作―ﾋﾟｴﾀについて」収
録。

1063 世紀末の美神たち 高階秀爾 集英社 1989.4 著者謹呈のしおり入り。

1064 聖者に救いあれ
ﾄﾞﾅﾙﾄﾞ･E･ｳｴｽﾄﾚｰｸ（小林宏明
訳）

角川書店 1982.3 角川文庫 角川書店謹呈のしおり入り。

1065 聖ジャンヌ=ダルク 大谷暢順 河出書房新社 1986.12

1066 青春 ｺﾝﾗｯﾄﾞ（田中西二郎訳） 新潮社 1951.7 新潮文庫

1067 青春の夢と遊び（シリーズ生きる） 河合隼雄 岩波書店 1994.10 著者謹呈のしおり入り。

1068 青春は美わし ﾍﾙﾏﾝ･ﾍｯｾ（高橋健二訳） 新潮社 1954.10 新潮文庫

1069 聖書アラビア起源説
ｶﾏｰﾙ･ｻﾘｰﾋﾞｰ（広河隆一、矢島
三枝子訳）

草思社 1988.12

1070 聖書のなかの女性たち 遠藤周作 講談社 1972.11 講談社文庫 遠藤周作年譜あり。

1071 聖書のなかの女性たち 遠藤周作 講談社 1972.11 講談社文庫 遠藤周作年譜あり。

1072 精神分析入門（上） ﾌﾛｲﾄ（豊川昇訳） 新潮社 1956.6 新潮文庫

1073 精神分析入門（下） ﾌﾛｲﾄ（豊川昇訳） 新潮社 1956.6 新潮文庫

1074 精神療法 ｷﾞｰ･ﾊﾟﾙﾏｰﾄﾞ（三浦岱栄訳） 白水社 1952.11

1075 清張ミステリーの本質 安間隆次 光文社 1984.12 光文社謹呈のしおり入り。
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1076 生と死の支配者 C･ﾂｯｸﾏｲﾔｰ（毛利孝一訳） 金剛出版 1980.10
遠藤周作宛ての訳者ｻｲﾝ入り。
「遠藤蔵書」印あり。

1077 生と死の接点 河合隼雄 岩波書店 1989.4

1078 青年時代 ﾄﾙｽﾄｲ（原久一郎訳） 新潮社 1952.6 新潮文庫

1079 政変 毎日新聞政治部 角川書店 1986.11 角川文庫

1080 誓約（下） ﾈﾙｿﾝ･ﾃﾞﾐﾙ（永井淳訳） 文芸春秋 1989.3

1081 世界恐怖小説全集２　幽霊島 A･ﾌﾞﾗｯｸｳｯﾄﾞ（平井呈一訳） 東京創元社 1958.8
p.90･160･176･200･258に付箋挟み
込み。

1082 世界恐怖小説全集３　怪奇クラブ ｱｰｻ･ﾏｯｹﾝ（平井呈一訳） 東京創元社 1959.2

1083 世界恐怖小説全集４　消えた心臓
M･R･ｼﾞｪｲﾑｽ（平井呈一、大西尹
明訳）

東京創元社 不明

1084 世界恐怖小説全集５　怪物 A･ﾋﾞｱｰｽ（大西尹明訳） 東京創元社 1958.12

1085 世界恐怖小説全集６　黒魔団 ﾃﾞﾆｽ･ﾎｲｰﾄﾘ（平井呈一訳） 東京創元社 1959.6

1086 世界恐怖小説全集７　こびとの呪
ｴﾄﾞﾜｰﾄﾞ･L･ﾎﾜｲﾄ（橋本福夫、中
村熊三訳）

東京創元社 不明

1087 世界恐怖小説全集８　死者の誘い W･ﾃﾞ･ﾗ･ﾒｱ（田中西二郎訳） 東京創元社 1958.11 319･321 「月報」第3付。

1088 世界恐怖小説全集11　蜘蛛 H･H･ｴｰﾍﾞﾙｽ（植田敏郎訳） 東京創元社 1959.4 p.44･70･172に付箋挟み込み。

1089 世界古典文学全集12　アリストパネス 高津春繁編 筑摩書房 1964.5
「月報」3（遠藤周作「喜劇とし
ての｢女の平和｣」収録）付。

1090 世界推理名作全集１　ポー、ドイル 丸谷才一、田中西二郎訳 中央公論社 1961.12 「月報」10付。

1091 世界推理名作全集２　ルルー、ルブラン 宮崎嶺雄、曽根元吉訳 中央公論社 1961.6

1092 世界推理名作全集３　クロフツ、フリーマン 大久保康雄訳 中央公論社 1961.1

1093
世界推理名作全集４　フィルポッツ、チェスター
トン

宇野利泰、田中西二郎訳 中央公論社 1961.3

1094 世界推理名作全集５　ベントリー、シムノン 大久保康雄、三好格訳 中央公論社 1960.9 「月報」3付。

1095 世界推理名作全集６　カー、クリスティー 河野一郎、中村能三訳 中央公論社 1960.8 「月報」2付。

1096 世界推理名作全集７　ヴァン・ダイン、ミルン 宇野利泰訳 中央公論社 1960.11 函は全集8のもの。

1097 世界推理名作全集９　クイーン 宇野利泰、大久保康雄訳 中央公論社 1960.7

1098 世界推理名作全集10　ハメット、ガードナー 河野一郎、田中西二郎訳 中央公論社 1960.10 「月報」4付。

1099 世界大ロマン全集29　第二の顔 ﾏﾙｾﾙ･ｴｰﾒ（生田耕作訳） 東京創元社 1957.10
「大ﾛﾏﾝ　月報」9付。東京創元社
謹呈のしおり入り。

1100 世界探検紀行全集３　マジェラン航海記 ﾂｳﾞｧｲｸ（川崎芳隆訳） 河出書房 1954.6
22･24･134～136･179･
189･210･262･263･
326･342

1101 世界と西欧 A･J･ﾄｲﾝﾋﾞｰ（吉田健一訳）
社会思想研究会出
版部

1959.8 現代教養文庫

1102 世界と人間―思うままに 梅原猛 文芸春秋 1994.6 著者謹呈のしおり入り。

1103 世界と人間―思うままに 梅原猛 文芸春秋 1994.6 文芸春秋謹呈のしおり入り。

1104 世界の推理小説 総解説 中島河太郎、権田万治監修 自由国民社 1982.9 見返し･11･177･179

1105 世界の人間像１　大デュマ他 角川書店編集部編 角川書店 1961.7

1106
（集英社版）世界の文学16　スパーク、オブライ
エン

ｽﾊﾟｰｸ、ｵﾌﾞﾗｲｴﾝ（小野寺健、大
沢正佳訳）

集英社 1977.12

1107 世界の名画１　ゴヤ 井上靖、高階秀爾編 中央公論社 1972.2 額縁用別刷名画1枚付。

1108
世界の名画３　アングルとドラクロワ―新古典派
とロマン派

井上靖、高階秀爾編 中央公論社 1972.4
額縁用別刷名画1枚、「読者のｶﾞﾔ
論・入選発表」付。

1109 世界の名画４　クールベと写実主義 井上靖、高階秀爾編 中央公論社 1972.5 額縁用別刷名画1枚付。

1110 世界の名画６　モネと印象派 井上靖、高階秀爾編 中央公論社 1972.7 額縁用別刷名画1枚付。

1111 世界の名画７　ルノワール 井上靖、高階秀爾編 中央公論社 1972.8 額縁用別刷名画1枚付。

1112 世界の名画８　セザンヌ 井上靖、高階秀爾編 中央公論社 1972.9 額縁用別刷名画1枚付。

1113 世界の名画９　スーラと新印象派 井上靖、高階秀爾編 中央公論社 1972.10 額縁用別刷名画1枚付。

1114 世界の名画10　ゴーギャン 井上靖、高階秀爾編 中央公論社 1972.11 額縁用別刷名画1枚付。

1115 世界の名画11　ゴッホ 井上靖、高階秀爾編 中央公論社 1972.12 額縁用別刷名画1枚付。

1116 世界の名画12　ロートレックとボナール 井上靖、高階秀爾編 中央公論社 1973.1 額縁用別刷名画1枚付。

1117 世界の名画13　ムンクとルドン―世紀末の幻想 井上靖、高階秀爾編 中央公論社 1973.2 額縁用別刷名画1枚付。

1118 世界の名画14　カンディンスキーと表現主義 井上靖、高階秀爾編 中央公論社 1973.3 額縁用別刷名画1枚付。

1119 世界の名画15　マティス 井上靖、高階秀爾編 中央公論社 1973.4 額縁用別刷名画1枚付。

1120 世界の名画16　ルオーとフォーヴィスム 井上靖、高階秀爾編 中央公論社 1973.5
額縁用別刷名画1枚（遠藤周作推
薦のﾙｵｰ「深き淵より」）付。遠
藤周作「ﾙｵｰの中のｲｴｽ」収録。

1121 世界の名画17　ピカソ 井上靖、高階秀爾編 中央公論社 1973.6 額縁用別刷名画1枚付。

1122 世界の名画18　ブラックとキュビスム 井上靖、高階秀爾編 中央公論社 1973.7 額縁用別刷名画1枚付。

1123 世界の名画19　ルソーとシャガール 井上靖、高階秀爾編 中央公論社 1973.8

額縁用別刷名画1枚、訂正用ｼｰﾙ
付。安岡章太郎「ｼｬｶﾞｰﾙを見に行
く」収録（同行者は遠藤周作・三
浦朱門）。

1124
世界の名画20　ユトリロとモディリアーニ―エ
コール・ド・パリの画家たち

井上靖、高階秀爾編 中央公論社 1973.9 額縁用別刷名画1枚付。

1125
世界の名画21　キリコとデュシャン―未来派、形
而上派とダダ

井上靖、高階秀爾編 中央公論社 1973.10 額縁用別刷名画1枚付。

1126
世界の名画22　エルンストとダリ―シュルレアリ
スムの絵画

井上靖、高階秀爾編 中央公論社 1974.2
額縁用別刷名画1枚、24巻訂正用
ｼｰﾙ付。

1127 世界の名画23　クレー 井上靖、高階秀爾編 中央公論社 1973.12 額縁用別刷名画1枚付。

1128 世界の名画24　モンドリアンと抽象絵画 井上靖、高階秀爾編 中央公論社 1974.1 額縁用別刷名画1枚付。

1129 世界の名画　別巻　レオナルド・ダ・ヴィンチ 井上靖、高階秀爾編 中央公論社 1974.5 額縁用別刷名画1枚付。
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1130 世界文学全集２　紅楼夢 曹雪芹（松枝茂夫訳） 講談社 1967.11 「月報」10付。

1131 世界文学全集３　若きウェルテルの悩み他 ｹﾞｰﾃ（斎藤栄治他訳） 講談社 1968.2 「月報」13付。

1132 世界文学全集６　レ・ミゼラブルⅠ ﾕｰｺﾞｰ（辻昶訳） 講談社 1968.12 「月報」23付。

1133 世界文学全集７　レ・ミゼラブルⅡ ﾕｰｺﾞｰ（辻昶訳） 講談社 1969.1 「月報」24付。

1134 世界文学全集10　ツルゲーネフ　貴族の巣他 ﾂﾙｹﾞｰﾈﾌ（佐々木彰訳） 講談社 1968.5

1135 世界文学全集12　Ｅ・ブロンテ　嵐が丘他 E･ﾌﾞﾛﾝﾃ（工藤昭雄訳） 講談社 1968.1 「月報」12付。

1136 世界文学全集18　ドストエフスキイ　罪と罰 ﾄﾞｽﾄｴﾌｽｷｲ（北垣信行訳） 講談社 1967.2
「月報」1付。講談社謹呈のしお
り入り。

1137
世界文学全集19　ドストエフスキイ　カラマーゾ
フ兄弟Ⅰ

ﾄﾞｽﾄｴﾌｽｷｲ（北垣信行訳） 講談社 1968.10 「月報」21付。

1138
世界文学全集20　ドストエフスキイ　カラマーゾ
フ兄弟Ⅱ

ﾄﾞｽﾄｴﾌｽｷｲ（北垣信行訳） 講談社 1968.11 「月報」22付。

1139
世界文学全集21　トルストイ　アンナ・カレーニ
ナⅠ

ﾄﾙｽﾄｲ（木村浩訳） 講談社 1967.3

1140
世界文学全集22　トルストイ　アンナ・カレーニ
ナⅡ

ﾄﾙｽﾄｲ（木村浩訳） 講談社 1967.4 「月報」3付。

1141
世界文学全集25　モーパッサン、ゾラ　女の一生
他

ﾓﾝﾊﾟｰｻﾝ、ｿﾞﾗ（青柳瑞穂他訳） 講談社 1968.3 「月報」14付。

1142 世界文学全集26　Ｈ・ジェイムズ　使者たち H･ｼﾞｪｲﾑｽﾞ（工藤好美他訳） 講談社 1968.7 「月報」18付。

1143 世界文学全集27　チェーホフ　かもめ他 ﾁｪｰﾎﾌ（木村彰一他訳） 講談社 1968.8 「月報」19付。

1144 世界文学全集28　マン　選ばれた人他 ﾏﾝ（佐藤晃一他訳） 講談社 1968.4

1145
世界文学全集29　ロマン・ロラン魅せられたる魂
Ⅰ

ﾛﾏﾝ･ﾛﾗﾝ（宮本正清訳） 講談社 1967.7 「月報」6付。

1146
世界文学全集30　ロマン・ロラン　魅せられたる
魂Ⅱ

ﾛﾏﾝ･ﾛﾗﾝ（宮本正清訳） 講談社 1967.8 「月報」7付。

1147
世界文学全集31　ロマン・ロラン　魅せられたる
魂Ⅲ

ﾛﾏﾝ･ﾛﾗﾝ（宮本正清訳） 講談社 1967.9 「月報」8付。

1148
世界文学全集32　ジョイス、Ｖ・ウルフ　若い芸
術家の肖像他

ｼﾞｮｲｽ、V・ｳﾙﾌ（丸谷才一他訳） 講談社 1969.4 「月報」27付。

1149 世界文学全集36　ヘッセ　郷愁他 ﾍｯｾ（登張正実他訳） 講談社 1967.5 「月報」4付。

1150 世界文学全集37　カフカ、リルケ　アメリカ他 ｶﾌｶ、ﾘﾙｹ（谷友幸他訳） 講談社 1967.10 「月報」9付。

1151 世界文学全集41　フォークナー　響きと怒り他 ﾌｫｰｸﾅｰ（高橋正雄他訳） 講談社 1968.9 「月報」20付。

1152
世界文学全集42　ヘミングウェイ　武器よさらば
他

ﾍﾐﾝｸﾞｳｪｲ（高橋勝治他訳） 講談社 1967.6 「月報」5付。

1153 世界文学全集45　スタインベック　怒りのぶどう ｽﾀｲﾝﾍﾞｯｸ（谷口陸男訳） 講談社 1968.6 「月報」17付。

1154
世界文学全集15　ボウエン、マードック　パリの
家他

ﾎﾞｳｴﾝ･ﾏｰﾄﾞｯｸ（阿部知二他訳） 集英社 1967.7
「月報」30付。集英社謹呈のしお
り入り。

1155 世界文学全集75　夜の終り他　独身者たち
ﾓｰﾘｱｯｸ、ﾓﾝﾃﾙﾗﾝ（遠藤周作他

訳）
集英社 1979.3

遠藤周作訳｢ﾃﾚｰｽﾞ・ﾃﾞｽｹｰﾙｰ（ﾓｰﾘ
ｱｯｸ）」「訳者後記」収録。

1156 世界文学全集18　ジッド、モーリヤック ｼﾞｯﾄﾞ、ﾓｰﾘｱｯｸ（遠藤周作他訳） 学習研究社 1978.9

「しおり」（24）付。編集委員：
遠藤周作他。遠藤周作「ﾓｰﾘﾔｯｸと
私」、訳出「ﾃﾚｰｽﾞ･ﾃﾞｽｹｰﾙｰ」収
録。

1157 世界文学全集18　ジッド、モーリヤック ｼﾞｯﾄﾞ、ﾓｰﾘｱｯｸ（遠藤周作他訳） 学習研究社 1978.9

「しおり」（24）付。編集委員：
遠藤周作他。遠藤周作「ﾓｰﾘﾔｯｸと
私」、訳出「ﾃﾚｰｽﾞ･ﾃﾞｽｹｰﾙｰ」収
録。

1158 世界文学全集18　ジッド、モーリヤック ｼﾞｯﾄﾞ、ﾓｰﾘｱｯｸ（遠藤周作他訳） 学習研究社 1978.9

「しおり」（24）付。編集委員：
遠藤周作他。遠藤周作「ﾓｰﾘﾔｯｸと
私」、訳出「ﾃﾚｰｽﾞ･ﾃﾞｽｹｰﾙｰ」収
録。

1159 世界文学全集33　カフカ ｶﾌｶ（立川洋三訳） 学習研究社 1977.12 「しおり」（6）付。

1160 世界文学全集76　プシケ、ベラ ﾛﾏﾝ、ｼﾞﾛﾄﾞｩ（青柳瑞穂他訳） 講談社 1979.2 訳者謹呈のしおり入り。

1161 世界文学全集２　アンナ・カレーニナⅠ ﾄﾙｽﾄｲ（米川正夫訳） 研秀 不明

1162 世界文学全集２　ボヴァリー夫人他 ﾌﾛｰﾍﾞｰﾙ他（杉捷夫他訳） 研秀 不明

1163 世界文学大系１　ホメーロス他 高津春繁他訳 筑摩書房 1961.12 「月報」53付。

1164 世界文学大系２　ギリシア・ローマ古典劇集 呉茂一他訳 筑摩書房 1959.6

119･123･125･126･
165･166･169･175･
179･403～408･410～
412･ｶﾊﾞｰ

「月報」19付。

1165 世界文学をどう読むか ﾍﾙﾏﾝ･ﾍｯｾ（高橋健二訳） 新潮社 1951.2 新潮文庫

1166 世界文化史（一）
H･G･ｳｪﾙｽﾞ著　R･ﾎﾟｽﾄｹﾞｲﾄ増補
（藤本良造訳）

新潮社 1957.1 新潮文庫

1167 世界文化史（二）
H･G･ｳｪﾙｽﾞ著　R･ﾎﾟｽﾄｹﾞｲﾄ増補
（藤本良造訳）

新潮社 1957.3 新潮文庫

1168 世界文化史（四）
H･G･ｳｪﾙｽﾞ著　R･ﾎﾟｽﾄｹﾞｲﾄ増補
（藤本良造訳）

新潮社 1957.5 新潮文庫

1169 世界文化史（六）
H･G･ｳｪﾙｽﾞ著　R･ﾎﾟｽﾄｹﾞｲﾄ増補
（藤本良造訳）

新潮社 1957.8 新潮文庫

1170 世界文化史（七）
H･G･ｳｪﾙｽﾞ著　R･ﾎﾟｽﾄｹﾞｲﾄ増補
（藤本良造訳）

新潮社 1957.9 新潮文庫 末尾

1171 世界魔法大全１　黄金の夜明け 江口之隆、亀井勝行 国書刊行会 1983.2

1172 世界魔法大全２a　魔術－理論と実践（上） ｱﾚｲｽﾀｰ･ｸﾛｳﾘｰ（島弘之訳） 国書刊行会 1983.5

1173 世界魔法大全２b　魔術－理論と実践（下） ｱﾚｲｽﾀｰ･ｸﾛｳﾘｰ（島弘之訳） 国書刊行会 1983.7

1174 世界魔法大全３　柘榴の園 ｲｽﾗｴﾙ･ﾘｶﾞﾙﾃﾞｨｰ（片山章久訳） 国書刊行会 1983.6

1175 世界魔法大全４　心霊的自己防衛 ﾀﾞｲｱﾝ･ﾌｫｰﾁｭﾝ（大島有子訳） 国書刊行会 1983.4
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1176 世界魔法大全５　魔術の復活 ｹﾈｽ･ｸﾞﾗﾝﾄ（植松靖夫訳） 国書刊行会 1983.3

1177 関ヶ原　上巻 司馬遼太郎 新潮社 1966.10

1178 関ヶ原　下巻 司馬遼太郎 新潮社 1966.11

1179 関ヶ原　中巻 司馬遼太郎 新潮社 1974.6 新潮文庫

1180 関ヶ原　中巻 司馬遼太郎 新潮社 1974.6 新潮文庫

1181 関ヶ原　下巻 司馬遼太郎 新潮社 1974.6 新潮文庫

1182 石油王ゲッテイ―世界最大の富を築いた男の生涯 ﾛﾊﾞｰﾄ･ﾚﾝﾂﾅｰ（真野昭裕訳） 新潮社 1987.11 新潮文庫
新潮社「乞御高評」のしおり入
り。

1183 石器と土器の話 藤森栄一 学生社 1969.1

1184 狭き門 ｱﾝﾄﾞﾚ･ｼﾞｲﾄﾞ（山内義雄訳） 新潮社 1954.7 新潮文庫

1185 ００７のボスＭと呼ばれた男 ｱﾝｿﾆｰ･ﾏｽﾀｰｽﾞ（井上一夫訳） ｻﾝｹｲ出版 1985.12

1186 善悪の彼岸 ﾆｰﾁｪ（竹山道雄訳） 新潮社 1954.5 新潮文庫

1187 戦国史談 桑田忠親 潮出版社 1984.7 潮文庫

1188 戦国島津戦記 松元十丸 大陸書房 1972.12 144

1189 戦国の武将と城と 井上宗和 朝日新聞社 1973.9
遠藤周作宛ての著者ｻｲﾝ入り（末
尾）。

1190 戦国武家事典 稲垣史生 青蛙房 1962.5 目次･405･415

1191 全国昔話資料集成12　角館昔話集 武藤鉄城編 岩崎美術社 1975.4

1192 戦後のフランス文学 佐藤朔 世界社 1948.5 2･3･15･170 遠藤周作宛ての著者ｻｲﾝ入り。

1193 戦時生活 ﾙｰｼｬｽ･ｼｪﾊﾟｰﾄﾞ（小川隆訳） 新潮社 1989.9 新潮文庫

1194 戦士のレクイエム ｲｳﾞﾘﾝ･ｱﾝｿﾆｰ（大村美根子訳） 角川書店 1985.10

1195 全集 樋口一葉　第一巻　小説編一 前田愛編 小学館 1979.11

1196 全集 樋口一葉　第二巻　小説編二 前田愛編 小学館 1979.10 遠藤周作宛て謹呈のしおり入り。

1197 全集 樋口一葉　第四巻　評伝編 前田愛編 小学館 1979.9 謹呈のしおり入り。

1198 占星術師たちのインド―暦と占いの文化 矢野道雄 中央公論社 1992.7 中公新書 4･12･21

1199 戦争と平和　第一巻 ﾄﾙｽﾄｲ（原久一郎訳） 新潮社 1953.5 新潮文庫

1200 戦争と平和　第二巻 ﾄﾙｽﾄｲ（原久一郎訳） 新潮社 1953.5 新潮文庫

1201 戦争と平和　第三巻 ﾄﾙｽﾄｲ（原久一郎訳） 新潮社 1953.5 新潮文庫

1202 戦争と平和　第四巻 ﾄﾙｽﾄｲ（原久一郎訳） 新潮社 1953.7 新潮文庫

1203 戦争と平和　第五巻 ﾄﾙｽﾄｲ（原久一郎訳） 新潮社 1953.7 新潮文庫

1204 戦争と平和　第六巻 ﾄﾙｽﾄｲ（原久一郎訳） 新潮社 1953.8 新潮文庫

1205 戦争と平和　第七巻 ﾄﾙｽﾄｲ（原久一郎訳） 新潮社 1953.8 新潮文庫

1206 戦争と平和　第八巻 ﾄﾙｽﾄｲ（原久一郎訳） 新潮社 1953.8 新潮文庫

1207 戦闘ヘリ リンクス―工作員救出作戦 ｼﾞｭﾘｱﾝ･J･ｻｳﾞｧﾘﾝ（井坂清訳） 新潮社 1989.8 新潮文庫

1208 公園［セントラルパーク］はおれのもの ｽﾃｨｰｳﾞﾝ･ﾋﾟｰﾀｰｽ（篠原慎訳） 角川書店 1986.3

1209 禅の語録14　輔教編 荒木見悟 筑摩書房 1981.5 「付録」17付。

1210 千利休 村井康彦 日本放送出版会 1977.4 見返し･37･40･44

1211 千利休とその周辺 杉本捷雄 淡交社 1970.4

1212 旋風 ﾍﾙﾏﾝ･ﾍｯｾ（高橋健二訳） 新潮社 1955.4 新潮文庫

1213 叢書死の文化14　死の淵の愛と光 加賀乙彦編 弘文堂 1992.3 著者謹呈のしおり入り。

1214 漱石とその時代　第一部 江藤淳 新潮社 1970.8 新潮選書

1215 漱石文芸論集 磯田光一編 岩波書店 1986.5 岩波文庫 編者謹呈のしおり入り。

1216 ソウルイーターを追え ﾏｲｸ･ﾚｽﾞﾆｯｸ（黒丸尚訳） 新潮社 1984.7 新潮文庫

1217 育ちゆく年　上巻 ｸﾛｰﾆﾝ（中村能三訳） 新潮社 1958.6 新潮文庫

1218 育ちゆく年　下巻 ｸﾛｰﾆﾝ（中村能三訳） 新潮社 1958.6 新潮文庫

1219 その日ぐらし―江戸っ子人生のすすめ 高橋克彦、杉浦日向子 PHP研究所 1991.4

1220 鼠璞十種［そはくじっしゅ］　上巻 三田村鳶魚編 中央公論社 1978.8 「付録」第1号付。

1221 鼠璞十種　中巻 三田村鳶魚編 中央公論社 1978.10 「付録」第2号付。

1222 鼠璞十種　下巻 三田村鳶魚編 中央公論社 1978.12 「付録」第3号付。

1223 空を飛んだ少年 R･ﾗｯｶｰ（黒丸尚訳） 新潮社 1987.12 新潮文庫
新潮社「乞御高評」のしおり入
り。

1224 それいけ狐狸庵 遠藤周作 文芸春秋 1969.7

1225 ソ連潜水艦Ｕ137―人工地震エンマ作戦 E･ﾄｰﾎﾟﾘ（江川卓訳） 中央公論社 1984.3

1226 大化の改新 北山茂夫 岩波書店 1961.1 岩波新書

中扉裏･34･47･48･70･
129･131･159･178･
208･214･219･227･231
～233･235･237

1227 大航海時代の長崎県―南蛮船来航の地を訪ねて 長崎県教育委員会編 長崎県教育委員会 1988.3
長崎県教育庁文化課長名の送付状
挟み込み。

1228 太閤記（二）〈原本現代訳８〉 小瀬甫庵著（吉田豊訳） 教育社 1979.12 教育社新書

1229 第五の騎手
ﾄﾞﾐﾆｸ･ﾗﾋﾟｴｰﾙ、ﾗﾘｰ･ｺﾘﾝｽﾞ（三
輪秀彦訳）

早川書房 1980.6

1230 第三の女 夏樹静子 集英社 1980.4 集英社文庫

1231 対象喪失 小此木啓吾 中央公論社 1979.11 中公新書

1232 大乗仏教入門 竹村牧男 佼成出版社 1986.2 p.218に付箋あり。

1233 怠談 遠藤周作 番町書房 1975.4

1234 対談 中国を考える 司馬遼太郎、陳舜臣 文芸春秋 1978.3
著者（司馬遼太郎）謹呈のしおり
入り。

1235 対談 日本の歴史―「日本の歴史」月報総集 児玉幸多他 中央公論社 1971.3
「ﾖｰﾛｯﾊﾟと日本の激突」（遠藤周
作・岩生成一対談）収録。

1236 対談 日本の歴史―「日本の歴史」月報総集 児玉幸多他 中央公論社 1971.3
「ﾖｰﾛｯﾊﾟと日本の激突」（遠藤周
作・岩生成一対談）収録。

1237 大地（一） ﾊﾟｰﾙ･ﾊﾞｯｸ（新居格訳） 新潮社 1953.12 新潮文庫

1238 大地（二） ﾊﾟｰﾙ･ﾊﾞｯｸ（新居格訳） 新潮社 1954.3 新潮文庫

1239 大地（四） ﾊﾟｰﾙ･ﾊﾞｯｸ（新居格訳） 新潮社 1954.3 新潮文庫
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1240 大地への下降
ﾛﾊﾞｰﾄ･ｼﾙｳﾞｧｰﾊﾞｰｸﾞ（中村保男
訳）

サンリオ 1978.11 ｻﾝﾘｵSF文庫

1241 大帝ピョートル ｱﾝﾘ･ﾄﾛﾜｲﾔ（工藤庸子訳） 中央公論社 1981.10
遠藤周作宛てのｶｰﾄﾞ（「復活」の
字などの切り絵、1981年4月19日
付）挟み込み。

1242 大統領誘拐の謎を追え（上） ｸﾗｲﾌﾞ･ｶｯｽﾗｰ（中山善之訳） 新潮社 1984.11 新潮文庫

1243 大統領誘拐の謎を追え（下） ｸﾗｲﾌﾞ･ｶｯｽﾗｰ（中山善之訳） 新潮社 1984.11 新潮文庫

1244 大統領を撃て ﾎﾟｰﾙ･ｽﾊﾟｲｸ（工藤政司訳） 角川書店 1984.12 角川書店謹呈のしおり入り。

1245 大統領を作る男たち（上） ｽﾃｨｰｳﾞ･ｿｰﾏｰ（染田屋茂訳） 新潮社 1988.10 新潮文庫

1246 大統領を作る男たち（下） ｽﾃｨｰｳﾞ･ｿｰﾏｰ（染田屋茂訳） 新潮社 1988.10 新潮文庫

1247 第二の性Ⅰ　女はこうしてつくられる ﾎﾞｰｳﾞｫﾜｰﾙ（生島遼一訳） 新潮社 1959.10 新潮文庫
13･14･55･56･58･59･
70･100･114～116･122

p.100･114に付箋挟み込み。

1248 第二の性Ⅱ　女はどう生きるか ﾎﾞｰｳﾞｫﾜｰﾙ（生島遼一訳） 新潮社 1959.11 新潮文庫

1249 第二の性Ⅲ　自由な女 ﾎﾞｰｳﾞｫﾜｰﾙ（生島遼一訳） 新潮社 1959.11 新潮文庫 85･86･102･111･112 p.84に付箋挟み込み。

1250 第二の性Ⅳ　女の歴史と運命 ﾎﾞｰｳﾞｫﾜｰﾙ（生島遼一訳） 新潮社 1959.11 新潮文庫

1251 ダイ・ハード ﾛﾃﾞﾘｯｸ･ｿｰﾌﾟ（黒丸尚訳） 新潮社 1988.8 新潮文庫

1252 対比列伝 ﾌﾟﾙｰﾀﾙｺｽ（青木巖訳） 生活社 1944.4 裏見返し

1253 颱風［たいふう］ ｺﾝﾗｯﾄﾞ（三宅幾三郎訳） 新潮社 1951.5 新潮文庫

1254 大変だｱ 遠藤周作 新潮社 1973.10 新潮文庫

1255 大名廃絶録 南条範夫 人物往来社 1964.12

1256 タイム・トラベラー―時間ＳＦコレクション P･J･ﾌｧｰﾏｰ他著　伊藤典夫他編 新潮社 1987.1 新潮文庫

1257 ダイヤモンドは永遠に―秘密情報部007号 ｲｱﾝ･ﾌﾚﾐﾝｸﾞ（井上一夫訳） 創元社 1960.7 創元推理文庫

1258 太陽が落ちる―被爆記者の証言 松野秀雄
長崎の証言刊行委
員会

1973.7

1259 太陽系オデッセイ ｱｰｻｰ･C･ｸﾗｰｸ（南山宏訳） 新潮社 1986.10 新潮文庫
新潮社「乞御高評」のしおり入
り。

1260 太陽と鉄 三島由紀夫 講談社 1968.10 遠藤周作宛ての著者ｻｲﾝ入り。

1261 太陽の下、三死体 ｼﾞｬｯｸ･ｻﾄﾞｩｰﾙ（長島良三訳） 新潮社 1988.9 新潮文庫

1262 第四の核（上） ﾌﾚﾃﾞﾘｯｸ･ﾌｫｰｻｲｽ（篠原慎訳） 角川書店 1984.9

1263 第四の核（下） ﾌﾚﾃﾞﾘｯｸ･ﾌｫｰｻｲｽ（篠原慎訳） 角川書店 1984.9

1264 第四の核（上） ﾌﾚﾃﾞﾘｯｸ･ﾌｫｰｻｲｽ（篠原慎訳） 角川書店 1986.5 角川文庫

1265 第四の核（下） ﾌﾚﾃﾞﾘｯｸ･ﾌｫｰｻｲｽ（篠原慎訳） 角川書店 1986.5 角川文庫

1266 高丘親王航海記 渋沢龍彦 文芸春秋 1987.10

1267 たかが信長されど信長 遠藤周作 文芸春秋 1995.9 文春文庫

1268 高橋たか子自選小説集１ 高橋たか子 講談社 1994.5 遠藤周作宛ての著者ｻｲﾝ入り。

1269 高橋たか子自選小説集２ 高橋たか子 講談社 1994.7 著者謹呈のしおり入り。

1270 高橋たか子自選小説集３ 高橋たか子 講談社 1994.9

1271 高橋たか子自選小説集４ 高橋たか子 講談社 1994.11 著者謹呈のしおり入り。

1272 高松宮と海軍 阿川弘之 中央公論社 1996.3 著者謹呈のしおり入り。

1273 啄木全集　第六巻　日記（二） 石川啄木 筑摩書房 1967.12 「月報」6付。

1274 武田勝頼（一）　陽の巻 新田次郎 講談社 1980.4 末尾

1275 武田勝頼（二）　水の巻 新田次郎 講談社 1980.4

1276 武田勝頼（三）　空の巻 新田次郎 講談社 1980.5

1277 武田信玄　林の巻 新田次郎 文芸春秋 1974.10 文春文庫

1278
標的［ターゲット］は11人―モサド暗殺チームの記
録

ｼﾞｮｰｼﾞ･ｼﾞｮﾅｽ（新庄哲夫訳） 新潮社 1986.7 新潮文庫

1279 竹光始末 藤沢周平 新潮社 1981.11 新潮文庫

1280 立原正秋全集　第八巻 立原正秋 角川書店 1983.4
「月報」9付。角川書店謹呈のし
おり入り。

1281 立原道造詩集 中村真一郎編 角川書店 1952.5 角川文庫

1282 韃靻［だったん］疾風録　下巻 司馬遼太郎 中央公論社 1987.11

1283 田中角栄の遺言―官僚栄えて国滅ぶ 小室直樹 ｸﾚｽﾄ社 1994.6

1284 谷間の百合　上巻 ﾊﾞﾙｻﾞｯｸ（小西茂也訳） 新潮社 1953.5 新潮文庫

1285 谷間の百合　下巻 ﾊﾞﾙｻﾞｯｸ（小西茂也訳） 新潮社 1953.6 新潮文庫

1286 他人の血 ﾎﾞｰｳﾞｫﾜｰﾙ（佐藤朔訳） 新潮社 1956.7 新潮文庫

1287 タリスマン（上）
ｽﾃｨｰｳﾞﾝ･ｷﾝｸﾞ、ﾋﾟｰﾀｰ･ｽﾄﾗｳﾌﾞ
（矢野浩三郎訳）

新潮社 1987.7 新潮文庫
新潮社「乞御高評」のしおり入
り。

1288 タリスマン（下）
ｽﾃｨｰｳﾞﾝ･ｷﾝｸﾞ、ﾋﾟｰﾀｰ･ｽﾄﾗｳﾌﾞ
（矢野浩三郎訳）

新潮社 1987.7 新潮文庫

1289 ダリル N･H･ｸﾗｲﾝﾊﾞｳﾑ（高橋良平訳） 新潮社 1985.10 新潮文庫

1290 ダルタニアン物語１　友を選ばば三銃士 A･ﾃﾞｭﾏ（鈴木力衛訳） 講談社 1968.8 363･367･368 遠藤周作宛ての訳者ｻｲﾝ入り。

1291 タルムード　モエードの巻　スッカー篇 宇佐美公史訳 三貴 1995.1

1292 タルムード　ナシームの巻　ナズィール篇 倉内ユリ子訳 三貴 1996.9
三貴謹呈のしおり、添書挟み込
み。

1293 タルムード　ナシームの巻　ソーター篇 三好迪訳 三貴 1995.12

1294 タルムード　ネズィキーンの巻　マッコート篇 阪口吉弘訳 三貴 1996.4
三貴謹呈のしおり、添書挟み込
み。

1295 タレイラン評伝 ﾀﾞﾌ･ｸｰﾊﾟｰ（曽村保信訳） 中央公論社 1963.9

1296 短歌一生―物に到るこころ 上田三四二 講談社 1987.1 講談社学術文庫 著者謹呈のしおり入り。

1297 ダン・カーニー探偵事務所 ｼﾞｮｰ･ｺﾞｱｽﾞ（石田善彦訳） 新潮社 1990.6 新潮文庫
書評担当者宛ての新潮文庫編集部
依頼文挟み込み。

1298 探訪日本の庭一　九州・四国 相賀徹夫編著 小学館 1979.2 「月報」3号付。

1299 探訪日本の庭二　山陰 相賀徹夫編著 小学館 1979.6 「月報」7号付。

1300 探訪日本の庭三　山陽 相賀徹夫編著 小学館 1979.3 「月報」4号付。

1301 探訪日本の庭九　東海・北陸 相賀徹夫編著 小学館 1979.10 「月報」10号付。

1302 探訪日本の庭十　関東・東北 相賀徹夫編著 小学館 1979.9 「月報」9号付。
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1303 探訪日本の庭　別巻一　茶庭と坪庭 相賀徹夫編著 小学館 1979.11 「月報」11号付。

1304 探訪日本の庭　別巻二　現代の名庭 相賀徹夫編著 小学館 1979.12 「月報」12号付。

1305 探訪 武功夜話のふるさと 瀧喜義、船橋武志 ﾌﾞｯｸｼｮｯﾌﾟﾏｲﾀｳﾝ 1992.1

1306 探訪ブックス［城１］　東北の城 相賀徹夫編著 小学館 1981.2

1307 探訪ブックス［城２］　関東の城 相賀徹夫編著 小学館 1981.8 小学館謹呈のしおり入り。

1308 探訪ブックス［城３］　中部の城 相賀徹夫編著 小学館 1980.12

1309 探訪ブックス［城４］　東海の城 相賀徹夫編著 小学館 1981.5 106

1310 探訪ブックス［城５］　近畿の城 相賀徹夫編著 小学館 1981.3

1311 探訪ブックス［城６］　山陰の城 相賀徹夫編著 小学館 1981.4

1312 探訪ブックス［城７］　山陽の城 相賀徹夫編著 小学館 1980.12 小学館謹呈のしおり入り。

1313 探訪ブックス［城８］　四国の城 相賀徹夫編著 小学館 1981.7

1314 探訪ブックス［城９］　九州の城 相賀徹夫編著 小学館 1981.6

1315 探訪ブックス［城10］　城郭事典 相賀徹夫編著 小学館 1981.9

1316 小さい自分が吹っとぶ本―あなたの中の強力爆薬 松本順 青春出版社 1965.1

1317 地下生活者の手記 ﾄﾞｽﾄｴﾌｽｷｰ（米川正夫訳） 新潮社 1955.5 新潮文庫

1318 地球の歩き方３　インド ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ･ｽﾁｭｰﾃﾞﾝﾄ友の会編著
ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ･ﾋﾞｯｸ社
発行　ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ社
発売

1989.3
目次･178･179･260･
273･281･284･393

1319 築城三代 井上宗和 文芸春秋 1987.12 遠藤周作宛ての著者ｻｲﾝ入り。

1320
筑摩現代文学大系34　梶井基次郎・堀辰雄・中島
敦集

梶井基次郎、堀辰雄、中島敦 筑摩書房 1976.9 「月報」33付。

1321 父と子 ﾂﾙｹﾞｰﾈﾌ（米川正夫訳） 新潮社 1951.4 新潮文庫

1322 血と砂と祈り―中東の現代史 村松剛 日本工業新聞社 1983.7

1323 血塗られた映画祭
ｽﾁｭｱｰﾄ･M･ｶﾐﾝｽｷｰ（成川裕子
訳）

新潮社 1992.2 新潮文庫
新潮社「乞御高評」のしおり、書
評担当者宛ての新潮文庫編集部依
頼文挟み込み。

1324 血の絆 ｸｨﾈﾙ（大熊栄訳） 新潮社 1985.2 新潮文庫

1325 チャイナ・ゲーム（上） ﾛﾅﾙﾄﾞ･ﾊｰﾃﾞｨ（小林宏明訳） 新潮社 1990.6 新潮文庫
書評担当者宛ての新潮文庫編集部
依頼文挟み込み。

1326 チャイナ・ゲーム（下） ﾛﾅﾙﾄﾞ･ﾊｰﾃﾞｨ（小林宏明訳） 新潮社 1990.6 新潮文庫

1327 茶器と懐石 桑田忠親 講談社 1980.7 講談社学術文庫

1328 茶器と懐石 桑田忠親 講談社 1980.7 講談社学術文庫 44

1329 茶事遍路 陳舜臣 朝日新聞社 1988.4 見返し裏･48･64･155

1330 ちゃっかり女
ﾎﾞｱﾛｰ、ﾅﾙｽｼﾞｬｯｸ（日影丈吉
訳）

早川書房 1975.6
ﾊﾔｶﾜ ﾎﾟｹｯﾄ ﾐｽﾃﾘ
ﾌﾞｯｸｽ

1331 茶道端言 田中仙翁 講談社 1982.4

1332 茶と禅 伊藤古鑑 春秋社 1966.12

1333
茶の美―日本人にとって「茶」はなぜ美なのか？
（朝日カルチャーセンター講座）

田中仙翁 朝日ｿﾉﾗﾏ 1976.12

見返し・57・73・
74・97・101～103・
106・107・113・
114・218・220・223

「遠藤蔵書」印あり。

1334 茶の湯―わび茶の心とかたち 熊倉功夫 教育社 1977.10 教育社歴史新書
中扉裏･15･21･51･52･
60

1335 茶の湯案内②　茶碗の見方 赤沼多佳 主婦の友社 1986.6 8

1336 茶の湯案内③　茶入・棗・茶杓 小田栄一、中村弘子、池田瓢阿 主婦の友社 1984.12

1337 茶の湯案内⑥　名器がたどった歴史 筒井紘一 主婦の友社 1984.9

1338 チャリティ岬に死す ｳｨﾘｱﾑ･G･ﾀﾌﾟﾘｰ（島田三蔵訳） ｻﾝｹｲ出版 1986.6 ｻﾝｹｲ文庫

1339 チャリティ岬に死す ｳｨﾘｱﾑ･G･ﾀﾌﾟﾘｰ（島田三蔵訳） ｻﾝｹｲ出版 1986.6 ｻﾝｹｲ文庫

1340 チャーリー・ヘラーの復讐 ﾛﾊﾞｰﾄ・ﾘﾃﾙ（北村太郎訳） 新潮社 1983.7 新潮文庫 中扉

1341 中国五千年（下） 陳舜臣 平凡社 1983.12 著者謹呈のしおり入り。

1342 中国詩人選集１　詩経国風　上 吉川幸次郎注 岩波書店 1958.3 「付録」付。

1343 中国詩人選集２　詩経国風　下 吉川幸次郎注 岩波書店 1958.12 「付録」付。

1344 中国詩人選集３　曹植 伊藤正文注 岩波書店 1958.11 「付録」付。

1345 中国詩人選集４　陶淵明 一海友義注 岩波書店 1958.5 「付録」付。

1346 中国詩人選集５　寒山 入矢義高注 岩波書店 1958.4 「付録」付。

1347 中国詩人選集６　王維 都留春雄注 岩波書店 1958.6 12 「付録」付。

1348 中国詩人選集11　韓愈 清水茂注 岩波書店 1958.1

1349 中国詩人選集13　王士禛 高橋和巳注 岩波書店 1962.9 遠藤周作宛ての注者ｻｲﾝ入り。

1350 中国詩人選集14　李賀 荒井健注 岩波書店 1959.2

1351 中国詩人選集15　李商隠 高橋和巳注 岩波書店 1958.8

1352 中国詩人選集15　李商隠 高橋和巳注 岩波書店 1958.8
「付録」付。遠藤周作宛ての注者
ｻｲﾝ入り。

1353 中国詩人選集16　李煜［りいく］ 村上哲見注 岩波書店 1959.1 41

1354 中国詩人選集　別巻　唐詩概説 小川環樹 岩波書店 1958.9 「付録」付。

1355 中国詩人選集　総索引 吉川幸次郎、小川環樹編 岩波書店 1959.5 「付録」付。

1356 中国の歴史１　神話から歴史へ 陳舜臣 平凡社 1980.11
「研究ﾉｰﾄ」1付。遠藤周作宛ての
著者ｻｲﾝ入り。

1357 中国の歴史２　中華の揺籃 陳舜臣 平凡社 1981.1
「研究ﾉｰﾄ」2付。遠藤周作宛ての
著者ｻｲﾝ入り。

1358 中国の歴史３　大統一時代 陳舜臣 平凡社 1981.3
「研究ﾉｰﾄ」3付。遠藤周作宛ての
著者ｻｲﾝ入り。

1359 中国の歴史４　漢王朝の光と影 陳舜臣 平凡社 1981.5
「研究ﾉｰﾄ」4付。遠藤周作宛ての
著者ｻｲﾝ入り。

1360 中国の歴史５　動乱の群像 陳舜臣 平凡社 1981.7 遠藤周作宛ての著者ｻｲﾝ入り。

1361 中国の歴史６　世界帝国へ 陳舜臣 平凡社 1981.9
「研究ﾉｰﾄ」6付。遠藤周作宛ての
著者ｻｲﾝ入り。



№ 書　　　名 編・著者名 発行所
刊行年月
（初版）

文庫・新書名等 書込みページ 備考

1362 中国の歴史７　隋唐の興亡 陳舜臣 平凡社 1981.12
「研究ﾉｰﾄ」7付。遠藤周作宛ての
著者ｻｲﾝ入り。

1363 中国の歴史８　宋とその周辺 陳舜臣 平凡社 1982.2
「研究ﾉｰﾄ」8付。遠藤周作宛ての
著者ｻｲﾝ入り。

1364 中国の歴史９　草原からの疾風 陳舜臣 平凡社 1982.4
「研究ﾉｰﾄ」9付。遠藤周作宛ての
著者ｻｲﾝ入り。

1365 中国の歴史10　復興と明暗 陳舜臣 平凡社 1982.7
「研究ﾉｰﾄ」10付。遠藤周作宛て
の著者ｻｲﾝ入り。

1366 中国の歴史11　明から清へ 陳舜臣 平凡社 1982.9
「研究ﾉｰﾄ」11付。遠藤周作宛て
の著者ｻｲﾝ入り。

1367 中国の歴史12　清朝二百余年 陳舜臣 平凡社 1982.12
「研究ﾉｰﾄ」12付。遠藤周作宛て
の著者ｻｲﾝ入り。

1368 中国の歴史13　斜陽と黎明 陳舜臣 平凡社 1983.3
「研究ﾉｰﾄ」13付。遠藤周作宛て
の著者ｻｲﾝ入り。

1369 中国の歴史14　中華の躍進 陳舜臣 平凡社 1983.4
「研究ﾉｰﾄ」14付。遠藤周作宛て
の著者ｻｲﾝ入り。

1370 中国の歴史15　年表・歴史地図・索引 陳舜臣 平凡社 1983.6
「研究ﾉｰﾄ」15付。遠藤周作宛て
の著者ｻｲﾝ入り。

1371 注文の多い料理店（劇詩） 宗左近 思潮社 1992.4 著者謹呈のしおり入り。

1372 長安の春 石田幹之助 講談社 1979.7 講談社学術文庫

1373 超科学シリーズ２　モスマンの黙示 ｼﾞｮﾝ･A･ｷｰﾙ（植松靖夫訳） 国書刊行会 1984.3

1374 超科学シリーズ３　激変の地球 I･ｳﾞｪﾘｺﾌｽｷｰ（山田忠訳） 国書刊行会 1984.8

1375 超科学シリーズ４　怪奇の解剖学 ﾙﾊﾟｰﾄ･T･ｸﾞﾙｰﾄﾞ（諸井修造訳） 国書刊行会 1986.2

1376 超科学シリーズ５　空飛ぶ円盤の真実 ﾌﾗﾝｸ･ｴﾄﾞﾜｰｽﾞ（安龍次郎訳） 国書刊行会 1988.9

1377 超科学シリーズ６　超精神回路 ﾙｲｻﾞ･E･ﾗｲﾝ（日暮雅通訳） 国書刊行会 1986.11

1378 超科学シリーズ10　幽体離脱 H･B･ｸﾞﾘｰﾝﾊｳｽ（岡崎優訳） 国書刊行会 1984.5 41･43～45･47･105

1379
迢空［ちょうくう］・折口信夫［おりぐちしのぶ］研
究

池田弥三郎、加藤守雄 角川書店 1973.7 著者謹呈のしおり入り。

1380 朝鮮戦争―米中対決の原形 神谷不二 中央公論社 1966.2 中公新書 106･107

1381 沈黙の日本美 吉村貞司 毎日新聞社 1974.2
遠藤周作宛ての俳句、著者ｻｲﾝ入
り。

1382 ツァラトストラかく語りき　上巻 ﾆｰﾁｪ（竹山道雄訳） 新潮社 1953.1 新潮文庫

1383 月と10セント―マンボウ赤毛米国旅行記 北杜夫 朝日新聞社 1971.7
遠藤周作宛ての著者ｻｲﾝ入り。特
装愛蔵版（限定750部の内109
番）。

1384 月と六ペンス ｻﾏｾｯﾄ･ﾓｰﾑ（中野好夫訳） 新潮社 1959.9 新潮文庫

1385
次の一手―コウの妙味（「囲碁クラブ」389号付
録）

日本棋院 1986.11

1386
次の一手―新春お楽しみ集（「囲碁クラブ」391
号付録）

日本棋院 1987.1

1387
次の一手―新春お楽しみ集（「囲碁クラブ」415
号付録）

日本棋院 1989.1

1388
次の一手―厚みに近寄るな（「囲碁クラブ」421
号付録）

日本棋院 1989.7 中扉・同裏

1389
次の一手―ナカ手の攻防（「囲碁クラブ」428号
付録）

日本棋院 1990.2
p.48に丸善株式会社ﾁｰﾌ石田充之
の名刺（工事終了などのﾒﾓあり）
挟み込み。

1390 月は沈みぬ ｽﾀｲﾝﾍﾞｯｸ（龍口直太郎訳） 新潮社 1953.11 新潮文庫

1391 椿姫 ﾃﾞｭﾏ･ﾌｨｽ（新庄嘉章訳） 新潮社 1950.12 新潮文庫

1392 椿姫 ﾃﾞｭﾏ･ﾌｨｽ（新庄嘉章訳） 新潮社 1950.12 新潮文庫

1393 妻という名の魔女たち ﾌﾘｯﾂ･ﾗｲﾊﾞｰ（大瀧啓裕訳） ｻﾝﾘｵ 1978.11 ｻﾝﾘｵSF文庫

1394 罪と罰　上巻 ﾄﾞｽﾄｴﾌｽｷｰ（米川正夫訳） 新潮社 1951.2 新潮文庫

1395 罪と罰　下巻 ﾄﾞｽﾄｴﾌｽｷｰ（米川正夫訳） 新潮社 1951.2 新潮文庫

1396 詰碁問題集　４・５・６級 戸沢昭宣 成美堂出版 1985.3

1397 ツンドラの殺意
ｽﾁｭｱｰﾄ･M･ｶﾐﾝｽｷｰ（田村義進
訳）

新潮社 1990.1 新潮文庫
新潮社「乞御高評」のしおり、書
評担当者宛ての新潮文庫編集部依
頼文挟み込み。

1398 出会いについて―精神科医のノートから 小林司 日本放送出版会 1983.11
日本放送出版会辻一三謹呈のしお
り入り。

1399 帝王 ﾌﾚﾃﾞﾘｯｸ･ﾌｫｰｻｲｽ（篠原慎訳） 角川書店 1982.9

1400 ディーケンの戦い ﾌﾘｰﾏﾝﾄﾙ（池央耿訳） 新潮社 1984.4 新潮文庫

1401 デイジー・ミラー H･ｼﾞｪｲﾑｽﾞ（西川正身訳） 新潮社 1957.11 新潮文庫

1402 発掘［ディスカバリー］ ｽﾃｨｰｳﾞ･ｼｬｶﾞﾝ（篠原慎訳） 角川書店 1985.9

1403 ディーバ ﾃﾞﾗｺﾙﾀ（飯島宏訳） 新潮社 1983.11 新潮文庫
新潮社「乞御高評」のしおり入
り。

1404 定本 沈める城 辻井喬 牧羊社 1991.7
著者ｻｲﾝ、謹呈のしおり入り。限
定280部の内№6。

1405 定本 柳田国男集　第九巻 柳田国男 筑摩書房 1969.2 「月報」9付。

1406 デカメロン（二） ﾎﾞｯｶｯﾁｮ（柏熊達生訳） 新潮社 1954.10 新潮文庫

1407 デカメロン（三） ﾎﾞｯｶｯﾁｮ（柏熊達生訳） 新潮社 1955.2 新潮文庫

1408 デカメロン（四） ﾎﾞｯｶｯﾁｮ（柏熊達生訳） 新潮社 1956.3 新潮文庫

1409 手品の遊び方 平岩白風 金園社 1967.11

1410 哲学入門 ﾔｽﾊﾟｰｽ（草薙正夫訳） 新潮社 1954.12 新潮文庫

1411 鉄仮面　上巻 ﾃﾞｭｰﾏ･ﾍﾟｰﾙ（石川登志夫訳） 新潮社 1954.5 新潮文庫

1412 鉄仮面　下巻 ﾃﾞｭｰﾏ･ﾍﾟｰﾙ（石川登志夫訳） 新潮社 1956.6 新潮文庫

1413 鉄仮面（上）―華やかな報復 ﾎﾞｱｺﾞﾍﾞ（長島良三訳） 講談社 1984.3 講談社謹呈のしおり入り。
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1414 鉄仮面（中）―バスチーユの囚人 ﾎﾞｱｺﾞﾍﾞ（長島良三訳） 講談社 1984.4

1415 鉄仮面（下）―鉄仮面よ永遠に ﾎﾞｱｺﾞﾍﾞ（長島良三訳） 講談社 1984.5

1416 鉄血作戦を阻止せよ S･L･ﾄﾝﾌﾟｿﾝ（高見浩訳） 新潮社 1986.9 新潮文庫
新潮社「乞御高評」のしおり入
り。

1417 デッド・ゾーン（上） ｽﾃｨｰｳﾞﾝ･ｷﾝｸﾞ（吉野美恵子訳） 新潮社 1987.5 新潮文庫

1418 デッド・ゾーン（下） ｽﾃｨｰｳﾞﾝ･ｷﾝｸﾞ（吉野美恵子訳） 新潮社 1987.5 新潮文庫

1419 死球［ﾃﾞｯﾄﾞﾎﾞｰﾙ］ ﾎﾟｰﾙ･ｴﾝｸﾞﾙﾏﾝ（大貫昇訳） サンケイ出版 1986.7 ｻﾝｹｲ文庫

1420 テトラマクス・コレクション ﾌｨﾘｯﾌﾟ･ｳﾞｧﾝ･ﾘﾝﾄ（飯島宏訳） 角川書店 1984.11 角川書店謹呈のしおり入り。

1421
デニス・ホイートリー黒魔術小説傑作選　第１巻
黒魔団

ﾃﾞﾆｽ･ﾎｲｰﾄﾘｰ（平井呈一訳） 国書刊行会 1983.9

1422
デニス・ホイートリー黒魔術小説傑作選　第２巻
新・黒魔団

ﾃﾞﾆｽ･ﾎｲｰﾄﾘｰ（片岡しのぶ訳） 国書刊行会 1983.5

1423
デニス・ホイートリー黒魔術小説傑作選　第３巻
娘を悪魔に

ﾃﾞﾆｽ･ﾎｲｰﾄﾘｰ（根本政信訳） 国書刊行会 1983.6

1424
デニス・ホイートリー黒魔術小説傑作選　第４-
１巻　悪魔主義者（サタニスト）　上

ﾃﾞﾆｽ･ﾎｲｰﾄﾘｰ（小林勇次訳） 国書刊行会 1983.7

1425
デニス・ホイートリー黒魔術小説傑作選　第４-
２巻　悪魔主義者（サタニスト）　下

ﾃﾞﾆｽ･ﾎｲｰﾄﾘｰ（小林勇次、片岡
しのぶ訳）

国書刊行会 1983.8

1426
デニス・ホイートリー黒魔術小説傑作選　第４-
２巻　悪魔主義者（サタニスト）　下

ﾃﾞﾆｽ･ﾎｲｰﾄﾘｰ（小林勇次、片岡
しのぶ訳）

国書刊行会 1983.8

1427
デニス・ホイートリー黒魔術小説傑作選　第５-
１巻　ナチス黒魔団　上

ﾃﾞﾆｽ･ﾎｲｰﾄﾘｰ（根本政信訳） 国書刊行会 1983.10

1428
デニス・ホイートリー黒魔術小説傑作選　第５-
２巻　ナチス黒魔団　下

ﾃﾞﾆｽ･ﾎｲｰﾄﾘｰ（根本政信、片岡
しのぶ訳）

国書刊行会 1983.11

1429 デミアン ﾍﾙﾏﾝ･ﾍｯｾ（高橋健二訳） 新潮社 1951.11 新潮文庫

1430 テルジーの冒険
ｼﾞｪｲﾑｽﾞ･H･ｼｭﾐｯﾂ（鎌田三平
訳）

新潮社 1988.12 新潮文庫
新潮社「乞御高評」のしおり入
り。

1431 デロリアン自伝―天才経営者の栄光と挫折 ｼﾞｮﾝ･Z･ﾃﾞﾛﾘｱﾝ（宮本倫好訳） ｻﾝｹｲ出版 1986.5

1432 天使よ故郷を見よ　上巻 ﾄﾏｽ･ｳﾙﾌ（大沢衛訳） 新潮社 1955.3 新潮文庫

1433 天使よ故郷を見よ　下巻 ﾄﾏｽ･ｳﾙﾌ（大沢衛訳） 新潮社 1955.7 新潮文庫

1434 天皇の昭和 三浦朱門 扶桑社 1989.12

1435 天のろくろ ｱｰｼｭﾗ･K･ﾙ=ｸﾞｲﾝ（脇明子訳） ｻﾝﾘｵ 1979.6 ｻﾝﾘｵSF文庫

1436 天理教の信仰と思想〔Ⅰ〕　人間の元なるもの 松本滋 天理教道友社 1983.5 遠藤周作宛ての著者ｻｲﾝ入り。

1437
天理教の信仰と思想〔Ⅱ〕　これからの人間の生
き方

松本滋 天理教道友社 1983.8 遠藤周作宛ての著者ｻｲﾝ入り。

1438 天理教の信仰と思想〔Ⅲ〕　陽気ぐらしへの道 松本滋 天理教道友社 1983.10 遠藤周作宛ての著者ｻｲﾝ入り。

1439 ドイル傑作集Ⅰ　ミステリー編 ｺﾅﾝ･ﾄﾞｲﾙ（延原謙訳） 新潮社 1957.8 新潮文庫

1440 東京 味のグランプリ1984 山本益博 講談社 1984.1

1441 東京 女性がよろこぶシャレた店 晶文社出版編集部編 晶文社出版 1986.10
103･107･108･118･ⅴ･
裏見返し

1442 東京の街道を歩く 今井金吾 実業之日本社 1978.9 95･96

1443 東京の坂道―生きている江戸の歴史 石川悌二 新人物往来社 1971.12

1444 東京風俗帖 木村荘八 青蛙房 1975.6

1445 道元の読み方―今を生き切る哲学-『正法眼蔵』 栗田勇 祥伝社 1984.11 ﾉﾝ･ﾌﾞｯｸ

1446 東条勝子の生涯―“Ａ級戦犯”の妻として 佐藤早苗 時事通信社 1987.4
遠藤周作宛ての著者ｻｲﾝ入り。添
書挟み込み。

1447 東条勝子の生涯―“Ａ級戦犯”の妻として 佐藤早苗 時事通信社 1987.4

1448 東条英機 東条英機刊行会、上法快男編 芙蓉書房 1974.11

1449 動物園に入った男 ｶﾞｰﾈｯﾄ（井上宗次訳） 新潮社 1955.4 新潮文庫

1450 東洋と西洋の心理学
ｼﾞｮﾝ･ｳｪﾙｳｯﾄﾞ編（岩井寛、北西
憲二、児玉隆治訳）

ﾅﾂﾒ社 1984.1

中扉･7･14･18･19･25･
27･143･152･155～
159･162･164･171･
176･184･187･189

1451 どう読むか、聖書 青野太潮 朝日新聞社 1994.1 朝日選書 43･44 著者謹呈のしおり入り。

1452 遠くからの声 松本清張 講談社 1976.10 講談社文庫

1453 遠野物語・山の人生 柳田国男 岩波書店 1976.4 岩波文庫

1454 徳川家康9　碧雲の巻 山岡荘八 講談社 1982.9

1455 徳川思想小史 源了円 中央公論社 1973.1 中公新書

1456 徳川綱吉と元禄時代 桑田忠親 秋田書店 1975.2

1457 読書する女 ﾚｲﾓﾝ･ｼﾞｬﾝ（鷹見和佳子訳） 新潮社 1989.8 新潮文庫

1458 読史余論 新井白石 岩波書店 1936.9 岩波文庫 書店のﾚｼｰﾄ挟み込み。

1459 ドクター･モローの島 H･G･ｳｴﾙｽﾞ（能島武文訳） 角川書店 1967.8 角川文庫

1460 独断的作家論 宇野浩二 文芸春秋新社 1958.1 裏見返し

1461 ドクトル・ビュルゲルの運命 ｶﾛｯｻ（高橋健二訳） 新潮社 1953.10 新潮文庫

1462 特報！【レバンタイン発】 P･ﾃﾞﾗｺｰﾄ（松田銑訳） 新潮社 1987.4 新潮文庫

1463 特命全権大使米欧回覧実記（一） 久米邦武編 岩波書店 1977.9 岩波文庫

1464 特命全権大使米欧回覧実記（四） 久米邦武編 岩波書店 1980.8 岩波文庫

1465 髑髏［どくろ］城 ﾃﾞｨｸｽﾝ･ｶｰ（宇野利泰訳） 東京創元社 1959.7 創元推理文庫

1466 閉された庭 ｼﾞｭﾘｱﾝ･ｸﾞﾘｰﾝ（新庄嘉章訳） 第一書房 1936.4
26･34･42･132･439･裏
見返し

1467 ドジャース、ブルックリンに還［かえ］る ﾃﾞｲｳﾞｨｯﾄﾞ･ﾘｯﾂ（小菅正夫訳） 角川書店 1986.4 角川文庫

1468 ドストエーフスキイ全集10　罪と罰（Ⅰ） ﾄﾞｽﾄｴﾌｽｷｰ（米川正夫訳） 河出書房 1941.12 裏見返し
Endo印や「1942.1.25　渋谷 大盛
堂」などの書込みあり。「月報」
1付。

1469 土地の力 高橋たか子 女子ﾊﾟｳﾛ会 1992.3 129･132･136･138 遠藤周作宛ての著者ｻｲﾝ入り。

1470 トニーよ、ふたりして歩こう―ある母の記録 ﾙｲｽ･ｳｨﾙｿﾝ（波多野勤子訳）
ﾀｲﾑ ﾗｲﾌ ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅ
ﾙ

1968.9

1471 賭博者 ﾄﾞｽﾄｴﾌｽｷｰ（米川正夫訳） 新潮社 1955.5 新潮文庫
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1472 翔［と］ぶが如く　一 司馬遼太郎 文芸春秋 1975.12

1473 翔ぶが如く　四 司馬遼太郎 文芸春秋 1976.4 著者謹呈のしおり入り。

1474 翔ぶが如く　五 司馬遼太郎 文芸春秋 1976.8 著者謹呈のしおり入り。

1475 翔ぶが如く　六 司馬遼太郎 文芸春秋 1976.9

1476 翔ぶが如く　七 司馬遼太郎 文芸春秋 1976.11

1477 翔ぶが如く（一） 司馬遼太郎 文芸春秋 1980.1 文春文庫 208

1478 翔ぶが如く（二） 司馬遼太郎 文芸春秋 1980.1 文春文庫

1479 翔ぶが如く（三） 司馬遼太郎 文芸春秋 1980.2 文春文庫

1480 翔ぶが如く（四） 司馬遼太郎 文芸春秋 1980.2 文春文庫

1481 翔ぶが如く（五） 司馬遼太郎 文芸春秋 1980.3 文春文庫

1482 杜甫 高木正一 中央公論社 1969.4 中公新書

1483 トム・ソーヤーの探偵・探検 ﾏｰｸ･ﾄｳｴﾝ（大久保康雄訳） 新潮社 1955.6 新潮文庫

1484 トム・ソーヤーの冒険 ﾏｰｸ･ﾄｳｴﾝ（大久保康雄訳） 新潮社 1953.10 新潮文庫

1485 豊臣家の人々 司馬遼太郎 中央公論社 1967.12

1486 トラブルメイカー 井上淳 光文社 1985.1 光文社謹呈のしおり入り。

1487 鳥の来る日 崎川範行 朝日新聞社 1989.10 著者謹呈のしおり入り。

1488 トリプル ｹﾝ･ﾌｫﾚｯﾄ（一ノ瀬直二訳） 集英社 1981.1

1489 捕物の話 三田村鳶魚 早稲田大学出版部 1934.6

1490 ドルジェル伯の舞踏会 ﾗﾃﾞｨｹﾞ（生島遼一訳） 新潮社 1953.8 新潮文庫

1491 トワイライトゾーン ﾛﾊﾞｰﾄ･ﾌﾞﾛｯｸ（安達昭雄訳） 角川書店 1983.8

1492 トワイライトゾーン ﾛﾊﾞｰﾄ･ﾌﾞﾛｯｸ（安達昭雄訳） 角川書店 1983.12 角川文庫

1493 永遠［とわ］の闇に眠れ ﾒｱﾘｰ･H･ｸﾗｰｸ（山本瑠美子訳） 角川書店 1986.11 角川文庫

1494 ナイト・スカイ　上 ｸﾚｱ･ﾌﾗﾝｼｽ（永井淳訳） 角川書店 1986.6 角川書店謹呈のしおり入り。

1495 ナイト・スカイ　下 ｸﾚｱ･ﾌﾗﾝｼｽ（永井淳訳） 角川書店 1986.6

1496 内面への道 ﾍﾙﾏﾝ･ﾍｯｾ（高橋健二訳） 新潮社 1959.4 新潮文庫

1497 ナイルとガンジスの狭間で 田口汎 情報ｾﾝﾀｰ出版局 1989.8

1498 長岡京発掘 福山敏男他 日本放送出版協会 1968.7 NHKﾌﾞｯｸｽ

1499
長く険しい道―原爆より終戦へ（NAGASAKI：The
Necessary Bomb?）

J･L･Marx（越智道雄訳） 文化評論出版 1972.7
見返し･1･4･15･18･
19･89･90

1500 長崎県史
長崎県著　長崎県史編纂委員会
編

芳川弘文館 1965.3

1501 長崎歳時十二月 深潟久 西日本新聞社 1978.10 59･91

1502 長崎市史　地誌編 名勝旧蹟部 （不明） （不明） 不明

目次・1･4～8･105･
116･117･143･278･
291･292･408･413･
415･418･429･679～
684･686･687･689･
713･746･750･770･772
～775･930～932

前後欠。p.267･884に付箋挟み込
み。p.406･734･858･940に朝日新
聞長崎支局のｽﾀﾝﾌﾟあり。

1503 長崎市史　風俗編 長崎市役所編 長崎市役所発行 1925.11 写真目録

1504 長崎の証言　第５集 長崎の証言刊行委員会編著
長崎の証言刊行委
員会

1973.7
『広島長崎の原爆災害』『昭和史
の瞬間』の一部ｺﾋﾟｰ挟み込み。

1505 ナガサキの証言 鎌田定夫編 青木書店 1979.8

1506 長崎フランス物語 富田仁 白水社 1987.9

1507 （続）長崎ものしり手帳 永島正一 長崎放送 1977.9

1508 仲代達矢役者40年
藍野淳治、小林敏彦、山本弘人
編

仕事 1991.12
遠藤周作宛ての仲代達矢ｻｲﾝ入
り。添書挟み込み。

1509 慰めの言葉―児島昭雄写真集 児島昭雄
日本基督教団出版
局

1988.3

1510 夏草の賦 司馬遼太郎 文芸春秋 1968.1

1511 ナナ　上巻
ｴﾐｰﾙ･ｿﾞﾗ（川口篤、古賀昭一
訳）

新潮社 1956.5 新潮文庫

1512 ナナ　下巻
ｴﾐｰﾙ･ｿﾞﾗ（川口篤、古賀昭一
訳）

新潮社 1959.12 新潮文庫

1513 名無しの探偵事件ファイル ﾋﾞﾙ･ﾌﾟﾛﾝｼﾞｰﾆ（高見浩訳） 新潮社 1984.1 新潮文庫
新潮社「乞御高評」のしおり入
り。

1514 菜の花の沖〈１〉 司馬遼太郎 文芸春秋 1982.6 著者謹呈のしおり入り。

1515 菜の花の沖〈２〉 司馬遼太郎 文芸春秋 1982.7

1516 菜の花の沖〈４〉 司馬遼太郎 文芸春秋 1982.9 著者謹呈のしおり入り。

1517 菜の花の沖〈５〉 司馬遼太郎 文芸春秋 1982.10

1518 菜の花の沖〈６〉 司馬遼太郎 文芸春秋 1982.11 著者謹呈のしおり入り。

1519 ナブラチロワ―テニスコートがわたしの祖国 ﾏﾙﾁﾅ･ﾅﾌﾞﾗﾁﾛﾜ（古田和与訳） ｻﾝｹｲ出版 1986.5

1520 汝の隣人を愛せ　上巻 ﾚﾏﾙｸ（山西英一訳） 新潮社 1959.7 新潮文庫

1521 汝の隣人を愛せ　下巻 ﾚﾏﾙｸ（山西英一訳） 新潮社 1959.7 新潮文庫

1522
何という「無意味な死」―四宮俊治ののこされた
三冊の手記

四宮俊治
辺境社発行　勁草
書房発売

1975.5

1523 南蛮史料の発見―よみがえる信長時代 松田毅一 中央公論社 1964.9 中公新書 103･130･154

1524 南蛮史料の発見―よみがえる信長時代 松田毅一 中央公論社 1964.10 中公新書 中扉･30･88･171

1525 南方録を読む 熊倉功夫 淡交社 1983.12

1526 肉体の悪魔 ﾗﾃﾞｨｹﾞ（新庄嘉章訳） 新潮社 1954.12 新潮文庫

1527 肉体の神―プシケ第二部 ｼﾞｭｰﾙ･ﾛﾏﾝ（青柳瑞穂訳） 新潮社 1955.7 新潮文庫

1528 肉なるものの道　下巻 ｻﾐｭｴﾙ･ﾊﾞﾄﾗｰ（山本政喜訳） 新潮社 1958.7 新潮文庫

1529 逃げる殺し屋 ﾄﾏｽ･ﾍﾟﾘｰ（二宮磬訳） 文芸春秋 1984.11 文春文庫

1530 虹　上巻 ﾛｰﾚﾝｽ（中野好夫訳） 新潮社 1957.1 新潮文庫

1531 虹　中巻 ﾛｰﾚﾝｽ（中野好夫訳） 新潮社 1957.1 新潮文庫

1532 虹　下巻 ﾛｰﾚﾝｽ（中野好夫訳） 新潮社 1957.2 新潮文庫

1533 虹が… 佐藤愛子 角川書店 1986.7
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1534 20世紀最後の真実 落合信彦 集英社 1980.10

1535 虹の谷のアン―第九赤毛のアン ﾓﾝｺﾞﾒﾘ（村岡花子訳） 新潮社 1959.5 新潮文庫

1536 贋金［にせがね］つくり　上巻 ｱﾝﾄﾞﾚ･ｼﾞｲﾄﾞ（山内義雄訳） 新潮社 1952 新潮文庫 奥付部分破損。

1537 贋金つくり　下巻 ｱﾝﾄﾞﾚ･ｼﾞｲﾄﾞ（山内義雄訳） 新潮社 不明 新潮文庫 奥付部分破損。

1538 贋金つくりの日記 ｱﾝﾄﾞﾚ･ｼﾞｲﾄﾞ（堀口大学訳） 新潮社 1953.6 新潮文庫

1539 日常仏教語 岩本裕 中央公論社 1972.6 中公新書
51･52･83･86･87･92･
97･102･103

「遠藤蔵書」印あり。

1540
にっぽんのヒトラー東条英機―その等身大の生涯
と軍国日本　上巻

亀井宏 光人社 1981.6
p.12･22･95･110･190･232･240･250
に付箋の貼付あり。

1541
にっぽんのヒトラー東条英機―その等身大の生涯
と軍国日本　下巻

亀井宏 光人社 1981.6
p.74･151･159･163･172･207･208･
210･247･248･250･262･264に付箋
の貼付あり。

1542 二都物語　上巻 ﾃﾞｨｯｹﾝｽﾞ（佐々木直次郎訳） 新潮社 1951.9 新潮文庫

1543 二都物語　中巻 ﾃﾞｨｯｹﾝｽﾞ（佐々木直次郎訳） 新潮社 1951.9 新潮文庫

1544 二都物語　下巻 ﾃﾞｨｯｹﾝｽﾞ（佐々木直次郎訳） 新潮社 1951.10 新潮文庫 末尾

1545 ニヒリズム 西谷啓治
国際日本研究所発
行　創文社発売

1966.8
国際日本研究所「出版部開設に際
して」のﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ挟み込み。

1546 日本現代戯曲集Ⅲ 岩田豊雄編 新潮社 1964.2 新潮文庫

1547 日本建築の空間 井上充夫 鹿島研究所出版会 1969.6 SD選書 26･35･42･143･279

1548 日本国語大辞典　第一巻 日本大辞典刊行会編 小学館 1972.12 「ことばのまど」1、別冊付。

1549 日本国語大辞典　第二巻 日本大辞典刊行会編 小学館 1973.3 「ことばのまど」2付。

1550 日本国語大辞典　第三巻 日本大辞典刊行会編 小学館 1973.5 「ことばのまど」3付。

1551 日本国語大辞典　第四巻 日本大辞典刊行会編 小学館 1973.7 「ことばのまど」4付。

1552 日本国語大辞典　第五巻 日本大辞典刊行会編 小学館 1973.9 「ことばのまど」5付。

1553 日本国語大辞典　第六巻 日本大辞典刊行会編 小学館 1973.11 「ことばのまど」6付。

1554 日本国語大辞典　第七巻 日本大辞典刊行会編 小学館 1974.1 「ことばのまど」7付。

1555 日本国語大辞典　第八巻 日本大辞典刊行会編 小学館 1974.3 「ことばのまど」8付。

1556 日本国語大辞典　第九巻 日本大辞典刊行会編 小学館 1974.5 「ことばのまど」9付。

1557 日本国語大辞典　第十巻 日本大辞典刊行会編 小学館 1974.7 「ことばのまど」10付。

1558 日本国語大辞典　第十一巻 日本大辞典刊行会編 小学館 1974.9 「ことばのまど」11付。

1559 日本国語大辞典　第十二巻 日本大辞典刊行会編 小学館 1974.11 「ことばのまど」12付。

1560 日本国語大辞典　第十三巻 日本大辞典刊行会編 小学館 1975.1 「ことばのまど」13付。

1561 日本国語大辞典　第十四巻 日本大辞典刊行会編 小学館 1975.3 「ことばのまど」14付。

1562 日本国語大辞典　第十五巻 日本大辞典刊行会編 小学館 1975.5 「ことばのまど」15付。

1563 日本国語大辞典　第十六巻 日本大辞典刊行会編 小学館 1975.7 「ことばのまど」16付。

1564 日本国語大辞典　第十七巻 日本大辞典刊行会編 小学館 1975.9 「ことばのまど」17付。

1565 日本国語大辞典　第十八巻 日本大辞典刊行会編 小学館 1975.11 「ことばのまど」18付。

1566 日本国語大辞典　第十九巻 日本大辞典刊行会編 小学館 1976.1 「ことばのまど」19付。

1567 日本国語大辞典　第二十巻 日本大辞典刊行会編 小学館 1976.3 「ことばのまど」20付。

1568 日本語の世界13　小説の日本語 野口武彦 中央公論社 1980.12 「付録」3付。

1569
日本語の履歴書―間違えやすいことばの語源と使
い方

井口樹生 講談社 1987.9 遠藤周作宛ての著者ｻｲﾝ入り。

1570 日本語をさかのぼる 大野晋 岩波書店 1974.11 岩波新書
7･10･11･13･153･154･
156･157･171･172･
187･188･197･201･204

1571 日本史探訪１　日本人の原像 角川書店編 角川書店 1983.2 角川文庫

1572 日本史探訪２ 　古代王国の謎 角川書店編 角川書店 1983.8 角川文庫

1573 日本史探訪14　江戸期の芸術家と豪商 角川書店編 角川書店 1984.12 角川文庫

1574 日本史探訪20　幕末に散った火花 角川書店編 角川書店 1985.6 角川文庫

1575 日本人と宗教　親鸞―その栄光と挫折 笠原一男 実業之日本社 1966.12 実日新書ｶﾙﾁｭｱ
75･76･80･84･86～88･
115･116･118

1576 日本人のイメージ構造 岡田晋 中央公論社 1972.3 中公新書

1577 日本人の顔―図像から文化を読む 山折哲雄 日本放送出版会 1986.5 NHKﾌﾞｯｸｽ
78･79･185･187･190･
191･197･222

1578 日本人の心の歴史　上 唐木順三 筑摩書房 1970.2 筑摩総合大学

1579 日本人の心の歴史　下 唐木順三 筑摩書房 1970.8 筑摩総合大学

1580 日本人の死生観　下
加藤周一、M･ﾗｲｼｭ、R･J･ﾘﾌﾄﾝ
（矢島翠訳）

岩波書店 1977.10 岩波新書

1581 日本人の死に方 飯野史郎 かんき出版 1977.10 かんきﾌﾞｯｸ

1582 日本人の信仰心 磯部忠正 講談社 1983.11 講談社現代新書 135･136･140･142

1583 日本中世唯識［ゆいしき］仏教史 富貴原章信 大東出版社 1975.2

1584 日本彫刻史 ｳｫｰﾅｰ（宇佐見英治訳） みすず書房 1956.10

1585 日本デザイン論 伊藤ていじ 鹿島研究所出版会 1966.2 SD選書
34･36･37･41･43･49･
51･63･66･139･154･
157･158･166･200･213

1586 日本デザイン論 伊藤ていじ 鹿島研究所出版会 1966.2 SD選書 135

1587 日本の街道１　風かけるみちのく 渡辺信夫他 集英社 1981.7 「日本の街道1ｶﾞｲﾄﾞ」付。

1588 日本の街道２　江戸への道 児玉幸多他 集英社 1981.5 「日本の街道2ｶﾞｲﾄﾞ」付。

1589 日本の街道４　山なみ遙か歴史の道 林英夫他 集英社 1981.2 63･64 「日本の街道4ｶﾞｲﾄﾞ」付。

1590 日本の街道５　京への道 原田伴彦他 集英社 1981.4 75 「日本の街道5ｶﾞｲﾄﾞ」付。

1591 日本の街道７　海光る瀬戸内・四国 山本大他 集英社 1981.10 「日本の街道7ｶﾞｲﾄﾞ」付。

1592 日本の街道８　日燃ゆる九州 丸山雍成他 集英社 1981.6 「日本の街道8ｶﾞｲﾄﾞ」付。

1593 日本の合戦２　南北朝の争乱 桑田忠親編 人物往来社 1965.6

1594 日本の合戦３　群雄割拠（上） 桑田忠親編 人物往来社 1965.7

1595 日本の合戦５　織田信長 桑田忠親編 人物往来社 1965.8
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1596 日本の古典③「道」―中世の理念 小西甚一 講談社 1975.7 講談社現代新書
中扉･42～45･48･53･
65

著者謹呈のしおり入り。

1597 日本の古典③「道」―中世の理念 小西甚一 講談社 1975.7 講談社現代新書
中扉･43～45･48･50･
61･62･156･157

1598 日本の詩歌１　島崎藤村 島崎藤村 中央公論社 1967.9
「付録」1付。中央公論社謹呈の
しおり入り。

1599 日本の思想３　親鸞集 増谷文雄編 筑摩書房 1968.12
5･8･30･33･253～255･
284･289･309･398

1600 日本のシャーマニズム 堀一郎 講談社 1971.7 講談社現代新書
88～90･102･150･153･
158･160･194･195･
217･223･227

田中真紀子名刺（遠藤宛てに「ﾒﾅ
ﾑの日本人」への招待を謝す旨の
書込みあり）挟み込み。

1601 日本の城下町３　関東 第二ｱｰﾄｾﾝﾀｰ編 ぎょうせい 1981.11 編集協力：遠藤周作他。

1602 日本の城下町４　甲信越 第二ｱｰﾄｾﾝﾀｰ編 ぎょうせい 1981.7 箱･目次･7･145 編集協力：遠藤周作他。

1603 日本の城下町５　東海 第二ｱｰﾄｾﾝﾀｰ編 ぎょうせい 1981.5 編集協力：遠藤周作他。

1604 日本の城下町６　北陸 第二ｱｰﾄｾﾝﾀｰ編 ぎょうせい 1981.9 編集協力：遠藤周作他。

1605 日本の城下町７　近畿（一） 第二ｱｰﾄｾﾝﾀｰ編 ぎょうせい 1981.4 編集協力：遠藤周作他。

1606 日本の城下町８　近畿（二） 第二ｱｰﾄｾﾝﾀｰ編 ぎょうせい 1981.6 編集協力：遠藤周作他。

1607 日本の城下町９　中国 第二ｱｰﾄｾﾝﾀｰ編 ぎょうせい 1981.2 編集協力：遠藤周作他。

1608 日本の城下町10　四国 第二ｱｰﾄｾﾝﾀｰ編 ぎょうせい 1981.12 編集協力：遠藤周作他。

1609 日本の城下町11　九州（一） 第二ｱｰﾄｾﾝﾀｰ編 ぎょうせい 1981.8 編集協力：遠藤周作他。

1610 日本の城下町12　九州（二）・沖縄 第二ｱｰﾄｾﾝﾀｰ編 ぎょうせい 1981.10 編集協力：遠藤周作他。

1611 日本の庭園 田中正大 鹿島研究所出版会 1967.12 SD選書

1612 日本の庭園 田中正大 鹿島研究所出版会 1967.12 SD選書

1613 日本の伝統４　茶の湯 ｼﾞｮﾝ･ﾔﾝｸﾞ、永島福太郎
淡交新社発行
淡交社発売

1968.1 85
「芸林（月報4）」付。見返しに
「清苑」の墨書あり。

1614 日本の美術４　法隆寺 水野清一 平凡社 1965.8

1615 日本の美術５　東大寺の大仏 小林剛 平凡社 1964.5

1616 日本の美術８　密教の美術 佐和隆研 平凡社 1964.8

1617 日本の武将26　太田道灌 勝守すみ 人物往来社 1966.8

1618 日本の文学39　葉山嘉樹・小林多喜二・徳永直 葉山嘉樹、小林多喜二、徳永直 中央公論社 1970.3 「付録」73付。

1619 日本の名城と城址 日本城郭協会編著 社会思想社 1963.10 現代教養文庫

1620 日本の名著10　世阿弥 山崎正和編 中央公論社 1983.9 中公ﾊﾞｯｸｽ 見返し･74･75･79･155 「付録」10付。

1621
日本の名椀一〇〇（サントリー美術館開館25周年
記念）

ｻﾝﾄﾘｰ美術館 1986
招待券・ｻﾝﾄﾘｰ美術館ﾆｭｰｽなど挟
み込み。

1622 日本の幽霊―身辺の民俗と文学 池田弥三郎 中央公論社 1959.6

1623 日本の歴史４　平安京 北山茂夫 中央公論社 1965.5

1624 日本の歴史11　戦国大名 杉山博 中央公論社 1965.12 60 「付録」付。

1625 日本の歴史12　天下一統 林屋辰三郎 中央公論社 1966.1

1626 日本の歴史13　江戸開府 辻達也 中央公論社 1966.2

1627 日本の歴史14　鎖国 岩生成一 中央公論社 1966.3
「付録」（遠藤周作・岩生成一
「対談ﾖｰﾛｯﾊﾟと日本の激突」収
録）付。

1628 日本の歴史15　大名と百姓 佐々木潤之介 中央公論社 1966.4 「付録」「用語解説」付。

1629 日本の歴史16　元禄時代 児玉幸多 中央公論社 1966.5

1630 日本の歴史17　町人の実力 奈良本辰也 中央公論社 1966.6

1631 日本の歴史18　幕藩制の苦悶 北島正元 中央公論社 1966.7 「付録」付。

1632 日本の歴史19　開国と攘夷 小西四郎 中央公論社 1966.8

1633 日本の歴史20　明治維新 井上清 中央公論社 1966.9 「付録」付。

1634 日本の歴史21　近代国家の出発 色川大吉 中央公論社 1966.10 「付録」付。

1635 日本の歴史22　大日本帝国の試煉 隅谷三喜男 中央公論社 1966.11 「付録」付。

1636 日本の歴史23　大正デモクラシー 今井清一 中央公論社 1966.12 「付録」付。

1637 日本の歴史23　大正デモクラシー 今井清一 中央公論社 1971.10 中公ﾊﾞｯｸｽ

1638 日本の歴史24　ファシズムへの道 大内力 中央公論社 1967.1 「付録」付。

1639 日本の歴史24　ファシズムへの道 大内力 中央公論社 1971.10 中公ﾊﾞｯｸｽ

1640 日本の歴史25　太平洋戦争 林茂 中央公論社 1967.2 「付録」付。

1641 日本の歴史25　太平洋戦争 林茂 中央公論社 1971.11 中公ﾊﾞｯｸｽ 213･219･234･年表 「付録」付。

1642 日本の歴史26　よみがえる日本 蠟山政道 中央公論社 1967.3 「付録」付。

1643 日本の歴史　別巻１　図録 原始から平安 井上光貞、竹内理三編 中央公論社 1967.5
「付録」「全二十六巻正誤表」
付。

1644 日本の歴史　別巻１　図録 原始から平安 井上光貞、竹内理三編 中央公論社 1967.5
「付録」「全二十六巻正誤表」
付。

1645 日本の歴史　別巻２　図録 鎌倉から戦国 井上光貞、竹内理三編 中央公論社 1967.6 「付録」付。

1646 日本の歴史　別巻２　図録 鎌倉から戦国 井上光貞、竹内理三編 中央公論社 1967.6 「付録」付。

1647 日本の歴史　別巻３　図録 織豊から幕末 児玉幸多編 中央公論社 1967.7 「付録」付。

1648 日本の歴史　別巻４　図録 維新から現代 小西四郎、林茂編 中央公論社 1967.8 「付録」付。

1649 日本の歴史　別巻５　図録 年表・地図 児玉幸多編 中央公論社 1967.9 「付録」付。

1650 日本の歴史１　倭国の誕生 直木孝次郎 小学館 1973.10 「月報」1付。

1651 日本の歴史２　大王の世紀 上田正昭 小学館 1973.12 「月報」2付。

1652 日本の歴史３　飛鳥の朝廷 井上光貞 小学館 1974.1 「月報」3付。

1653 日本の歴史４　律令国家 早川庄八 小学館 1974.2 「月報」4付。

1654 日本の歴史５　古代豪族 青木和夫 小学館 1974.5 「月報」5付。

1655 日本の歴史６　摂関時代 坂本賞三 小学館 1974.4

1656 日本の歴史７　院政と平民 安田元八 小学館 1974.6 「月報」7付。

1657 日本の歴史８　王朝貴族 村井康彦 小学館 1974.7 「月報」8付。

1658 日本の歴史９　鎌倉幕府 大山喬平 小学館 1974.8
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1659 日本の歴史10　蒙古襲来 網野善彦 小学館 1974.9 「月報」10付。

1660 日本の歴史11　南北朝内乱 佐藤和彦 小学館 1974.11 「月報」11付。

1661 日本の歴史12　中世武士団 石井進 小学館 1974.12 33･62･274 「月報」12付。

1662 日本の歴史13　室町幕府 佐々木銀弥 小学館 1975.1 51･137･160･218

1663 日本の歴史14　戦国の動乱 永原慶二 小学館 1975.2 「月報」14付。

1664 日本の歴史15　織田・豊臣政権 藤木久志 小学館 1975.3

37･38･122･175･176･
184･188～191･202･
208･211･212･215･
237･242･243･259･
312･313･355･357･
382･383

「月報」15付。

1665 日本の歴史16　江戸幕府 北島正元 小学館 1975.4 18･19･24･28･31

1666 日本の歴史21　町人 中井信彦 小学館 1975.10 「月報」21付。

1667 日本の歴史22　天保改革 津田秀夫 小学館 1975.11 「月報」22付。

1668 日本の歴史23　開国 芝原拓自 小学館 1975.12 「月報」23付。

1669 日本の歴史24　明治維新 田中彰 小学館 1976.2 206 「月報」24付。

1670 日本の歴史25　自由民権 永井秀夫 小学館 1976.3 「月報」25付。

1671 日本の歴史26　日清・日露 宇野俊一 小学館 1976.4 「月報」26付。

1672 日本の歴史27　大正デモクラシー 鹿野政直 小学館 1976.5 「月報」27付。

1673 日本の歴史30　十五年戦争 伊藤隆 小学館 1976.8 64･398･400･401 「月報」30付。

1674 日本美術の特質（第二版） 矢代幸雄 岩波書店 1943.4

本文520・521・553・
554・558・560・
576・578・580・
588・590・591

本文・図録の2分冊。

1675 日本美の意匠 水尾比呂志 鹿島研究所出版会 1971.6 SD選書
71～75･130･141･142･
224･231･233～235･
237･238

1676 日本美の構造―東洋画論に求める 吉村貞司 三彩社 1970.6 104

1677 日本美の心理 桂広介 誠信書房 1968.5 36･38

1678 日本美の特質 吉村貞司 鹿島研究所出版会 1967.10 SD選書

57･58･73･87･88･90･
92･97･178･182･184･
190･195･217･222･
226･230･233

1679 日本仏教思想論序説 山折哲雄 講談社 1985.11 講談社学術文庫

1680 日本文学全集２　源氏物語　下巻 与謝野晶子訳 河出書房新社 1965.7 「しおり」（2）付。

1681 日本文学全集３　王朝日記随筆集 井上靖他訳 河出書房新社 1965.11 「しおり」（6）付。

1682 日本文学全集４　平家物語 中山義秀訳 河出書房新社 1967.5 「しおり」（24）付。

1683 日本文学全集５　西鶴集 里見弴他訳 河出書房新社 1966.7 「しおり」（14）付。

1684 日本文学全集６　古典詩歌集 山本健吉、池田弥三郎 河出書房新社 1966.12 356

1685 日本文学全集８　島崎藤村集 島崎藤村 河出書房新社 1965.12 「しおり」（7）付。

1686 日本文学全集13　武者小路実篤集 武者小路実篤 河出書房新社 1965.10 「しおり」（5）付。

1687 日本文学全集14　志賀直哉集 志賀直哉 河出書房新社 1966.6 「しおり」（13）付。

1688 日本文学全集15　山本有三集 山本有三 河出書房新社 1966.3 「しおり」（10）付。

1689 日本文学全集16　芥川龍之介集 芥川龍之介 河出書房新社 1965.9 「しおり」（4）付。

1690 日本文学全集18　川端康成集 川端康成 河出書房新社 1966.1 「しおり」（8）付。

1691 日本文学全集19　井伏鱒二集 井伏鱒二 河出書房新社 1967.6 「しおり」（25）付。

1692 日本文学全集20　林芙美子集 林芙美子 河出書房新社 1966.2 「しおり」（9）付。

1693 日本文学全集25　石坂洋次郎集 石坂洋次郎 河出書房新社 1966.4

「しおり」（11）（石坂洋次郎・
遠藤周作「対談｢若い人｣を書いた
ころ」収録）付。解説：遠藤周
作。

1694 日本文学全集25　石坂洋次郎集 石坂洋次郎 河出書房新社 1966.4

「しおり」（11）（石坂洋次郎・
遠藤周作「対談｢若い人｣を書いた
ころ」収録）付。解説：遠藤周
作。

1695 日本文学全集28　井上靖集 井上靖 河出書房新社 1966.8 「しおり」（15）付。

1696 日本文学全集29　現代詩歌集 村野四郎編 河出書房新社 1966.5 「しおり」（12）付。

1697 日本文学と西洋文学
ｱﾙﾏﾝﾄﾞ･ﾏﾙﾃｨﾝｽ･ｼﾞｬﾈｲﾗ（亀井俊
介、新倉朗子、亀井規子訳）

集英社 1974.5
p.166～173･184･185･235･236･
247･248遠藤周作関係。

1698 日本文学の“素材” 池田弥三郎著　池田光編 日本放送出版協会 1968.6

1699 日本文化と精神構造 藍沢鎮雄 太陽出版 1975.4 ﾛｺﾞｽ選書
第九章「日本人のｷﾘｽﾄ教体験―遠
藤周作氏のｲｴｽ像をめぐって」。

1700 日本冒険　第二巻　太陽の輪廻 梅原猛 角川書店 1988.12 角川書店検定のしおり入り。

1701
日本名著全集　江戸文芸之部　第六巻　浄瑠璃名
作集　上

日本名著全集刊行会編
日本名著全集刊行
会

1927.12 非売品。

1702
日本名著全集　江戸文芸之部　第九巻　浮世草子
集

日本名著全集刊行会編
日本名著全集刊行
会

1928.4
特別通信「書物愛」第19号付。非
売品。

1703
日本名著全集　江戸文芸之部　第十一巻　黄表紙
廿五種

日本名著全集刊行会編
日本名著全集刊行
会

1926.10 非売品。

1704
日本名著全集　江戸文芸之部　第十二巻　洒落本
集

日本名著全集刊行会編
日本名著全集刊行
会

1929.4 非売品。

1705
日本名著全集　江戸文芸之部　第十四巻　滑稽本
集

日本名著全集刊行会編
日本名著全集刊行
会

1927.1
非売品。p.401～404ページ中央に
切り込みあり。

1706
日本名著全集　江戸文芸之部　第十五巻　人情本
集

日本名著全集刊行会編
日本名著全集刊行
会

1928.12 143･158･166 非売品。

1707
日本名著全集　江戸文芸之部　廿二巻　膝栗毛其
他　上

日本名著全集刊行会編
日本名著全集刊行
会

1927.9 14･16･17･29 非売品。

1708
日本名著全集　江戸文芸之部　廿七巻　俳文俳句
集

日本名著全集刊行会編
日本名著全集刊行
会

1928.12
特別通信「書物愛」第22号付。非
売品。

1709
日本名著全集　江戸文芸之部　第廿八巻　歌謡音
曲集

日本名著全集刊行会編
日本名著全集刊行
会

1929.11
特別通信「書物愛」第30号付。非
売品。
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1710 日本名著全集　江戸文芸之部　附録　索引 日本名著全集刊行会編
日本名著全集刊行
会

1929.12 奥付上 非売品。

1711 日本歴史「古記録」総覧　古代・中世篇 橋本義彦他 新人物往来社 1990.12

1712 日本歴史「古記録」総覧　近世篇 高木昭作他 新人物往来社 1990.12

1713 日本歴史地名大系20　長野県の地名 一志茂樹監修 平凡社 1979.11
長野県全図、「歴史地名通信」2
付。

1714 日本歴史の旅（上）東北・関東・甲信越 泰山哲之 社会思想社 1962.11 現代教養文庫

1715 日本歴史の旅（中） 泰山哲之 社会思想社 1962.12 現代教養文庫

1716 日本歴史の旅（下） 泰山哲之 社会思想社 1963.2 現代教養文庫

1717 日本を決定した百年 吉田茂 日本経済新聞社 1967.6

1718 入門 人類の起源 ﾘﾁｬｰﾄﾞ･ﾘｰｷｰ（岩本光雄訳） 新潮社 1987.6 新潮文庫

1719 ニューマン著作集　第一巻　アポロギア（上） ﾆｭｰﾏﾝ（巽豊彦訳） ｴﾝﾃﾞﾙﾚ書店 1948.11
「ﾆｭｰﾏﾝｸﾗﾌﾞ」付。遠藤周作宛て
の訳者ｻｲﾝ入り。

1720 ニューヨーク読本Ⅰ―ニューヨークを知る 常盤新平選　日本ﾍﾟﾝｸﾗﾌﾞ編 福武書店 1986.7 福武文庫 福武書店謹呈のしおり入り。

1721 ニューヨーク読本Ⅱ―ニューヨークを歩く 常盤新平選　日本ﾍﾟﾝｸﾗﾌﾞ編 福武書店 1986.7 福武文庫

1722 ニューヨーク東８番街の奇跡 ｳｪｲﾗﾝﾄﾞ･ﾄﾞﾙｰ（黒丸尚訳） 新潮社 1987.11 新潮文庫

1723 如是閑文芸選集４　戯曲・紀行 長谷川如是閑 岩波書店 1991.2 「月報」4付。

1724 人形の家 ｲﾌﾟｾﾝ（矢崎源九郎訳） 新潮社 1953.8 新潮文庫

1725 人間ぎらい ﾓﾘｴｰﾙ（内藤濯訳） 新潮社 1952.3 新潮文庫

1726 人間・この劇的なるもの 福田恒存 新潮社 1960.8 新潮文庫 39

1727 人間的な、あまりに人間的な　下巻 ﾆｰﾁｪ（阿部六郎訳） 新潮社 1958.2 新潮文庫

1728 人間について 司馬遼太郎、山村雄一（対談） 平凡社 1983.7

1729 人間について ﾎﾞｰｳﾞｫﾜｰﾙ（青柳瑞穂訳） 新潮社 1955.6 新潮文庫

1730 人間の絆Ⅰ ｻﾏｾｯﾄ・ﾓｰﾑ（中野好夫訳） 新潮社 1959.7 新潮文庫

1731 人間の絆Ⅱ ｻﾏｾｯﾄ・ﾓｰﾑ（中野好夫訳） 新潮社 1959.10 新潮文庫

1732 人間の条件　上巻 ﾏﾙﾛｵ（小松清、新庄嘉章訳） 新潮社 1951.8 新潮文庫

1733 人間の条件　下巻 ﾏﾙﾛｵ（小松清、新庄嘉章訳） 新潮社 1951.9 新潮文庫

1734 人間の世界歴史11　革命とロマンの世紀 金沢誠 三省堂 1982.5 著者謹呈のしおり入り。

1735 人間の土地 ｻﾝ･ﾃｸｼﾞｭﾍﾟﾘ（堀口大学訳） 新潮社 1955.4 新潮文庫 末尾

1736 人間を求めて 石田英一郎 角川書店 1968.5

1737 ヌバ ﾚﾆ･ﾘｰﾌｪﾝｼｭﾀｰﾙ（福井勝義訳） 新潮社 1986.5 新潮文庫
新潮社「乞御高評」のしおり入
り。

1738 眠れぬ夜のために　上巻 ﾋﾙﾃｨ（樺俊雄訳） 新潮社 1959.9 新潮文庫

1739 能―神と乞食の芸術 戸井田道三 毎日新聞社 1964.11
29･39･49～51･53･
172･173･180･216

1740 ノヴァ急報 ｳｨﾘｱﾑ・S・ﾊﾞﾛｳｽﾞ（諏訪優訳） ｻﾝﾘｵ 1978.7 ｻﾝﾘｵSF文庫

1741 能修業七十年 鵜沢勇三 河出書房新社 1982.5

1742 能の面［おもて］ 鈴木慶雲 わんや書店 1960.12

1743 能の表現―その逆説の美学 増田正造 中央公論社 1971.8 中公新書

中扉・9・15・20・
22・30・31・44・
46・64・69・70・
86・88・96・114・
122

1744 能面入門
金春信高、増田正造、北沢三次
郎

平凡社 1984.10 21・25

1745 野鴨 ｲﾌﾟｾﾝ（矢崎源九郎訳） 新潮社 1954.3 新潮文庫

1746 残されたネガフィルム ﾀﾞﾗｽ・ﾏｰﾌｨｰ（石田善彦訳） 新潮社 1988.7 新潮文庫

1747 信長の手紙 桑田忠親 文芸春秋新社 1960.2

見返し・目次・160・
170・177・178・
181・185・186・
190193・195・197・
203～206・208～
211・213・215・
222・223・227～
232・234・240・
243・265・267～
270・272・273

1748 ノーベル賞―二十世紀の普遍言語 矢野暢 中央公論社 1988.11 中公新書 著者謹呈のしおり入り。

1749 野間省一伝 野間省一伝編纂室編 講談社 1996.7
ＣＤ付。非売品。講談社挨拶状挟
み込み。

1750 ノルマンディー号爆破
ﾚﾅｰﾄﾞ･ｻﾝﾀﾞｰｽ（水野谷とおる
訳）

角川書店 1985.4 角川文庫

1751 呪われし地［ロキ］
ｸﾗｰｸ・ｱｼｭﾄﾝ・ｽﾐｽ（小倉多加志
訳）

国書刊行会 1986.4

1752 呪われた中庭 ｲｳﾞｫ・ｱﾝﾄﾞﾘｯﾁ（栗原成郎訳） 恒文社 1983.9
遠藤周作宛て訳者謹呈のしおり入
り。

1753 ノンフィクション全集10　迷宮の発掘他 ｺｯﾄﾚﾙ他（高津久美子他訳） 筑摩書房 1974.11

1754 背教者の系譜―日本人とキリスト教 武田清子 岩波書店 1973.6 岩波新書 p.4～6遠藤周作への言及あり。

1755 俳句の上達法 鷹羽狩行 講談社 1988.1 講談社現代新書 著者謹呈のしおり入り。

1756 ハイテク・トーキング
ﾊﾜｰﾄﾞ･ﾗｲﾝｺﾞｰﾙﾄﾞ、ﾊﾜｰﾄﾞ･ﾘｳﾞｧｲ
ﾝ（酒井昭伸訳）

新潮社 1989.5 新潮文庫

1757 背徳者 ｱﾝﾄﾞﾚ・ｼﾞｲﾄﾞ（石川淳訳） 新潮社 1951.12 新潮文庫

1758 ハイネ詩集 ﾊｲﾈ（片山敏彦訳） 新潮社 1951.2 新潮文庫

1759 バイロン詩集 ﾊﾞｲﾛﾝ（阿部知二訳） 新潮社 1951.1 新潮文庫

1760 ハインライン傑作集４　時の門
ﾛｰﾊﾞｰﾄ･A･ﾊｲﾝﾗｲﾝ（福島正実他

訳）
早川書房 1985.8 ﾊﾔｶﾜ文庫

1761 パウロ・親鸞＊イエス・禅 八木誠一 法蔵館 1983.7 法蔵選書

中扉裏・34・36・
39・40・44・45・51
～53・60～62・66・
72・73・113・114・
146～148・152

1762 バウンティ号の反乱
C・ﾉｰﾄﾞﾎﾌ、J・ﾉｰﾏﾝ・ﾎｰﾙ（白
石佑光訳）

新潮社 1963.3 新潮文庫
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1763 蠅の王
ｳｨﾘｱﾑ･ｺﾞｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ（平井正穂
訳）

新潮社 1975.3 新潮文庫 中扉・237・238・249

1764 覇王の家　前編 司馬遼太郎 新潮社 1973.10

1765 萩原朔太郎 磯田光一 講談社 1987.10 著者謹呈のしおり入り。

1766 爆殺回路
ﾌﾗﾝｼｽ･ｸﾘﾌｫｰﾄﾞ（吉野美恵子
訳）

角川書店 1984.1

1767 爆殺回路
ﾌﾗﾝｼｽ･ｸﾘﾌｫｰﾄﾞ（吉野美恵子
訳）

角川書店 1984.1

1768 白村江―敗戦始末記と薬師寺の謎 鈴木治 学生社 1972.12
46・47・56・60・
61・63

1769 白痴　上巻 ﾄﾞｽﾄｴﾌｽｷｰ（小沼文彦訳） 新潮社 1951.5 新潮文庫

1770 白痴　中巻 ﾄﾞｽﾄｴﾌｽｷｰ（小沼文彦訳） 新潮社 1951.6 新潮文庫

1771 白痴　下巻 ﾄﾞｽﾄｴﾌｽｷｰ（小沼文彦訳） 新潮社 1951.8 新潮文庫

1772 爆発した切符
ｳｨﾘｱﾑ・S・ﾊﾞﾛｳｽﾞ（飯田隆昭
訳）

ｻﾝﾘｵ 1979.1 ｻﾝﾘｵSF文庫

1773 博物誌 ﾙﾅｰﾙ（岸田国士訳） 新潮社 1954.4 新潮文庫

1774 白墨の男 ｶﾄﾘｰﾇ･ｱﾙﾚｰ（安堂信也訳） 東京創元社 1982.12 創元推理文庫

1775 幕末明治女百話 篠田鉱造（小西四郎解説） 角川書店 1971.3 角川選書

1776 白楽天 片山哲 岩波書店 1956.12 岩波新書

1777 箱根の坂（上） 司馬遼太郎 講談社 1984.4

1778 箱根の坂（中） 司馬遼太郎 講談社 1984.5

1779 箱根の坂（下） 司馬遼太郎 講談社 1984.6

1780 橋ものがたり 藤沢周平 新潮社 1983.4 新潮文庫

1781 馬上少年過ぐ 司馬遼太郎 新潮社 1970.8

1782 バスク、真夏の死 ﾄﾚｳﾞｪﾆｱﾝ（町田康子訳） 角川書店 1986.11 角川文庫

1783 ハスラー２ ｳｫﾙﾀｰ・ﾃｳﾞｨｽ（沢川進訳） 角川書店 1986.11 角川文庫 角川書店謹呈のしおり入り。

1784 二十歳のエチュード 原口統三 角川書店 1952.6 角川文庫

1785 ８１３［はちいちさん］（ルパン傑作集Ⅰ） ﾓｰﾘｽ･ﾙﾌﾞﾗﾝ（堀口大学訳） 新潮社 1959.5 新潮文庫

1786 ８フィートの週末 片岡義男 新潮社 1983.6 新潮文庫

1787 二十日鼠と人間 ｽﾀｲﾝﾍﾞｯｸ（大門一男訳） 新潮社 1953.10 新潮文庫

1788 ハックスレー短篇集 ﾊｯｸｽﾚｰ（太田稔訳） 新潮社 1961.2 新潮文庫

1789 発掘―土中に埋もれた歴史の謎 樋口清之 学生社 1963.12

1790 バック・トゥ・ザ・フューチャー ｼﾞｮｰｼﾞ･ｶﾞｲﾌﾟ（山田順子訳） 新潮社 1985.9 新潮文庫
新潮社「乞御高評」のしおり入
り。

1791 バック・トゥ・ザ・フューチャー２
ｸﾚｲｸﾞ･S･ｶﾞｰﾄﾞﾅｰ（山田順子
訳）

新潮社 1989.11 新潮文庫
新潮社「乞御高評」のしおり入
り。

1792 バック・トゥ・ザ・フューチャー３
ｸﾚｲｸﾞ･S･ｶﾞｰﾄﾞﾅｰ（山田順子
訳）

新潮社 1990.6 新潮文庫
新潮社「乞御高評」のしおり、書
評担当者宛ての新潮文庫編集部依
頼文挟み込み。

1793 はつ恋 ﾂﾙｹﾞｰﾈﾌ（神西清訳） 新潮社 1952.12 新潮文庫

1794 八点鐘が鳴る時 ｱﾘｽﾃｱ・ﾏｸﾘｰﾝ（矢野徹訳） 早川書房 1971.12

1795 ハーディ短篇集 ﾊｰﾃﾞｨ（河野一郎訳） 新潮社 1957.12 新潮文庫

1796 花―美への行動と日本文化 西山松之助 日本放送出版協会 1969.10

1797 花暦八笑人［はなごよみはっしょうじん］（下） 瀧亭鯉丈他（興津要校注） 講談社 1982.3 講談社文庫

1798 花と果実 石坂洋次郎 講談社 1967.8

1799 花と余情―能の世界 馬場あき子 淡交社 1975.10 見返し・89

1800 ハナの差 ｴｳﾞｧﾝ・ﾊﾝﾀｰ（森崎潤一郎訳） 早川書房 1972.4

1801 パノラマ世界の歴史
ﾌﾟﾗﾝﾀｼﾞﾈｯﾄ・S・ﾌﾗｲ（樺山紘一
監訳）

講談社 1996.3

1802 母なるもの 遠藤周作 新潮社 1975.8 新潮文庫

1803 母への手紙 ﾌｨﾘｯﾌﾟ（山内義雄訳） 新潮社 1954.8 新潮文庫

1804 パーフェクト・スパイ（上） ｼﾞｮﾝ･ﾙ･ｶﾚ（村上博基訳） 早川書房 1967.4 人名等のﾒﾓ1枚挟み込み。

1805 パーフェクト・スパイ（下） ｼﾞｮﾝ･ﾙ･ｶﾚ（村上博基訳） 早川書房 1967.4
新聞記事（1987年7月、防衛技術
漏洩関係）挟み込み。

1806 ハムレット ｼｪｲｸｽﾋﾟｱ（本多顕彰訳） 新潮社 1952.11 新潮文庫

1807 ハメット ｼﾞｮｰ･ｺﾞｱｽﾞ（稲葉明雄訳） 角川書店 1985.9 角川文庫

1808 破滅への道程―原爆と第二次世界大戦 ﾏｰﾃｨﾝ･J･ｼｬｰｳｨﾝ（加藤幹雄訳） TBSﾌﾞﾘﾀﾆｶ 1978.8 353

1809 林海峰推理教室（「囲碁クラブ」368号付録） 日本棋院 1985.2

1810 パリ陥落　上巻 ｴﾚﾝﾌﾞﾙｸﾞ（工藤精一郎訳） 新潮社 1961.1 新潮文庫

1811 パリ陥落　中巻 ｴﾚﾝﾌﾞﾙｸﾞ（工藤精一郎訳） 新潮社 1961.1 新潮文庫

1812 パリ陥落　下巻 ｴﾚﾝﾌﾞﾙｸﾞ（工藤精一郎訳） 新潮社 1961.2 新潮文庫

1813 玻璃紅燈［はりこうとう］ 小門勝二 （私家版） 1963.1
著者ｻｲﾝ入り（奥付ﾍﾟｰｼﾞ）。限定
800部の内491番。

1814 パリの女探偵 ｼﾞｬﾆｽ・ﾛｳ（隅田たけ子訳） 角川書店 1983.3

1815 針の眼 ｹﾝ・ﾌｫﾚｯﾄ（鷺村達也訳） 早川書房 1978

1816 バルザック―天才と俗物の間 霧生和夫 中央公論社 1978.3 中公新書 76・81

1817 春の嵐 ﾍﾙﾏﾝ・ﾍｯｾ（高橋健二訳） 新潮社 1950.12 新潮文庫

1818 春の水 ﾂﾙｹﾞｰﾈﾌ（原久一郎訳） 新潮社 1952.6 新潮文庫

1819 春の夜航 三浦哲郎 講談社 1985.4 遠藤周作宛ての著者ｻｲﾝ入り。

1820 春は馬車に乗って 遠藤周作 文芸春秋 1992.4 文春文庫

1821 バルバロッサ・レッド ﾃﾞﾆｽ･ｼﾞｮｰﾝｽﾞ（水上峰雄訳） 新潮社 1990.4 新潮文庫
新潮社「乞御高評」のしおり、書
評担当者宛ての新潮文庫編集部依
頼文挟み込み。

1822 パルムの僧院　下巻 ｽﾀﾝﾀﾞｰﾙ（大岡昇平訳） 新潮社 1951.3 新潮文庫

1823
ハレー彗星フィーバー―凶星がもたらす世紀末の
恐怖

ﾄﾞﾅﾙﾄﾞ･ｸﾞﾛｯﾌﾟﾏﾝ（小中陽太郎
訳）

ｻﾝｹｲ出版 1986.2
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1824 バロック協奏曲 ｱﾚｯﾎ・ｶﾙﾍﾟﾝﾃｨｴｰﾙ（鼓直訳） ｻﾝﾘｵ 1979.5 ｻﾝﾘｵSF文庫

1825 ハワード・ザ・ダックー―暗黒魔王の陰謀 E・ｳｪｲﾅｰ（平尾圭吾訳） 新潮社 1986.10 新潮文庫

1826 晩秋　上巻 ｳｨﾘｱﾑ･ｳｫｰﾄﾝ（雨沢泰訳） 新潮社 1990.3 新潮文庫
書評担当者宛ての新潮文庫編集部
依頼文挟み込み。

1827 晩秋　下巻 ｳｨﾘｱﾑ･ｳｫｰﾄﾝ（雨沢泰訳） 新潮社 1990.3 新潮文庫

1828 パンセ（冥想録　上巻） ﾊﾟｽｶﾙ（津田穣訳） 新潮社 1952.1 新潮文庫

1829 パンセ（冥想録　下巻） ﾊﾟｽｶﾙ（津田穣訳） 新潮社 1952.2 新潮文庫

1830 ハンター ｼﾞｪﾘｨ･ﾓｰｽﾞﾘｰ（飯島宏訳） 新潮社 1987.4 新潮文庫

1831 パンツをはいたサル―人間は、どういう生物か 栗本慎一郎 光文社 1981.4 ｶｯﾊﾟ・ｻｲｴﾝｽ 遠藤蔵書印あり。

1832 パンドラ抹殺文書 ﾏｲｹﾙ･ﾊﾞｰ=ｿﾞｳﾊｰ（広瀬順弘訳） 早川書房 1981.6 ﾊﾔｶﾜ文庫 中扉

1833 般若心経・金剛般若経 中村元、紀野一義訳註 岩波書店 1960.7 岩波文庫

1834 「般若心経」を解く―禅とキリスト教の対話 秋月龍珉、八木誠一 講談社 1985.6 著者謹呈のしおり入り。

1835 吸血鬼［ﾊﾞﾝﾊﾟｲｱ］ハンター“Ｄ” 菊地秀行 朝日ｿﾉﾗﾏ 1983.1 ｿﾉﾗﾏ文庫

1836 ピエールとジャン ﾓｰﾊﾟｯｻﾝ（杉捷夫訳） 新潮社 1952.10 新潮文庫

1837 光あるうち光の中を歩め ﾄﾙｽﾄｲ（原久一郎訳） 新潮社 1952.6 新潮文庫

1838 光源氏の一生 池田弥三郎 講談社 1964.4 講談社現代新書

1839 引き裂かれた夜 J･F･ｺｱﾄﾑｰﾙ（長島良三訳） 角川書店 1987.8 角川文庫 著者謹呈のしおり入り。

1840 飛行機とともに―羽ばたき機からＳＳＴまで 斎藤茂太 中央公論社 1972.10 中公新書 角川書店謹呈のしおり入り。

1841 ひそむ罠
ﾎﾞｱﾛｰ、ﾅﾙｽｼﾞｬｯｸ（伊東守男
訳）

早川書房 1982.8
ﾊﾔｶﾜ ﾎﾟｹｯﾄ ﾐｽﾃﾘ
ﾌﾞｯｸｽ

1842
ビッグ・アップル・ミステリー―マンハッタン12
の事件

ｱｼﾓﾌ他編（常盤新平訳） 新潮社 1985.1 新潮文庫

1843 羊たちの沈黙 ﾄﾏｽ･ﾊﾘｽ（菊池光訳） 新潮社 1989.9 新潮文庫 「乞御高評」のしおり入り。

1844 秀吉と文禄の役―フロイス「日本史」より 松田毅一、川崎桃太編訳 中央公論社 1974.1 中公新書

ⅺ・102・115・121・
124・128・130・
133・135～137・
162・164・171・
177・178・184・188

1845 人及び動物の表情について ﾀﾞｰｳｨﾝ（浜中浜太郎訳） 岩波書店 1931.1 岩波文庫 巻末・既刊書目 中扉・巻末に「塚村」印あり。

1846 美と宗教の発見―創造的日本文化論 梅原猛 筑摩書房 1967.1

ｶﾊﾞｰ・39・47・48・
55・63・64・66・
67・144・150・152～
154・156・159・
161・162・166・
167・172・174・
190・203・204・
228・236・304・
306・332

1847 ひとたび人を殺さば ﾙｰｽ･ﾚﾝﾃﾞﾙ（深町真理子訳） 角川書店 1980.9 角川文庫

1848 一粒の麦もし死なずば　下巻 ｱﾝﾄﾞﾚ･ｼﾞｲﾄﾞ（堀口大学訳） 小学館 1946.8

370・374・375・
380・396・399・
428・433・435・
436・445・446・
454・455・457・
460・510・512・514
～516・520・545・
561・562・576・
577・592・618・
652・654

1849 一粒の麦もし死なずば　上巻 ｱﾝﾄﾞﾚ･ｼﾞｲﾄﾞ（堀口大学訳） 新潮社 1952.8 新潮文庫

1850 一粒の麦もし死なずば　下巻 ｱﾝﾄﾞﾚ･ｼﾞｲﾄﾞ（堀口大学訳） 新潮社 1952.8 新潮文庫

1851 人と思想59　ユング 林道義 清水書院 1980.10 Century Books

中扉・22・28・31・
34・35・40・105・
109・111・113・
117・120・122・
123・128・135・
140・143～146・
149・161・163・166

「遠藤蔵書」印あり。

1852 美と光―西洋思想史における光の考察 熊田陽一郎 国文社 1986.12 遠藤周作宛ての著者ｻｲﾝ入り。

1853 ひとびとの跫音［あしおと］（下） 司馬遼太郎 中央公論社 1981.7

1854 ヒトラー強盗美術館
ﾃﾞｳﾞｨｯﾄ・ﾛｸｻﾝ、ｹﾝ・ｳｫﾝｽﾄｰﾙ
（永井淳訳）

月刊ペン社 1970.8

1855 ヒトラー日記
ﾘﾁｬｰﾄﾞ･ﾋｭｰｺﾞｰ（田中昌太郎
訳）

東京創元社 1984.8 創元推理文庫

1856 陽［ひ］の女らいてう―平塚らいてうの生涯 矢田山聖子 甲陽書房 1991.5

1857 美の観音 望月信成 創元社 1960.7

1858 日野富子―闘う女の肖像 吉村貞司 中央公論社 1985.7 中公新書 中扉

1859 美の秘密―二つの弥勒菩薩像 上原和他 日本放送出版協会 1982.1

1860 火の娘 ﾈﾙｳﾞｧﾙ（中村真一郎訳） 新潮社 1951.4 新潮文庫

1861 秘密諜報部員 ｻﾏｾｯﾄ･ﾓｰﾑ（龍口直太郎訳） 東京創元社 1959.5 創元推理文庫

1862
秘密同盟ネクサス―「南ア・イスラエル・台湾」
驚異のサバイバル戦略

水野隆徳 駸々堂出版 1987.7 著者贈呈のしおり入り。

1863 百の顔を持つスパイ ﾘﾄﾞﾘｰ･ﾋﾟｱｽﾝ（中山善之訳） 新潮社 1990.2 新潮文庫
新潮社「乞御高評」のしおり、書
評担当者宛ての新潮文庫編集部依
頼文挟み込み。

1864 ピューリタン銀行横領作戦 ﾏｯｸｽ･ｱｰﾘｯｸ（水上峰雄訳） 新潮社 1983.6 新潮文庫

1865 氷山を狙え ｸﾗｲﾌﾞ･ｶｯｽﾗｰ（中山善之訳） 新潮社 1982.6 新潮文庫

1866 評伝 ポール・ヴァレリー 村松剛 筑摩書房 1968.6 遠藤周作宛ての著者ｻｲﾝ入り。

1867 漂泊の人 ﾍﾙﾏﾝ・ﾍｯｾ（芳賀檀訳） 新潮社 1955.3 新潮文庫

1868 平岩弓枝自選長篇全集６ 平岩弓枝 文芸春秋 1988.4

1869 開かれた処女地　上巻 ｼｮｰﾛﾎﾌ（原卓也訳） 新潮社 1960.6 新潮文庫

1870 開かれた処女地　下巻 ｼｮｰﾛﾎﾌ（原卓也訳） 新潮社 1960.6 新潮文庫
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1871 ヒルダよ眠れ ｱﾝﾄﾞﾘｭｳ･ｶﾞｰｳﾞ（福島正実訳） 早川書房 1979.6 ﾊﾔｶﾜ・ﾐｽﾃﾘ文庫

1872 ヒンドゥー教―ヴィシュヌとシヴァの宗教
R・G・ﾊﾞﾝﾀﾞﾙｶﾙ（島岩、池田健
太郎訳）

せりか書房 1984.11

1873 ヒンドゥーの神々 立川武蔵他 せりか書房 1988.6

1874 ファイアスターター（上） ｽﾃｨｰｳﾞﾝ･ｷﾝｸﾞ（深町真理子訳） 新潮社 1982.9 新潮文庫

1875 ファイアスターター（上） ｽﾃｨｰｳﾞﾝ･ｷﾝｸﾞ（深町真理子訳） 新潮社 1982.9 新潮文庫

1876 ファイアスターター（上） ｽﾃｨｰｳﾞﾝ･ｷﾝｸﾞ（深町真理子訳） 新潮社 1982.9 新潮文庫

1877 ファイアスターター（下） ｽﾃｨｰｳﾞﾝ･ｷﾝｸﾞ（深町真理子訳） 新潮社 1982.9 新潮文庫

1878 ファイアスターター（下） ｽﾃｨｰｳﾞﾝ･ｷﾝｸﾞ（深町真理子訳） 新潮社 1982.9 新潮文庫

1879 ファイアスターター（下） ｽﾃｨｰｳﾞﾝ･ｷﾝｸﾞ（深町真理子訳） 新潮社 1982.9 新潮文庫

1880 ファイナル・フライト（上） ｽﾃｨｰｳﾞﾝ･ｸｰﾝﾂ（高見浩訳） 新潮社 1990.1 新潮文庫
書評担当者宛ての新潮文庫編集部
依頼文挟み込み。

1881 ファイナル・フライト（下） ｽﾃｨｰｳﾞﾝ･ｸｰﾝﾂ（高見浩訳） 新潮社 1990.1 新潮文庫

1882 ファミリー共和国 小川文章
リヨン社発行
二見書房発売

1987.8

1883 ファンクラブ誘拐事件（上） ｳｫｰﾚｽ（宇野利泰訳） 新潮社 1986.10 新潮文庫

1884 ファンクラブ誘拐事件（下） ｳｫｰﾚｽ（宇野利泰訳） 新潮社 1986.10 新潮文庫

1885 不安の周辺 辻井喬 新潮社 1985.1
封筒の宛名（遠藤周作）・差出
（辻井喬）部分の切り抜き挟み込
み。

1886 不意の声 河野多恵子 講談社 1968.6

見返し・8・9・36・
65・72・82・83・
85・108・111・131・
152・153

遠藤周作宛ての著者ｻｲﾝ入り。

1887 風流滑稽譚　第一輯 ﾊﾞﾙｻﾞｯｸ（小西茂也訳） 新潮社 1951.1 新潮文庫

1888 風流滑稽譚　第二輯 ﾊﾞﾙｻﾞｯｸ（小西茂也訳） 新潮社 1951.1 新潮文庫

1889 フォード―自動車王国を築いた一族（下） ﾛﾊﾞｰﾄ･ﾚｲｼｰ（小菅正夫訳） 新潮社 1989.10 新潮文庫
新潮社「乞御高評」のしおり入
り。

1890 フォード―自動車王国を築いた一族（上） ﾛﾊﾞｰﾄ･ﾚｲｼｰ（小菅正夫訳） 新潮社 1989.10 新潮文庫

1891 深川の唄・歓楽 他狐一篇 永井荷風 新潮社 1952.5 新潮文庫

1892 武器としての笑い 飯沢匡 岩波書店 1977.1 岩波新書 遠藤周作宛ての著者ｻｲﾝ入り。

1893 復讐 ﾋﾞﾙ･ﾌﾟﾛﾝｼﾞｰﾆ（高見浩訳） 新潮社 1985.6 新潮文庫

1894 復讐法廷 ﾍﾝﾘｰ･ﾃﾞﾝｶｰ（中野圭二訳） 文芸春秋 1984.10 文春文庫

1895
福田恒存著作集　第一巻　創作編Ⅰ　明智光秀・
明暗

福田恒存 新潮社 1958.4

1896
福田恒存著作集　第二巻　創作編Ⅱ　能を撫でた
男・現代の英雄

福田恒存 新潮社 1958.5

1897
福田恒存著作集　第四巻　評論編Ⅰ　芸術とはな
にか

福田恒存 新潮社 1957.12

1898
福田恒存著作集　第七巻　評論編Ⅳ　日本および
日本人

福田恒存 新潮社 1957.10 p.286に付箋挟み込み。

1899 武芸流派辞典 綿谷雪、山田忠史編 人物往来社 1963.3 137 p.136・390に付箋挟み込み。

1900 武家の歴史 中村吉治 岩波書店 1967.6 岩波新書

1901 武功夜話　秀吉編（現代語訳） 加来耕三編 新人物往来社 1992.6

1902 プーシキン小説全集Ⅰ　スペードの女王 ﾌﾟｰｼｷﾝ（中村白葉訳） 新潮社 1954.8 新潮文庫

1903 プーシキン小説全集Ⅱ　大尉の娘 ﾌﾟｰｼｷﾝ（中村白葉訳） 新潮社 1954.8 新潮文庫

1904 ふぞろいの林檎たち 山田太一 大和書房 1983.7

1905 再び消されかけた男 ﾌﾘｰﾏﾝﾄﾙ（稲葉明雄訳） 新潮社 1981.10 新潮文庫

1906 二つの顔の日本人―東南アジアの中で 鳥羽欽一郎 中央公論社 1973.3 中公新書

1907 復活　上巻 ﾄﾙｽﾄｲ（原久一郎訳） 新潮社 1952.9 新潮文庫

1908 復活　下巻 ﾄﾙｽﾄｲ（原久一郎訳） 新潮社 1952.9 新潮文庫

1909 仏教信仰の原点 山折哲雄 講談社 1986.10 講談社学術文庫

1910 仏教の思想―その原形をさぐる 上山春平、梶山雄一編 中央公論社 1974.6 中公新書

1911 仏教の思想１　知恵と慈悲〈ブッダ〉 増谷文雄、梅原猛 角川書店 1968.10 257・285 「月報」1付。

1912 仏教の思想２　存在の分析〈アビダルマ〉 桜部建、上山春平 角川書店 1969.2 34・35・39・44 「月報」5付。

1913 仏教の思想３　空の論理〈中観〉 梶山雄一、上山春平 角川書店 1969.6

見返し・24～29・33
～35・61・63・68・
69・202・206・208・
211・215・217・
221・307

「月報」8付。

1914 仏教の思想４　認識と超越〈唯識〉 服部正明、上山春平 角川書店 1970.4

見返し・11～13・
22・23・25～27・
33・35・37～42・
44・45・52・61・
63・66・108・111・
113～116・120～
125・127・129～
133・135・136・
158・159・173～
175・183～189・
191・192・273・275

1915 仏教の思想５　絶対の真理〈天台〉 田村芳朗、梅原猛 角川書店 1970.1

見返し・23～26・
28・30・36・38・
41・42・44・47・
56・72・75・101・
105～110・113・
114・116・119・
149・199・202～
204・208・218～
220・222・225・
226・230～232・
234・260・297・299

「月報」10付。
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1916 仏教の思想６　無限の世界観〈華厳〉 鎌田茂雄、上山春平 角川書店 1969.1

見返し・中扉・目
次・22・23・31・
37・44・45・47・
49・55・56・62～
64・68・73・74・
78・79・83・85～
89・92・96・98・
101・105～108・
143・144・147・
148・193・236・237

1917 仏教の思想７　無の探求〈中国禅〉 柳田聖山、梅原猛 角川書店 1969.3 「月報」6付。

1918 仏教の思想８　不安と欣求〈中国浄土〉 塚本善隆、梅原猛 角川書店 1968.12 193・194・208
「月報」3付。角川書店謹呈のし
おり入り。

1919 仏教の思想９　生命の海〈空海〉 宮坂宥勝、梅原猛 角川書店 1968.11
「月報」2付。角川書店謹呈のし
おり入り。

1920 仏教の思想10　絶望と歓喜〈親鸞〉 増谷文雄、梅原猛 角川書店 1970.11
見返し・217～219・
264

「月報」12付。

1921 仏教の思想11　古仏のまねび〈道元〉 紀野一義、梅原猛 角川書店 1969.5
見返し・184・186・
191～193・201・
204・205

「月報」7付。

1922 仏教の思想12　永遠のいのち〈日蓮〉 高崎直道、梅原猛 角川書店 1969.9 「月報」9付。

1923 仏教の思想１　原始仏教 玉城康四郎 法蔵館 1985.9
遠藤周作宛ての著者書込み・落款
入り。

1924 仏教の思想１　原始仏教 玉城康四郎 法蔵館 1985.9

1925 仏教の思想５　仏教と西洋思想 玉城康四郎 法蔵館 1985.8
遠藤周作宛ての著者書込み・落款
入り。

1926 仏教の思想５　仏教と西洋思想 玉城康四郎 法蔵館 1985.8

1927 仏教の思想　別巻　対談集 玉城康四郎 法蔵館 1985.10
著者書込み・落款入り。封筒の著
者住所・氏名部分の切抜き挟み込
み。

1928 仏教の思想　別巻　対談集 玉城康四郎 法蔵館 1985.10

1929 仏教の日本的展開 佐藤得二 桂書房 1965.12

1930 仏教の歴史４　民衆仏教の軌跡―大乗から密教へ ひろさちや 春秋社 1987.11 「月報」第4号付。

1931 仏像に想う 梅原猛、岡部伊都子 朝日新聞社 1968.3 裏見返し

1932 侮蔑の時代 ｱﾝﾄﾞﾚ・ﾏﾙﾛｰ（小松清訳） 新潮社 1950.11 新潮文庫 末尾

1933 ふみつづり 下田実花 永田書房 1982.6
著者謹呈、「HOMMAGE DE
L'AUTEUR」のｶｰﾄﾞ入り。

1934 ブラックサンデー ﾄﾏｽ･ﾊﾘｽ（宇野利泰訳） 新潮社 1979.3 新潮文庫

1935 ブラックプリンス ﾃﾞｲｳﾞｨｯﾄﾞ･ﾏﾚﾙ（山本光伸訳） 光文社 1985.7 光文社謹呈のしおり入り。

1936 プラトン全集　第二巻 ﾌﾟﾗﾄﾝ（岡田正三訳） 第一書房 1942.11 「Keio　S.Endo」の署名あり。

1937 フラミンゴの羽根
L・ｳﾞｧﾝ・ﾃﾞﾙ・ﾎﾟｽﾄ（伊藤欣二
訳）

思索社 1980.9 「贈呈」のしおり入り。

1938 フランス史　上巻 ｱﾝﾄﾞﾚ・ﾓﾛｳ（平岡昇他訳） 新潮社 1956.10 新潮文庫

1939 フランス史　下巻 ｱﾝﾄﾞﾚ・ﾓﾛｳ（平岡昇他訳） 新潮社 1957.5 新潮文庫

1940 フランス詩法 J・ﾏｻﾞﾚﾗ（滝沢隆幸他訳） 海出版社 1980.8

1941 フランスの大聖堂―聖地巡礼、そして遺言書 ｵｰｷﾞｭｽﾄ･ﾛﾀﾞﾝ（新庄嘉章訳） 東京創元社 1984.3 創元選書
著者謹呈のしおり入り（著者ｻｲﾝ
あり）。「遠藤蔵書」印あり。

1942 フランダースの犬 ｳｨｰﾀﾞ（村岡花子訳） 新潮社 1954.4 新潮文庫

1943 ブリーディング・ハート（上） ﾏﾘﾘﾝ･ﾌﾚﾝﾁ（東江一紀訳） 新潮社 1990.3 新潮文庫
書評担当者宛ての新潮文庫編集部
依頼文挟み込み。

1944 ブリーディング・ハート（下） ﾏﾘﾘﾝ･ﾌﾚﾝﾁ（東江一紀訳） 新潮社 1990.3 新潮文庫

1945 ブルガリア特電 ｱﾝｿﾆｰ・ｸﾞﾚｲ（田中融二訳） 文芸春秋 1981.10 文春文庫

1946 ふるさとガンダーラ 平山郁夫、上原和、佐藤和孝 新潮社 1985.7 80・81
遠藤周作宛て著者（上原和）謹呈
のしおり入り。

1947 フルメタル・ジャケット ｸﾞｽﾀﾌ･ﾊｽﾌｫｰﾄﾞ（高見浩訳） 角川書店 1986.3 角川文庫

1948 プレイボーイ・スパイ１ ﾊﾄﾞﾘｰ･ﾁｪｲｽ（井上一夫訳） 東京創元社 1968.12 創元推理文庫

1949 フレッチ 殺人方程式 ｸﾞﾚｺﾞﾘｰ･ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞ（佐和誠訳） 角川書店 1985.10 角川文庫

1950 フレッチ 死体のいる迷路 ｸﾞﾚｺﾞﾘｰ･ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞ（佐和誠訳） 角川書店 1986.5 角川文庫

1951 フレッチ 死の演出 ｸﾞﾚｺﾞﾘｰ･ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞ（佐和誠訳） 角川書店 1986.7 角川文庫 角川書店謹呈のしおり入り。

1952 ブロードウェイの天使 ﾗﾆｱﾝ（加島祥造訳） 新潮社 1984.8 新潮文庫

1953 文学的アメリカ―雑種社会の可能性 佐伯彰一 中央公論社 1967.10 中公新書
著者・中央公論社謹呈のしおり入
り。

1954 文学論 ｱﾗﾝ（片山敏彦訳） 新潮社 1960.4 新潮文庫

1955 文五郎芸談 吉田文五郎 桜井書店 1947.10 「遠藤蔵書」印あり。

1956 文章読本 吉行淳之介選　日本ﾍﾟﾝｸﾗﾌﾞ編 福武書店 1988.1 福武文庫

1957 兵士たちの連合赤軍 植垣康博 彩流社 1984.5

1958 ペスト　上巻 ｱﾙﾍﾞｴﾙ・ｶﾐｭ（宮崎嶺雄訳） 新潮社 1955.12 新潮文庫
2冊とも12刷だが、発行年月は異
なる。

1959 ペスト　上巻 ｱﾙﾍﾞｴﾙ・ｶﾐｭ（宮崎嶺雄訳） 新潮社 1955.12 新潮文庫

1960 ペスト　下巻 ｱﾙﾍﾞｴﾙ・ｶﾐｭ（宮崎嶺雄訳） 新潮社 1955.12 新潮文庫

1961 ヘッセ詩集 ﾍｯｾ（高橋健二訳） 新潮社 1950.12 新潮文庫

1962 ヘッドファースト―希望の生命学
ﾉｰﾏﾝ･ｶｽﾞﾝｽﾞ（上野圭一、片山
陽子訳）

春秋社 1992.9

1963 ベビーシッター
ｱﾝﾄﾞﾙｰ・ｺﾊﾞｰﾝ（山本楡美子、
郷原宏訳）

角川書店 1987.3 角川文庫 角川書店謹呈のしおり入り。

1964 ヘミングウェイ短篇集 ﾍﾐﾝｸﾞｳｪｲ（大久保康雄訳） 新潮社 1953.11 新潮文庫

1965 ヘミングウェイペーパー
ｳﾞｨﾝｾﾝﾄ・ｺｽｸﾞﾛｰｳﾞ（田村源二
訳）

光文社 1985.4
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1966 ヘルマンとドロテーア ｹﾞｰﾃ（国松孝二訳） 新潮社 1952.1 新潮文庫

1967 ベルリン・ゲーム ﾚﾝ･ﾃﾞｲﾄﾝ（田中融二訳） 光文社 1984.11 光文社謹呈のしおり入り。

1968 ベルリンの花束（上） ﾉｴﾙ･ﾊｲﾝﾄﾞ（小菅正夫訳） ｻﾝｹｲ出版 1986.6 ｻﾝｹｲ文庫

1969 ベルリンの花束（上） ﾉｴﾙ･ﾊｲﾝﾄﾞ（小菅正夫訳） ｻﾝｹｲ出版 1986.6 ｻﾝｹｲ文庫

1970 ベルリンの花束（下） ﾉｴﾙ･ﾊｲﾝﾄﾞ（小菅正夫訳） ｻﾝｹｲ出版 1986.6 ｻﾝｹｲ文庫

1971 ベルリンの花束（下） ﾉｴﾙ･ﾊｲﾝﾄﾞ（小菅正夫訳） ｻﾝｹｲ出版 1986.6 ｻﾝｹｲ文庫

1972 ベン・ハー ﾙｰ･ｳｫｰﾚｽ（白石佑光訳） 新潮社 1960.8 新潮文庫

1973 ヘンリー・フォンダ　マイ・ライフ ﾊﾜｰﾄﾞ･ﾀｲｸﾏﾝ（鈴木主税訳） 文芸春秋 1982.12 文芸春秋謹呈のしおり入り。

1974 遍路―その心と歴史 宮崎忍勝 小学館 1974.6

1975 法王庁 小林珍雄 岩波書店 1966.8 岩波新書

1976 冒険家の食卓 C・W・ﾆｺﾙ（松田銑訳） 角川書店 1986.11 角川文庫

1977 帽子屋の城　上巻 ｸﾛｰﾆﾝ（竹内道之助訳） 新潮社 1956.10 新潮文庫

1978 帽子屋の城　中巻 ｸﾛｰﾆﾝ（竹内道之助訳） 新潮社 1956.11 新潮文庫

1979 帽子屋の城　下巻 ｸﾛｰﾆﾝ（竹内道之助訳） 新潮社 1956.12 新潮文庫

1980 北条早雲のすべて 杉山博編 新人物往来社 1984.6

1981 庖丁人英造の修業時代 神崎宣武 河出書房新社 1988.11

1982 豊饒の海一　春の雪 三島由紀夫 新潮社 1969.1 遠藤周作宛ての著者ｻｲﾝ入り。

1983 豊饒の海二　奔馬 三島由紀夫 新潮社 1969.2
20・27・34・57・
63・266・281・313・
318・319・334

1984 豊饒の海三　暁の寺 三島由紀夫 新潮社 1970.7
遠藤周作宛ての著者ｻｲﾝ入り。新
潮社謹呈のしおり入り。

1985 豊饒の海四　天人五衰 三島由紀夫 新潮社 1971.2

1986 亡命詩人、雨に消ゆ ｳｨﾘｱﾑ･H･ﾊﾗﾊﾝ（村上博基訳） 早川書房 1980.3

1987 ポオ詩集 ﾎﾟｵ（阿部保訳） 新潮社 1956.11 新潮文庫

1988 ボオドレエル 佐藤朔 新潮社 1948.12
52・61・65・130～
132・160～162・261

遠藤周作宛ての著者ｻｲﾝ入り。

1989 ボオドレエル 佐藤朔 新潮社 1948.12

27・28・30・34・
35・46・51・53・57
～59・65・67・70・
85～88・93・157・
162・163・196・
215・244・273・
274・276

本体の背のみﾀｲﾄﾙが「ﾎﾞｵﾄﾞﾚ-ﾙ」
となっている。

1990
ホーキング、宇宙を語る―ビッグバンからブラッ
クホールまで

ｽﾃｨｰｳﾞﾝ･W･ﾎｰｷﾝｸﾞ（林一訳） 早川書房 1989.6

1991 北斎と広重３　木曾街道六十九次 楢崎宗重 講談社 1964.9 「月報」付。

1992 北斎と広重４　隅田川 楢崎宗重 講談社 1964.7

1993 北斎と広重５　江戸百景 楢崎宗重 講談社 1965.2

1994 北斎と広重８　俳画漫画風俗画 楢崎宗重 講談社 1964.10

1995 牧師館殺人事件 ｸﾘｽﾃｨ（中村妙子訳） 新潮社 1986.8 新潮文庫

1996 濹東綺譚 永井荷風 六興出版社 1950.6 裏見返し

1997 ぼくのウルトラかあさん（のびのび人生論33） 松平康隆 ﾎﾟﾌﾟﾗ社 1989.12

1998 ポー最後の謎 ﾏﾆｰ･ﾏｲﾔｰｽﾞ（横川信義訳） 角川書店 1981.8

1999 星と宇宙の科学 佐藤文隆、海部宣男 新潮社 1985.9 新潮文庫

2000 「星の光作戦」壊滅 ﾃﾞﾆｽ･ｼﾞｮｰﾝｽﾞ（水上峰雄訳） 新潮社 1988.12 新潮文庫

2001 星は地上を見ている　上巻 ｸﾛｰﾆﾝ（中村能三訳） 新潮社 1955.12 新潮文庫

2002 星は地上を見ている　中巻 ｸﾛｰﾆﾝ（中村能三訳） 新潮社 1955.12 新潮文庫

2003 星は地上を見ている　下巻 ｸﾛｰﾆﾝ（中村能三訳） 新潮社 1955.12 新潮文庫

2004 ボードレール詩集 ﾎﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ（堀口大学訳） 新潮社 1951.5 新潮文庫

2005
ポートロマン港の詩［うた］６　南国の燃える落
日に

講談社編 講談社 1981.11 「港の詩ｶﾞｲﾄﾞ」付。

2006 ホフマン物語 ﾎﾌﾏﾝ（石丸静雄訳） 新潮社 1952.2 新潮文庫

2007 堀辰雄 遠藤周作 一古堂書店 1955.11
目次・56・57・62・
70・71・74・77・90
～92・130・132

2008 堀辰雄論 遠藤周作
山梨ｼﾙｸｾﾝﾀｰ出版
部

1972.8 限定500部の内7番。

2009 ポールとヴィルジニー ｻﾝ･ﾋﾟｴｰﾙ（田辺貞之助訳） 新潮社 1953.10 新潮文庫 151・156・157 書込みﾍﾟｰｼﾞに付箋挟み込み。

2010 ぽるとがるぶみ 佐藤春夫訳 人文書院 1949.10 中扉

2011 ホワイト・タイガーの陰謀 R･S･ﾈｲｻﾝ（村上博基訳） 新潮社 1988.3 新潮文庫

2012 盆栽通　後篇 小林憲雄 叢会 1968.1

2013 マイケル・アデルの16日間 B･ﾁｭｰﾋﾞﾝ（飯島宏訳） 新潮社 1986.4 新潮文庫
新潮社「乞御高評」のしおり入
り。

2014 魔剣１　玄武ノ巻 栗本薫 角川書店 1985.4 角川文庫

2015 魔性の森 ﾊｰﾊﾞｰﾄ･ﾘｰﾊﾞｰﾏﾝ（斎藤伯好訳） 角川書店 1982.4 角川文庫

2016 貧しき人々 ﾄﾞｽﾄｴﾌｽｷｰ（中村白葉訳） 新潮社 1951.10 新潮文庫

2017 増谷文雄著作集12　近代の宗教的生活者 増谷文雄 角川書店 1982.8
付録付。角川書店謹呈のしおり入
り。

2018 まず微笑 遠藤周作、三浦朱門、曽野綾子 PHP研究所 1988.12 PHP文庫

2019 また会う日まで（上） ｼﾞｭﾃﾞｨｽ･ｸﾗﾝﾂ（小沢瑞穂訳） 新潮社 1989.4 新潮文庫

2020 また会う日まで（下） ｼﾞｭﾃﾞｨｽ･ｸﾗﾝﾂ（小沢瑞穂訳） 新潮社 1989.4 新潮文庫

2021 マタレーズ暗殺集団（上） ﾛﾊﾞｰﾄ･ﾗﾄﾞﾗﾑ（篠原慎訳） 角川書店 1982.3

2022 マタレーズ暗殺集団（下） ﾛﾊﾞｰﾄ･ﾗﾄﾞﾗﾑ（篠原慎訳） 角川書店 1982.4

2023 街の狩人 ﾛｰﾃﾞﾝﾊﾞｯﾊ（高橋洋一訳） 沖積舎 1984.3
遠藤周作宛ての著者ｻｲﾝ入り。著
者謹呈のしおり入り。

2024 まっ白な嘘 ﾌﾚﾄﾞﾘｯｸ･ﾌﾞﾗｳﾝ（中村保男訳） 東京創元社 1962.5 創元推理文庫

2025 松田道弘あそびの本１　トランプ・マジック 松田道弘 筑摩書房 1980.11
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2026 摩天楼の身代金 ﾘﾁｬｰﾄﾞ･ｼﾞｪｻｯﾌﾟ（平尾圭吾訳） 文芸春秋 1983.4 文春文庫

2027 招かれた女　上巻
ﾎﾞｰｳﾞｫﾜｰﾙ（川口篤、笹森猛正
訳）

新潮社 1956.5 新潮文庫

2028 マノン・レスコオ ｱﾍﾞ･ﾌﾟﾚｳﾞｫ（青柳瑞穂訳） 新潮社 1956.10 新潮文庫

2029 マホメット 井筒俊彦 講談社 1989.5 講談社学術文庫 著者謹呈のしおり入り。

2030 真夜中の相棒 ﾃﾘｰ･ﾎﾜｲﾄ（小菅正夫訳） 文芸春秋 1984.3 文春文庫

2031 真夜中の汽笛 J･F･ｺｱﾄﾑｰﾙ（長島良三訳） 角川書店 1986.5 角川文庫

2032 真夜中のデッド・リミット（上） ｽﾃｨｰｳﾞﾝ･ﾊﾝﾀｰ（染田屋茂訳） 新潮社 1989.4 新潮文庫

2033 真夜中のデッド・リミット（下） ｽﾃｨｰｳﾞﾝ･ﾊﾝﾀｰ（染田屋茂訳） 新潮社 1989.4 新潮文庫

2034
マルキ・ド・サド選集Ⅰ　ジュスチイヌあるいは
淑徳の不幸

ﾏﾙｷ･ﾄﾞ･ｻﾄﾞ（渋沢龍彦訳）
彰考書院発行
河出書房発売

1956.7 4

2035
マルキ・ド・サド選集Ⅰ　ジュスチイヌあるいは
淑徳の不幸

ﾏﾙｷ･ﾄﾞ･ｻﾄﾞ（渋沢龍彦訳）
彰考書院発行
河出書房発売

1956.7 見返し裏･22･54･209 遠藤周作宛ての著者ｻｲﾝ入り。

2036 マルキ・ド・サド選集Ⅱ　閨房哲学抄 ﾏﾙｷ･ﾄﾞ･ｻﾄﾞ（渋沢龍彦訳）
彰考書院発行
河出書房発売

1956.9 「乞御高評」の判あり。

2037 マルキ・ド・サド選集Ⅱ　閨房哲学抄 ﾏﾙｷ･ﾄﾞ･ｻﾄﾞ（渋沢龍彦訳）
彰考書院発行
河出書房発売

1956.9

8～11･22･49･50･61･
102･153･160･161･
174･302～306･310･
312～316･320･325･
326･330

遠藤周作宛ての著者ｻｲﾝ入り。

2038
マルキ・ド・サド選集Ⅰ　美徳の不幸（新ジュス
チイヌ抄）

ﾏﾙｷ･ﾄﾞ･ｻﾄﾞ（渋沢龍彦訳） 桃源社 1962.12

2039 マルキ・ド・サド選集Ⅱ　食人国旅行記 ﾏﾙｷ･ﾄﾞ･ｻﾄﾞ（渋沢龍彦訳） 桃源社 1963.3 遠藤周作宛ての著者ｻｲﾝ入り。

2040 マルキ・ド・サド選集Ⅲ　閨房哲学抄 ﾏﾙｷ･ﾄﾞ･ｻﾄﾞ（渋沢龍彦訳） 桃源社 1962.12
桃源社「呈　乞御批判」のしおり
入り。

2041 マルキ・ド・サド選集　別巻　ｻﾄﾞ侯爵の生涯 渋沢龍彦 桃源社 1964.9 著者謹呈のしおり入り。

2042 マルドロオルの歌 ﾛｵﾄﾚｱﾓﾝ（青柳瑞穂訳） 青磁社 1947.9 青磁選書

2043 万華鏡 ﾚｲ･ﾌﾞﾗｯﾄﾞﾍﾞﾘ（川本三郎訳） ｻﾝﾘｵ 1978.7 ｻﾝﾘｵSF文庫

2044 マンスフィールド短篇集 ﾏﾝｽﾌｨｰﾙﾄﾞ（安藤一郎訳） 新潮社 1957.8 新潮文庫

2045 マンハッタン特急を探せ ｸﾗｲﾌﾞ･ｶｯｽﾗｰ（中山善之訳） 新潮社 1982.1 新潮文庫 裏表紙ｶﾊﾞｰ

2046 マンハッタン特急を探せ ｸﾗｲﾌﾞ･ｶｯｽﾗｰ（中山善之訳） 新潮社 1982.1 新潮文庫

2047 マンハッタンの二つの愛 ﾃﾞｨﾃﾞｨｴ･ﾄﾞｩｺﾜﾝ（長島良三訳） 角川書店 1985.12 角川文庫

2048 マンハッタン魔の北壁 ﾌﾞﾗｲｱﾝ･ｺﾌｨ（沢川進訳） 角川書店 1980.7 裏見返し

2049 マンハッタン・ミステリー ﾋﾞﾙ･ｱﾄﾞﾗｰ編（小菅正夫訳） 新潮社 1987.6 新潮文庫
新潮社「乞御高評」のしおり入
り。

2050 万葉集を読みなおす―神謡から‘うた’へ 古橋信孝 日本放送出版協会 1985.1 NHKﾌﾞｯｸｽ
日本放送出版協会 辻一三謹呈の
しおり入り。

2051 見えないグリーン ｼﾞｮﾝ･ｽﾗﾃﾞｯｸ（真野明裕訳） 早川書房 1985.6 ﾊﾔｶﾜ･ﾐｽﾃﾘ文庫

2052 未刊随筆百種　第一巻 三田村鳶魚編 中央公論社 1976.5 「付録」1号付。

2053 未刊随筆百種　第二巻 三田村鳶魚編 中央公論社 1976.7 「付録」2号付。

2054 未刊随筆百種　第三巻 三田村鳶魚編 中央公論社 1976.9 「付録」3号付。

2055 未刊随筆百種　第四巻 三田村鳶魚編 中央公論社 1976.11 「付録」4号付。

2056 未刊随筆百種　第五巻 三田村鳶魚編 中央公論社 1977.1 「付録」5号付。

2057 未刊随筆百種　第六巻 三田村鳶魚編 中央公論社 1977.3 「付録」6号付。

2058 未刊随筆百種　第七巻 三田村鳶魚編 中央公論社 1977.5 「付録」7号付。

2059 未刊随筆百種　第八巻 三田村鳶魚編 中央公論社 1977.7 裏見返し 「付録」8号付。

2060 未刊随筆百種　第九巻 三田村鳶魚編 中央公論社 1977.9 「付録」9号付。

2061 未刊随筆百種　第十巻 三田村鳶魚編 中央公論社 1977.11 「付録」10号付。

2062 未刊随筆百種　第十一巻 三田村鳶魚編 中央公論社 1978.1 「付録」11号付。

2063 未刊随筆百種　第十二巻 三田村鳶魚編 中央公論社 1978.3 「付録」12号付。

2064 未完の告白 ｱﾝﾄﾞﾚ･ｼﾞｲﾄﾞ（新庄嘉章訳） 新潮社 1952 新潮文庫
初版年の月日が「8日10月」と記
載されている。

2065 みずうみ ｼｭﾄﾙﾑ（高橋義孝訳） 新潮社 1953.8 新潮文庫

2066 水たまりの空―小さな舞台・広がる夢 山崎陽子 文京書房 1994.7
中扉の副題は「小さな劇場・広が
る夢」。

2067 水の上 ﾓｰﾊﾟｯｻﾝ（青柳瑞穂訳） 新潮社 1951.7 新潮文庫

2068 三田村鳶魚全集　第一巻 三田村鳶魚 中央公論社 1976.2 「月報」第11号付。

2069 三田村鳶魚全集　第二巻 三田村鳶魚 中央公論社 1975.10 「月報」第7号付。

2070 三田村鳶魚全集　第三巻 三田村鳶魚 中央公論社 1976.1 「月報」第10号、付図付。

2071 三田村鳶魚全集　第四巻 三田村鳶魚 中央公論社 1976.3 「月報」第12号付。

2072 三田村鳶魚全集　第五巻 三田村鳶魚 中央公論社 1976.6 「月報」第15号付。

2073 三田村鳶魚全集　第六巻 三田村鳶魚 中央公論社 1975.9 「月報」第6号付。

2074 三田村鳶魚全集　第七巻 三田村鳶魚 中央公論社 1975.6 137･146･148･163･221
「月報」第3号付。中央公論社謹
呈のしおり入り。

2075 三田村鳶魚全集　第八巻 三田村鳶魚 中央公論社 1975.7 「月報」第4号付。

2076 三田村鳶魚全集　第九巻 三田村鳶魚 中央公論社 1976.7 「月報」第16号付。

2077 三田村鳶魚全集　第十巻 三田村鳶魚 中央公論社 1975.5 「月報」第2号付。

2078 三田村鳶魚全集　第十巻 三田村鳶魚 中央公論社 1975.5 「月報」第2号付。

2079 三田村鳶魚全集　第十一巻 三田村鳶魚 中央公論社 1975.4

225･226･287･289･
295･296･302～304･
306･308･309･312～
314･317･319･322･323

2080 三田村鳶魚全集　第十二巻 三田村鳶魚 中央公論社 1976.4 「月報」第13号付。

2081 三田村鳶魚全集　第十三巻 三田村鳶魚 中央公論社 1975.12 「月報」第9号付。

2082 三田村鳶魚全集　第十四巻 三田村鳶魚 中央公論社 1975.8 「月報」第5号付。

2083 三田村鳶魚全集　第十五巻 三田村鳶魚 中央公論社 1976.11 「月報」第20号付。

2084 三田村鳶魚全集　第十六巻 三田村鳶魚 中央公論社 1975.11 「月報」第8号付。

2085 三田村鳶魚全集　第十七巻 三田村鳶魚 中央公論社 1976.9 「月報」第18号付。
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2086 三田村鳶魚全集　第十八巻 三田村鳶魚 中央公論社 1976.5 193～195･198 p.188に付箋挟み込み。

2087 三田村鳶魚全集　第十九巻 三田村鳶魚 中央公論社 1976.10 「月報」第19号付。

2088 三田村鳶魚全集　第二十巻 三田村鳶魚 中央公論社 1977.3 「月報」第24号付。

2089 三田村鳶魚全集　第廿一巻 三田村鳶魚 中央公論社 1977.1 31

2090 三田村鳶魚全集　第廿二巻 三田村鳶魚 中央公論社 1976.8 「月報」第17号付。

2091 三田村鳶魚全集　第廿三巻 三田村鳶魚 中央公論社 1977.2 「月報」第23号付。

2092 三田村鳶魚全集　第廿四巻 三田村鳶魚 中央公論社 1976.12 「月報」第21号付。

2093 三田村鳶魚全集　第廿五巻 三田村鳶魚 中央公論社 1977.4 「月報」第25号付。

2094 三田村鳶魚全集　第廿六巻 三田村鳶魚 中央公論社 1977.5 「月報」第26号付。

2095 三田村鳶魚全集　第廿七巻 三田村鳶魚 中央公論社 1977.6 「月報」第27号付。

2096 三田村鳶魚全集　別巻 三田村鳶魚 中央公論社 1983.10 「月報」第28号付。

2097 道のべの草（歌集） 神西百合 雉書房 1983.3 遠藤周作宛ての著者ｻｲﾝ入り。

2098 密殺の氷海 R･H･ｼｬｲﾏｰ（竹内佳子訳） 角川書店 1985.12 角川文庫

2099 三つの物語 ﾌﾛｰﾍﾞﾙ（鈴木信太郎他訳） 新潮社 1953.4 新潮文庫

2100 ミッドナイト ラン ﾎﾟｰﾙ･ﾓﾈｯﾄ（岡部宏之訳） 新潮社 1988.10 新潮文庫

2101 源義経 角川源義、高田実 角川書店 1966.9 角川新書 著者謹呈のしおり入り。

2102
身の形而上学―道元と聖書における「智慧に満ち
た全身」論

門脇佳吉 岩波書店 1994.5 遠藤周作宛ての著者書込み入り。

2103 妙竹林話 七偏人（上） 梅亭金鵞作　興津要校注 講談社 1983.2 講談社文庫

2104 妙竹林話 七偏人（下） 梅亭金鵞作　興津要校注 講談社 1983.2 講談社文庫 「遠藤蔵書」印あり。

2105 閔妃［ミンビ］暗殺―朝鮮王朝末期の国母 角田房子 新潮社 1988.1

2106 昔の茶の湯 今の茶の湯 熊倉功夫 淡交社 1985.11

見返し･15･28･53･57･
62･63･75･108･112･
151･174･175･178･
179･181･182･195

2107 武蔵野歴史探訪 段木一行 新人物往来社 1972.12

2108 武蔵野歴史地理　第一冊 高橋源一郎
武蔵野歴史地理学
会発行
明治書院発売

1928.6

2109 武蔵野歴史地理　第二冊 高橋源一郎
武蔵野歴史地理学
会発行
明治書院発売

1929.9

2110 武蔵野歴史地理　第三冊 高橋源一郎
武蔵野歴史地理学
会発行
明治書院発売

1930.9 p.218地図は切断されている。

2111 武蔵野歴史地理　第四冊 高橋源一郎
武蔵野歴史地理学
会発行
明治書院発売

1932.9

2112 武蔵野を掘る 甲野勇 雄山閣 1967.12

2113 武蔵武士 渡辺世祐、八代国治 有峰書店 1971.3

2114 息子と恋人　中巻 ﾛｰﾚﾝｽ（吉田健一訳） 新潮社 1952.9 新潮文庫

2115 無能唱元説話集（１）　アラヤ識とは何か 無能唱元 新門出版社 1983.5 六燿新書

2116 無能唱元説話集（２）　禅とアラヤ識 無能唱元 新門出版社 1983.5 六燿新書

2117 室町時代 脇田晴子 中央公論社 1985.9 中公新書

2118 目明し金十郎の生涯―江戸時代庶民生活の実像 阿部善雄 中央公論社 1989.2 中公新書

2119 名画を見る眼 高階秀爾 岩波書店 1969.10 岩波新書

2120 迷宮へ行った男 ﾏｰﾃｨﾝ･ﾗｯｾﾙ（竹内佳子訳） 角川書店 1981.8 角川文庫

2121 明治世相百話 山本笑月 有峰書店 1971.11

2122 明治東京歳時記 槌田満文編 青蛙房 不明 81･225･290

2123 名探偵が八人 都筑道夫選　日本ﾍﾟﾝｸﾗﾌﾞ編 集英社 1984.8 集英社文庫

2124 メキシコ革命―近代化のたたかい 増田義郎 中央公論社 1968.6 中公新書
10･12～17･32･36･41･
42

2125 メキシコ・セット ﾚﾝ･ﾃﾞｲﾄﾝ（田中融二訳） 光文社 1985.9 光文社謹呈のしおり入り。

2126 めざせダウニング街10番地 ｼﾞｪﾌﾘｰ･ｱｰﾁｬｰ（永井淳訳） 新潮社 1985.10 新潮文庫
表紙裏・中扉（p.1･
3）・5・45・52・
63・109

2127 めざせダウニング街10番地 ｼﾞｪﾌﾘｰ･ｱｰﾁｬｰ（永井淳訳） 新潮社 1985.10 新潮文庫 中扉

2128 メソポタミア殺人事件 ｸﾘｽﾃｨ（蕗沢忠枝訳） 新潮社 1986.1 新潮文庫
新潮社「乞御高評」のしおり入
り。

2129 メタル・トレーダー A･ｸﾚｲｸﾞ･ｶﾋﾟﾀｽ（飯島宏訳） 新潮社 1988.5 新潮文庫
新潮社「乞御高評」のしおり入
り。

2130 メルトダウン作戦 ｼﾞｮﾝ･ｶﾞｰﾄﾞﾅｰ（高見浩訳） 文芸春秋 1985.7 文春文庫

2131 毛沢東の刺客 ｱﾝｿﾆｰ･ｸﾞﾚｲ（新庄哲夫訳） 文芸春秋 1980.6 文春文庫

2132 燃える男
A･J･ｸｨﾈﾙ（大熊栄訳）　綜合社
編

集英社 1984.7 集英社文庫

2133 木曜島の夜会 司馬遼太郎 文芸春秋 1977.4

2134 模造記憶 P･K･ﾃﾞｨｯｸ（浅倉久志他訳） 新潮社 1989.7 新潮文庫

2135 戻ってきた将軍たち（上） ﾛﾊﾞｰﾄ･ﾗﾄﾞﾗﾑ（山本光伸訳） 新潮社 1986.6 新潮文庫

2136 戻ってきた将軍たち（下） ﾛﾊﾞｰﾄ･ﾗﾄﾞﾗﾑ（山本光伸訳） 新潮社 1986.6 新潮文庫

2137 モーニング・アフター ｱｲﾘｰﾝ･ﾛｯﾄﾏﾝ（上田公子訳） 角川書店 1987.3 角川文庫 角川書店謹呈のしおり入り。

2138 （第二期）物語藩史　第３巻　信越の諸藩 児玉幸多、北島正元 人物往来社 1966.6

2139 物語フランス革命史一　ヴェルサイユの落日 ﾙﾉｰﾄﾙ、ｶﾙﾄﾛ（山本有幸編訳） 白水社 1983.5

2140 物語フランス革命史二　血に渇く神々 ﾙﾉｰﾄﾙ、ｶﾙﾄﾛ（山本有幸編訳） 白水社 1983.6

2141 モーパッサン短篇集（Ⅰ） ﾓｰﾊﾟｯｻﾝ（青柳瑞穂訳） 新潮社 1956.2 新潮文庫

2142 モーパッサン短篇集（Ⅱ） ﾓｰﾊﾟｯｻﾝ（青柳瑞穂訳） 新潮社 1956.3 新潮文庫

2143 モーパッサン短篇集（Ⅲ） ﾓｰﾊﾟｯｻﾝ（青柳瑞穂訳） 新潮社 1956.3 新潮文庫
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2144 モーパッサン短篇集（Ⅳ） ﾓｰﾊﾟｯｻﾝ（青柳瑞穂訳） 新潮社 1956.3 新潮文庫

2145 モーパッサン短篇集（Ⅴ）
ﾓｰﾊﾟｯｻﾝ（青柳瑞穂、河盛好蔵
訳）

新潮社 1956.3 新潮文庫

2146 モーム短篇集Ⅰ　雨・赤毛 ｻﾏｾｯﾄ･ﾓｰﾑ（中野好夫訳） 新潮社 1959.9 新潮文庫

2147 モーム短篇集Ⅰ　雨・赤毛 ｻﾏｾｯﾄ･ﾓｰﾑ（中野好夫訳） 新潮社 1959.9 新潮文庫

2148 モーム短篇集Ⅲ　手紙・環境の力 ｻﾏｾｯﾄ･ﾓｰﾑ（田中西二郎訳） 新潮社 1961.3 新潮文庫

2149 モーム短篇集Ⅳ　園遊会まで ｻﾏｾｯﾄ･ﾓｰﾑ（田中西二郎訳） 新潮社 1961.2 新潮文庫

2150 モーム短篇集Ⅴ　アシェンデンⅠ ｻﾏｾｯﾄ･ﾓｰﾑ（河野一郎訳） 新潮社 1963.4 新潮文庫

2151 モーム短篇集Ⅶ　怒りの器 ｻﾏｾｯﾄ･ﾓｰﾑ（増野正衛訳） 新潮社 1960.8 新潮文庫 中扉･89

2152 モーム短篇集Ⅷ　この世の果て ｻﾏｾｯﾄ･ﾓｰﾑ（増野正衛訳） 新潮社 1960.10 新潮文庫 地

2153 モーム短篇集Ⅸ　十二人目の妻 ｻﾏｾｯﾄ･ﾓｰﾑ（龍口直太郎訳） 新潮社 1960.11 新潮文庫

2154 モーム短篇集XI　コスモポリタンⅠ ｻﾏｾｯﾄ･ﾓｰﾑ（龍口直太郎訳） 新潮社 1962.7 新潮文庫 末尾

2155 モーム短篇集Ⅻ　コスモポリタンⅡ ｻﾏｾｯﾄ･ﾓｰﾑ（龍口直太郎訳） 新潮社 1962.7 新潮文庫

2156 桃山の春 大類伸 冨山房 1969.10
見返し・88・89・93
～95

2157 森銑三著作集　第一巻　人物篇一 森銑三 中央公論社 1970.12 169 「月報」1付。

2158 森銑三著作集　第二巻　人物篇二 森銑三 中央公論社 1971.4 「月報」5付。

2159 森銑三著作集　第三巻　人物篇三 森銑三 中央公論社 1971.1 「月報」2付。

2160 森銑三著作集　第四巻　人物篇四 森銑三 中央公論社 1971.8 「月報」9付。

2161 森銑三著作集　第五巻　人物篇五 森銑三 中央公論社 1971.3 「月報」4付。

2162 森銑三著作集　第六巻　人物篇六 森銑三 中央公論社 1971.2 「月報」3付。

2163 森銑三著作集　第七巻　人物篇七 森銑三 中央公論社 1971.6 「月報」7付。

2164 森銑三著作集　第八巻　人物篇八 森銑三 中央公論社 1971.7 「月報」8付。

2165 森銑三著作集　第九巻　人物篇九 森銑三 中央公論社 1971.5 「月報」6付。

2166 森銑三著作集　第十巻　典籍篇一 森銑三 中央公論社 1971.9 「月報」10付。

2167 森銑三著作集　第十一巻　典籍篇二 森銑三 中央公論社 1971.10 「月報」11付。

2168 森銑三著作集　第十二巻　雑纂 森銑三 中央公論社 1971.11 「月報」12付。

2169 森銑三著作集　別巻　索引 森銑三 中央公論社 1972.8 地 「月報」13付。

2170 モルグ街の殺人事件 ﾎﾟｵ（佐々木直次郎訳） 新潮社 1951.8 新潮文庫

2171 やけたトタン屋根の上の猫 ﾃﾈｼｰ･ｳｨﾘｱﾑｽﾞ（田島博訳） 新潮社 1959.6 新潮文庫

2172 安岡章太郎随筆集１ 安岡章太郎 岩波書店 1992.2
遠藤周作宛て著者謹呈のしおり入
り（著者ｻｲﾝあり）。「｢第三の新
人｣ということ」など収録。

2173 安岡章太郎随筆集３ 安岡章太郎 岩波書店 1991.6
遠藤周作宛ての著者ｻｲﾝ入り。
「遠藤周作のｳｿとﾏｺﾄについて」
など収録。

2174 安岡章太郎随筆集４ 安岡章太郎 岩波書店 1991.10
遠藤周作宛て著者謹呈のしおり入
り（著者ｻｲﾝあり）。

2175 安岡章太郎随筆集５ 安岡章太郎 岩波書店 1991.8
遠藤周作宛て著者謹呈のしおり入
り（著者ｻｲﾝあり）。

2176 安岡章太郎随筆集６ 安岡章太郎 岩波書店 1991.9
遠藤周作宛て著者謹呈のしおり入
り（著者ｻｲﾝあり）。

2177 野性の呼び声 ｼﾞｬｯｸ･ﾛﾝﾄﾞﾝ（大石真訳） 新潮社 1959.6 新潮文庫

2178 野生の棕櫚［しゅろ］ ﾌｫｰｸﾅｰ（大久保康雄訳） 新潮社 1954.4 新潮文庫

2179 ヤング・シャーロック　ピラミッドの謎 A･ｱｰﾉﾙﾄﾞ（宮脇孝雄訳） 新潮社 1986.3 新潮文庫
新潮社「乞御高評」のしおり入
り。

2180 唯識学研究　上巻　教史論 深浦正文 永田文昌堂 1954.9

2181 唯識学研究　下巻　教義論 深浦正文 永田文昌堂 1954.9

2182 誘拐 ﾋﾞﾙ･ﾌﾟﾛﾝｼﾞｰﾆ（高見浩訳） 新潮社 1977.11 新潮文庫 中扉

2183 誘拐犯はセミプロ
ｸﾞﾚｺﾞﾘｰ･ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞ（鎌田三平
訳）

文芸春秋 1984.7 文春文庫

2184 幽玄―観世寿夫の世界（シンポジウム） 渡辺守章編 ﾘﾌﾞﾛﾎﾟｰﾄ 1980.7

遠藤周作宛ての朝日新聞社出版局
図書編集室文庫編集部石関柾美添
書（『わが家の夕めし』送付）挟
み込み。

2185 勇者たちの島
ｼﾞｪｲﾑｽﾞ･ｸﾞﾚｱﾑ(ｼﾞｬｯｸ･ﾋｷﾞﾝｽﾞ)
（安達昭雄訳）

角川書店 1981.3 角川文庫

2186 夕べの雲 庄野潤三 講談社 1988.4 講談社文芸文庫

2187 ユダヤの民と宗教―イスラエルの道 A・ｼｰｸﾞﾌﾘｰﾄﾞ（鈴木一郎訳） 岩波書店 1967.8 岩波新書

表紙裏・中扉・14・
16・40・42・43・
48・49・51・54・
55・58・72・76・
78・85・88

2188 ユートピア学事始め 高柳俊一 福武書店 1983.3

2189 ユトリロ展（図録） 読売新聞社 読売新聞社 1978
作品№4･8･28･31･39･
40･51･55･68･38･54･
67

ﾍﾟｰｼﾞ付なし。

2190 指に傷のある女 ﾙｰｽ･ﾚﾝﾃﾞﾙ（深町真理子訳） 角川書店 1986.1 角川文庫

2191 夢判断　上巻 ﾌﾛｲﾄ（高橋義孝訳） 新潮社 1957.1 新潮文庫

2192 夢判断　中巻 ﾌﾛｲﾄ（高橋義孝訳） 新潮社 1957.6 新潮文庫

2193 夢判断　下巻 ﾌﾛｲﾄ（高橋義孝訳） 新潮社 1957.12 新潮文庫

2194 ユーモア小説集 遠藤周作 講談社 1973.5 講談社文庫
講談社文庫出版部よりの58刷見本
送付状挟み込み。

2195 ユング―地下の大王 ｺﾘﾝ･ｳｨﾙｿﾝ（安田一郎訳） 河出書房新社 1985.4

見返し・43・45・
52・76・78・80・
84・88・108・115・
166・167・218

2196 ユング心理学選書⑤　東洋的瞑想の心理学
C･G･ﾕﾝｸﾞ（湯浅泰雄、黒木幹夫
訳）

創元社 1983.11
見返し･11･17･192･
196･213･279･287

遠藤周作宛ての訳者（湯浅泰雄）
ｻｲﾝ入り。
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2197 ユング心理学選書⑫　ユングと共時性
ｲﾗ･ﾌﾟﾛｺﾞﾌ（河合隼雄、河合幹
雄訳）

創元社 1987.9

2198 ユング心理学選書⑫　ユングと共時性
ｲﾗ･ﾌﾟﾛｺﾞﾌ（河合隼雄、河合幹
雄訳）

創元社 1987.9 25･119･121･145

2199 ユング心理学と仏教 河合隼雄 岩波書店 1995.10

2200 ユング心理学の応用 林道義編 みすず書房 1988.8

2201 ユング心理学の方法 林道義 みすず書房 1987.10 著者謹呈のしおり入り。

2202 ユングとオカルト 秋山さと子 講談社 1987.1 講談社現代新書

2203 ユングと聖書 W･G･ﾛﾘﾝｽﾞ（野村美紀子訳） 教文館 1986.3

2204 ユングと脱近代―心理学人間の誕生 ﾋﾟｰﾀｰ･ﾎｰﾏﾝｽﾞ（村本詔司訳） 人文書院 1986.1
176･181･264･265･
268･269･271～274･
324

2205 ユングとティリッヒ ﾄﾞｩｱﾘｲ（河東仁訳） 大明堂 1985.6

2206 ユングの宗教心理学―神の像をめぐって
ｼﾞｪｰﾑｽﾞ･ﾊｲｼﾞｯｸ（纐纈康平、渡
辺学訳）

春秋社 1985.11

2207 容疑者は雨に消える ｺﾘﾝ･ｳｨﾙｺｯｸｽ（宮脇孝雄訳） 文芸春秋 1980.7 文春文庫

2208 妖精物語からＳＦへ ﾛｼﾞｪ･ｶｲﾖﾜ（三好郁朗訳） ｻﾝﾘｵ 1987.10 ｻﾝﾘｵSF文庫

2209 幼年時代 ｶﾛｯｻ（芳賀檀訳） 新潮社 1953.5 新潮文庫

2210 ヨーガとヒンドゥー神秘主義 S･N･ﾀﾞｽｸﾞﾌﾟﾀ（高島淳訳） せりか書房 1979.8

2211 欲望という名の電車
ﾃﾈｼｰ･ｳｨﾘｱﾑｽﾞ（田島博・山下修
訳）

新潮社 1956.8 新潮文庫

2212 吉川英治全集22　新書太閤記（一） 吉川英治 講談社 1967.1

2213 吉川英治全集23　新書太閤記（二） 吉川英治 講談社 1967.2 「月報」8付。

2214 吉川英治全集24　新書太閤記（三） 吉川英治 講談社 1967.3 「月報」9付。

2215 吉川英治全集25　新書太平記（三） 吉川英治 講談社 1967.4

2216 吉川英治全集33　新・平家物語（一） 吉川英治 講談社 1967.8 「月報」15付。

2217 吉川英治全集34　新・平家物語（二） 吉川英治 講談社 1967.9 「月報」16付。

2218 吉川英治全集35　新・平家物語（三） 吉川英治 講談社 1967.10 「月報」17付。

2219 吉川英治全集36　新・平家物語（四） 吉川英治 講談社 1967.11 「月報」18付。

2220 吉川英治全集37　新・平家物語（五） 吉川英治 講談社 1967.12 「月報」20付。

2221 吉川英治全集38　新・平家物語（六） 吉川英治 講談社 1968.1 「月報」21付。

2222 吉川英治全集39　私本太平記（一） 吉川英治 講談社 1969.1
「月報」35付。全集39～41は3冊
セットで箱入り。

2223 吉川英治全集40　私本太平記（二） 吉川英治 講談社 1969.2

2224 吉川英治全集41　私本太平記（三） 吉川英治 講談社 1969.3 「月報」37付。

2225 吉川英治全集46　随筆宮本武蔵他 吉川英治 講談社 1969.5 「月報」40付。

2226 吉田松陰 奈良本辰也 岩波書店 1951.1 岩波新書 乱丁（冒頭部分ﾀﾞﾌﾞﾘ）。

2227 義経 司馬遼太郎 文芸春秋 1968.5

2228 義経伝説―歴史の虚実 高橋富雄 中央公論社 1966.10 中公新書

2229 吉行淳之介着流し対談 吉行淳之介 いんなあとりっぷ 1974.8

2230 吉原の四季―清元「北州千歳寿」考証 瀧川政次郎 青蛙房 1971.1

29～31･42･43･48･51･
62･64･68･69･83･101
～103･106･115･116･
121･122･139･143･
150･151･163･165･
168･175･192･197･
212･213･215･218･
226･265･267･269･
275･284･285･290･
291･324･326･327

p.115･121･135･139･143･151･163･
175･177･193･213･219･227･285･
327に付箋貼付。

2231 寄席楽屋帳 三遊亭円生 青蛙房 1976.6 42･46

2232 寄席育ち 三遊亭円生 青蛙房 1976.6 293･296･298･303･307

2233 呼びだされた男 ﾌﾘｰﾏﾝﾄﾙ（稲葉明雄訳） 新潮社 1982.11 新潮文庫

2234 ヨブへの答え C･G･ﾕﾝｸﾞ（林道義訳） みすず書房 1988.3 訳者謹呈のしおり入り。

2235 夜の歌（散文詩） ｼﾞｬﾑ（三好達治訳） 新潮社 1951.10 新潮文庫

2236 夜の終り ﾓｰﾘﾔｯｸ（杉捷夫訳） 新潮社 1952.6 新潮文庫

2237 余話として 司馬遼太郎 文芸春秋 1975.10 198

2238 ラエリウス（友情論）・大カトー（老年論）
ｷｹﾛｰ（長沢信寿、斉藤為三郎
訳）

生活社 1943.4

2239 羅漢―仏と人との間 梅原猛 淡交社 1968.6 著者贈呈のしおり入り。

2240 落語のみなもと 宇井無愁 中央公論社 1983.9 中公新書

2241 落語美学 江国滋 東京書房 1965.12
遠藤周作宛ての著者ｻｲﾝ入り。限
定1000部の内200番。

2242 落語無学 江国滋 東京書房社 1969.4
遠藤周作宛て著者謹呈のしおり入
り（著者ｻｲﾝあり）。限定1000部
の内391番。

2243 ラーゲリを出たスパイ ﾋﾞﾙ･ｸﾞﾚﾝｼﾞｬｰ（井口恵之訳） 文芸春秋 1985.2 文春文庫

2244 ラーゲリを出たスパイ ﾋﾞﾙ･ｸﾞﾚﾝｼﾞｬｰ（井口恵之訳） 文芸春秋 1985.2 文春文庫 見返し

2245 ラシーヌ戯曲全集Ⅰ 伊吹武彦、佐藤朔編 人文書院 1964.11 10･28･31･402･403

2246 ラシーヌ戯曲全集Ⅱ 伊吹武彦、佐藤朔編 人文書院 1965.1

2247 ラテンアメリカの文学13　族長の秋
ｶﾞﾙｼｱ･ﾏﾙｹｽ（鼓直訳）　綜合社
編

集英社 1983.6

2248 ラテン文学史 田中秀央 生活社 1943.5

2249 挟殺［ランダウン］
ｼﾞｪｲﾑｽﾞ･ﾏｸﾞﾇｽﾝ（水野谷とおる
訳）

角川書店 1984.1

2250 ランボオ詩集 ﾗﾝﾎﾞｵ（堀口大学訳） 新潮社 1951.10 新潮文庫

2251 李家荘の変遷 趙樹理（小野忍訳） 岩波書店 1958.9 岩波文庫 岩波書店謹呈のしおり入り。

2252 利休とその道統　茶の湯の美術展（図録）
千宗室監修　裏千家今日庵、日
本経済新聞社編

裏千家今日庵・日
本経済新聞社

1985
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2253 利休の死 小松茂美 中央公論社 1988.9

2254 離愁［りしゅう］（エヴァ） ｼｬﾙﾄﾞﾝﾇ（佐藤朔訳） 新潮社 1956.4 新潮文庫

2255 リスボン、赤い夏 ﾏｰﾃｨﾝ･ｳｫｰｶｰ（篠原慎訳） 角川書店 1981.3

2256 リッツｫーリ版　世界美術全集17　ルノワール 座右宝刊行会編・制作 集英社 1973.11
ﾚｵﾅﾙﾄﾞ・ﾀﾞ・ｳﾞｨﾝﾁ「ﾓﾅ・ﾘｻﾞ」
付。

2257 リトル・ドラマー・ガール ｼﾞｮﾝ.･ﾙ･ｶﾚ（村上博基訳） 早川書房 1983.11

2258 李白
A･ｳｪｲﾘｰ（小川環樹、栗山稔
訳）

岩波書店 1973.1 岩波新書

2259 猟人日記　上巻 ﾂﾙｹﾞｰﾈﾌ（米川正夫訳） 新潮社 1951.12 新潮文庫

2260 猟人日記　下巻 ﾂﾙｹﾞｰﾈﾌ（米川正夫訳） 新潮社 1952.1 新潮文庫

2261 緑色遺伝子 ﾋﾟｰﾀｰ･ﾃﾞｨｷﾝｽﾝ（大瀧啓裕訳） ｻﾝﾘｵ 1979.6 ｻﾝﾘｵSF文庫

2262 旅行者（上） ｼﾞｮﾝ･ｶｯﾂｪﾝﾊﾞｯｸ（堀内静子訳） 早川書房 1989.5

2263 旅行者（下） ｼﾞｮﾝ･ｶｯﾂｪﾝﾊﾞｯｸ（堀内静子訳） 早川書房 1989.5

2264 李陵・弟子・名人伝 中島敦 角川書店 1952.7 角川文庫

2265 リルケ詩集 ﾘﾙｹ（富士川英郎訳） 新潮社 1953.2 新潮文庫

2266 リンガラ・コード ｳｫｰﾚﾝ･ｷｰﾌｧｰ（池央耿訳） 角川書店 1986.5 角川文庫 中扉

2267 臨済と道元 増谷文雄 春秋社 1971.3

2268 臨床中医学概論 張瓏英
自然社発行
緑書房発売

1988.6
著者贈呈のしおり、遠藤周作宛て
の添書挟み込み。

2269 輪廻［りんね］と解脱［げだつ］ 花山勝友 講談社 1989.6 講談社現代新書

2270 輪舞 ｼｭﾆｯﾂﾗｰ（高橋健二訳） 新潮社 1952.9 新潮文庫

2271 流刑地サートからの脱出 ﾘﾁｬｰﾄﾞ･ﾊｰﾚｲ（吉浦澄子訳） 新潮社 1989.10 新潮文庫

2272 ルネサンスの歴史（上）―黄金世紀のイタリア
ﾓﾝﾀﾈｯﾘ、ｼﾞｪﾙｳﾞｧｰｿﾞ（藤沢道郎
訳）

中央公論社 1981.12

2273 ルネサンスの歴史（下）―反宗教改革のイタリア
ﾓﾝﾀﾈｯﾘ、ｼﾞｪﾙｳﾞｧｰｿﾞ（藤沢道郎
訳）

中央公論社 1982.4

2274 ルビコン１［ワン］ D･ｼﾞｮｰﾝｽﾞ（水上峰雄訳） 新潮社 1986.8 新潮文庫
新潮社「乞御高評」のしおり入
り。

2275 ルーマニヤ日記 ｶﾛｯｻ（高橋義孝訳） 新潮社 1956.3 新潮文庫

2276 流浪の果て ﾍﾙﾏﾝ･ﾍｯｾ（高橋健二訳） 新潮社 1955.3 新潮文庫

2277 霊界の絆―死者にお経は必要か!? 向井慈空 海風社 1988.1

2278 歴史　上巻 ﾄｩｰｷｭｰﾃﾞｨﾃﾞｰｽ（青木巌訳） 生活社 1942.5

見返し･序･目次・中
扉・3・5・12・15・
325・418・420～
429・裏見返し

2279 歴史と視点―私の雑記帖 司馬遼太郎 新潮社 1974.10

2280 歴史と小説 司馬遼太郎 河出書房新社 1969.8

2281 歴史と神話の心理学 湯浅泰雄 思索社 1984.1
見返し・83・890・
108・109・173～175

「遠藤蔵書」印あり。

2282 歴史と風土　武蔵野 桜井正信 社会思想社 1966.6

2283 歴史の群像４　叛旗 安西篤子他著　日本ｱｰﾄｾﾝﾀｰ編 集英社 1984.8

2284 歴史の群像５　下克上 邦光史郎他著　日本ｱｰﾄｾﾝﾀｰ編 集英社 1984.4

2285 歴史の群像６　商魂 大石慎三郎他著　日本ｱｰﾄｾﾝﾀｰ編 集英社 1984.5

2286 歴史の群像10　創造 井沢元彦他著　日本ｱｰﾄｾﾝﾀｰ編 集英社 1984.7

2287 歴史の世界から 司馬遼太郎 中央公論社 1980.11 著者謹呈のしおり入り。

2288 歴史の舞台―文明のさまざま 司馬遼太郎 中央公論社 1984.3
著者・中央公論社謹呈のしおり入
り。

2289 歴史の町並みを歩く 藤井正大 実業之日本社 1977.11 目次

2290 歴史の夜咄 司馬遼太郎、林屋辰三郎 小学館 1981.5

2291 歴史への感情旅行 安岡章太郎 新潮社 1995.11
遠藤周作宛て著者謹呈のしおり入
り（著者ｻｲﾝあり）。

2292 歴史を紀行する 司馬遼太郎 文芸春秋 1969.2

119・128・136・
137・139・141・
147・148・154・
161・163・164・173

2293 レストレード警部と三人のホームズ M･J･ﾄﾛｰ（後藤安彦訳） 新潮社 1989.5 新潮文庫

2294 レッド・オクトーバーを追え（上） ﾄﾑ･ｸﾗﾝｼｰ（井坂清訳） 文芸春秋 1985.12 文春文庫

2295 レッド・オクトーバーを追え（下） ﾄﾑ･ｸﾗﾝｼｰ（井坂清訳） 文芸春秋 1985.12 文春文庫

2296 レディホーク ｼﾞｮｰﾝ･ｳﾞｨﾝｼﾞ（野田昌宏訳） 角川書店 1985.6 角川文庫

2297 レモ 第一の挑戦
ｳｫｰﾚﾝ･ﾏｰﾌｨｰ、ﾘﾁｬｰﾄﾞ･ｻﾋﾟｱ（東
江一紀訳）

ｻﾝｹｲ出版 1986.6 ｻﾝｹｲ文庫

2298 レモ 第一の挑戦
ｳｫｰﾚﾝ･ﾏｰﾌｨｰ、ﾘﾁｬｰﾄﾞ･ｻﾋﾟｱ（東
江一紀訳）

ｻﾝｹｲ出版 1986.6 ｻﾝｹｲ文庫

2299 レモン色の戦慄 ｼﾞｮﾝ･D･ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞ（篠原慎訳） 角川書店 1983.4 角川文庫

2300 恋愛論　下巻 ｽﾀﾝﾀﾞｰﾙ（大岡昇平訳） 新潮社 1956.11 新潮文庫

2301 蓮如 森龍吉 講談社 1979.8 講談社現代新書 裏表紙

2302 蓮如　第一巻 丹羽文雄 中央公論社 1982.9 著者謹呈のしおり入り。

2303 ロココの女王 ポンパドゥール侯爵夫人 飯塚信雄 文化出版局 1980.9 9・147・153・156

2304 ロシアから愛をこめて―秘密情報部007号 ｲｱﾝ･ﾌﾚﾐﾝｸﾞ（井上一夫訳） 東京創元社 1964.4 創元推理文庫

2305 ロシア皇帝の密約 ｼﾞｪﾌﾘｰ･ｱｰﾁｬｰ（永井淳訳） 新潮社 1986.10 新潮文庫

2306 ロスノフスキ家の娘（上） ｼﾞｪﾌﾘｰ･ｱｰﾁｬｰ（永井淳訳） 新潮社 1983.2 新潮文庫

2307 ロスノフスキ家の娘（下） ｼﾞｪﾌﾘｰ･ｱｰﾁｬｰ（永井淳訳） 新潮社 1983.2 新潮文庫

2308 ローソン・ブルーの瞳（上） ｼﾞｬﾈｯﾄ･ﾃﾞｲﾘｰ（小沢瑞穂訳） 新潮社 1989.8 新潮文庫
新潮社「乞御高評」のしおり入
り。

2309 ローソン・ブルーの瞳（下） ｼﾞｬﾈｯﾄ･ﾃﾞｲﾘｰ（小沢瑞穂訳） 新潮社 1989.9 新潮文庫
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2310 ロダン ﾘﾙｹ（石中象治訳） 新潮社 1953.5 新潮文庫

2311 ロチのニッポン日記―お菊さんとの奇妙な生活 船岡未利編訳 有隣堂 1979.2 有隣新書

2312 ロック・ワグラム W・ｻﾛｰﾔﾝ（内藤誠訳） 新潮社 1990.2 新潮文庫

2313 駱駝祥子［ロートシャンズ］ 老舎（竹中伸訳） 新潮社 1952.9 新潮文庫

2314 炉ばたのこおろぎ ﾃﾞｨｯｹﾝｽﾞ（村岡花子訳） 新潮社 1959.10 新潮文庫

2315 ロベルトは今夜
ﾋﾟｴｰﾙ・ｸﾛｿｳｽｷｰ（若林真、永井
旦訳）

河出書房 1968.7
「人間の文学しおり」29付。遠藤
周作「ｸﾛｿｳｽｷｰ氏会見記」収録。

2316 ロマネスク ｼｬﾙﾄﾞﾝﾇ（神西清訳） 新潮社 1952.4 新潮文庫

2317 ローレンス短篇集 ﾛｰﾚﾝｽ（岩倉具栄訳） 新潮社 1957.12 新潮文庫

2318 ロンドンマッチ ﾚﾝ・ﾃﾞｲﾄﾝ（田中融二訳） 光文社 1986.6

2319 Ｙの悲劇 ｴﾗﾘｰ･ｸｲｰﾝ（田村隆一訳） 角川書店 1961.12 新潮文庫

2320 ワインズバーグ・オハイオ ｱﾝﾀﾞｽﾝ（橋本福夫訳） 新潮社 1959.9 新潮文庫

2321 若き詩人への手紙・若き女性への手紙 ﾘﾙｹ（高安国世訳） 新潮社 1953.1 新潮文庫

2322 若き日の手紙 ﾌｨﾘｯﾌﾟ（鈴木健郎訳） 新潮社 1955.7 新潮文庫

2323 わが兄弟、ユダ
ﾎﾞｱﾛｰ、ﾅﾙｽｼﾞｬｯｸ（佐々木善郎
訳）

早川書房 1979.6
ﾊﾔｶﾜ ﾎﾟｹｯﾄ ﾐｽﾃﾘ
ﾌﾞｯｸｽ

2324 若草物語　上巻 ｵｰﾙｺｯﾄ（松本恵子訳） 新潮社 1951.9 新潮文庫
13・14・50・51・79
～81・141・159・末
尾

p.50・78・80に付箋挟み込み。

2325 わが名はユダ E･R･ｼﾞｮﾝｽﾝ（隅田たけ子訳） 角川書店 1983.2 角川文庫

2326 わが街角（上） 早乙女勝元 新潮社 1986.7 新潮文庫 著者ｻｲﾝ入り。

2327 わが街角（中） 早乙女勝元 新潮社 1986.7 新潮文庫

2328 わが街角（下） 早乙女勝元 新潮社 1986.7 新潮文庫

2329 わが目の悪魔 ﾙｰｽ･ﾚﾝﾃﾞﾙ（深町真理子訳） 角川書店 1982.6 角川文庫

2330 別れを告げに来た男 ﾌﾘｰﾏﾝﾄﾙ（中村能三訳） 新潮社 1979.10 新潮文庫 中扉

2331 鷲は舞い降りた ｼﾞｬｯｸ･ﾋｷﾞﾝｽﾞ（菊池光訳） 早川書房 1981.10 ﾊﾔｶﾜ文庫

2332 私が死んだ夜 ｺｰﾈﾙ・ｳｰﾙﾘｯﾁ（稲葉明雄訳） 早川書房 不明
ﾊﾔｶﾜ ﾎﾟｹｯﾄ ﾐｽﾃﾘ
ﾌﾞｯｸｽ

76・79・84・86・88

2333 わたしが・棄てた・女 遠藤周作 講談社 1972.12 講談社文庫
講談社文庫編集部よりの61刷見本
送付状挟み込み。

2334 私にとっての宗教 ﾏﾊﾄﾏ･ｶﾞﾝﾃﾞｨｰ（竹内啓二他訳） 新評論 1991.7

見返し・同裏･8～
11・45・46・56・
57・63・64・69・
102・243・244

2335 私の選んだ基本定石（「別冊囲碁クラブ」№42） 小川誠子 日本棋院 1982.9 遠藤周作宛ての著者ｻｲﾝ入り。

2336 私の音楽手帖 遠山一行 講談社 1996.7 著者謹呈のしおり入り。

2337 私の西域紀行　上巻 井上靖 文芸春秋 1983.10 文芸春秋謹呈のしおり入り。

2338 罠にかけられた男 ﾌﾘｰﾏﾝﾄﾙ（稲葉明雄訳） 新潮社 1986.2 新潮文庫

2339 わびの芸術 望月信成 創元社 1967.3

2340 笑いの遊歩道（フランス・ユーモア文学傑作選） 沢村灌、高儀進編 白水社 1990.3 白水Uﾌﾞｯｸｽ 白水社謹呈のしおり入り。

2341 笑いの錬金術（イギリス・ユーモア文学傑作選） 榊原晃三、竹内廸也編 白水社 1990.5 白水Uﾌﾞｯｸｽ 白水社謹呈のしおり入り。

2342 笑う警官
ﾏｲ･ｼｭｰｳﾞｧﾙ、ﾍﾟｰﾙ･ｳﾞｧｰﾙｰ（高
見浩訳）

角川書店 1972.7 角川文庫 見返し・中扉

2343 笑われる理由―「おしゃべリスト」が見た芸能界 立川志の輔 祥伝社 1991.2 ﾉﾝ･ﾌﾞｯｸ

2344 ワンダ・ブック ﾎｰｿﾝ（吉田甲子太郎訳） 新潮社 1957.3 新潮文庫

2345 わんぱく天使
J･M･ﾃﾞ･ｳﾞｧｽｺﾝｾﾛｽ（岡本浜江
訳）

角川書店 1974.12 角川文庫
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