
丸谷才一コレクション

所蔵番号 本標題 出版者 刊行年月日
1 B0073635 内部の人間 / 秋山駿著 . -- (現代評論選書) 南北社 昭和42.1.12
2 B0073636 歩行と貝殻 / 秋山駿著 講談社 昭和45.4.28
3 B0073637 時が流れるお城が見える : 秋山駿文学論集 / 秋山駿著 仮面社 昭和46.11.20
4 B0073638 考える兇器 : 秋山駿評論集 / 秋山駿著 冬樹社 昭和47.10.1
5 B0073639 地下室の手記 / 秋山駿著 徳間書店 昭和49.6.10
6 B0073640 架空のレッスン / 秋山駿著 小沢書店 昭和52.7.15
7 B0073641 知れざる炎 : 評伝中原中也 / 秋山駿著 河出書房新社 昭和52.10.30
8 B0073642 決められた以外のせりふ / 芥川比呂志著 新潮社 昭和45.2
9 B0073643 寒村茶話 / 荒畑寒村著 . -- (朝日選書 ; 137) 朝日新聞社 1979.6.20
10 B0073644 現代詩を読む : 1976〜1979 / 安藤元雄著 小沢書店 昭和54.11.20
11 B0073649 萩原朔太郎 / 飯島耕一著 角川書店 昭和50.5.10
12 B0073664 飯島耕一詩集 / 飯島耕一著 小沢書店 昭和53.1.15
13 B0073665 上野をさまよって奥羽を透視する : 飯島耕一詩集 / 飯島耕一著 集英社 1980.11.10
14 B0073666 Mixed fruit : 詩画集 / 池田満寿夫詩・画 南天子画廊 1976.9.13
15 B0073669 エーゲ海に捧ぐ : 池田満寿夫第一小説集 / 池田満寿夫著 角川書店 昭和52.4.30
16 B0073672 ズボンの中の雲 / 池田満寿夫著 角川書店 昭和55.10.30
17 B0073700 折口信夫 : まれびと論 / 池田弥三郎著 . -- (日本民俗文化大系 ; 2) 講談社 昭和53.3.20
18 B0073705 吾輩は漱石である / 井上ひさし著 集英社 昭和57.11.25
19 B0073706 井上ひさし全芝居 / 井上ひさし著 新潮社 昭和59.4.5
20 B0073707 不忠臣蔵 / 井上ひさし著 集英社 1985.12.10
21 B0073708 シャンハイムーン / 井上ひさし著 集英社 1991.3.10
22 B0073709 東京セブンローズ / 井上ひさし著 文藝春秋 平成11.3.20
23 B0073710 井上光晴作品集 勁草書房 昭和40.3.25
24 B0073711 小屋 / 井上光晴著 講談社 昭和47.5.20
25 B0073712 心優しき叛逆者たち / 井上光晴著 新潮社 昭和48.8.30
26 B0073713 丸山蘭水楼の遊女たち / 井上光晴著 新潮社 昭和51.12.5
27 B0073714 憑かれた人 / 井上光晴著 集英社 1981.4.10
28 B0073715 「月」そのほかの詩 : 詩集 / 入沢康夫著 思潮社 1977.4.15
29 B0073716 駱駝譜 : 入沢康夫詩集 / 入沢康夫著 花神社 1981.6.25
30 B0073717 春の散歩 : 詩集 / 入沢康夫著 青土社 1982.6.5
31 B0073751 映画だけしか頭になかった / 植草甚一著 晶文社 1973.5.30
32 B0073752 美味礼讃 / 海老沢泰久著 文芸春秋 1992.3.20
33 B0073756 鉄の首枷 : 小西行長伝 / 遠藤周作著 中央公論社 昭和52.4.10
34 B0073758 銃と十字架 / 遠藤周作著 中央公論社 昭和54.4.20
35 B0073760 侍 / 遠藤周作著 新潮社 1980.4.20
36 B0073761 スキャンダル / 遠藤周作著 新潮社 1986.3.5
37 B0073762 定義集 / 大江健三郎著 朝日新聞出版 2012.7.30
38 B0073763 寂兮寥兮 / 大庭みな子著 河出書房新社 1982.6.30
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39 B0073764 彼の故郷 / 小川国夫著 講談社 昭和49.6.16
40 B0073765 流域 / 小川国夫著 河出書房新社 昭和50.7.25
41 B0073766 夕波帖 : 随筆集 / 小川国夫著 幻戯書房 2006.12.12
42 B0073767 新・地底旅行 / 奥泉光著 朝日新聞社 2004.1.30
43 B0073768 楽しき熱帯 / 奥本大三郎著 集英社 1995.7.10
44 B0073864 フランドルの冬 / 加賀乙彦 [著] 筑摩書房 1967.8.8
45 B0073865 荒地を旅する者たち / 加賀乙彦著 新潮社 昭和46.5.30
46 B0073866 夢見草 / 加賀乙彦著 筑摩書房 昭和47.11.30
47 B0073867 帰らざる夏 / 加賀乙彦著 講談社 昭和48.7.24
48 B0073868 錨のない船 / 加賀乙彦著 講談社 1982.4.22
49 B0073869 錨のない船 / 加賀乙彦著 講談社 1982.4.22
50 B0073870 氷河と蝶 : イタリア旅想 / 河島英昭著 筑摩書房 1983.2.28
51 B0073871 叙事詩の精神 : パヴェーゼとダンテ / 河島英昭著 岩波書店 1990.8.27
52 B0073872 限界の文学 / 川村二郎著 河出書房新社 1969.4.30
53 B0073873 幻視と変奏 : 川村二郎評論集 / 川村二郎著 新潮社 1971.3.20
54 B0073874 懐古のトポス / 川村二郎著 河出書房新社 1975.7.30
55 B0073875 チャンドスの城 / 川村二郎著 講談社 1976.11.20
56 B0073883 文学の生理 : 文芸時評1973?1976 / 川村二郎著 小沢書店 昭和54.4.20
57 B0073884 感覚の鏡 : 吉行淳之介論 / 川村二郎著 講談社 1979.4.20
58 B0073885 詩の現在 : 12冊の詩集 / 菅野昭正著 集英社 1974.4.5
59 B0073886 小説の現在 / 菅野昭正著 . -- (中公叢書) 中央公論社 昭和49.7.30
60 B0073887 私の日本文学逍遥 / ドナルド・キーン著 新潮社 昭和56.5.20
61 B0073888 日本文学の歴史 / ドナルド・キーン著 ; 土屋政雄訳 中央公論社 1997.3.20
62 B0073889 猿飛佐助からハイデガーへ / 木田元著 . -- (グーテンベルクの森) 岩波書店 2003.9.26
63 B0073890 文学のよろこび / 工藤好美著 南雲堂 平成1.3.25
64 B0073891 幸せな旅人たち / 小池滋著 . -- (南雲堂不死鳥選書) 南雲堂 昭和37.7.10
65 B0073892 ゴシック小説をよむ / 小池滋著 . -- (岩波セミナーブックス ; 78) 岩波書店 1999.12.7
66 B0073893 谷崎文学と肯定の欲望 / 河野多恵子著 文藝春秋 昭和51.9.5
67 B0073894 東海自然歩道 / 小檜山俊著 養神書院 1970.6.25
68 B0073895 挟み撃ち / 後藤明生著 河出書房新社 昭和48.10.30
69 B0073897 野菜売りの声 / 坂上弘著 河出書房新社 昭和45.3.30
70 B0073898 小さい山と椿の花 / 佐多稲子著 講談社 昭和62.10.20
71 B0073899 思うどち / 佐多稲子著 講談社 1989.6.1
72 B0073900 邯鄲にて : 現代ヨーロッパ文学論 / 篠田一士著 . -- (現代芸術論叢書) 弘文堂 昭和34.8.20
73 B0073901 現代イギリス文學 / 篠田一士著 垂水書房 1962.10.30
74 B0073902 傳統と文學 / 篠田一士著 筑摩書房 昭和39.6.30
75 B0073903 日本の近代小説 / 篠田一士著 集英社 1975.9.30
76 B0073904 われアルカディアにもあり / 渋沢孝輔著 青土社 1974.5.5
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77 B0073905 胡桃の中の世界 / 澁澤龍彦著 青土社 1974.10.1
78 B0073914 廃墟について / 清水徹著 河出書房新社 1971.4.15
79 B0073915 どこにもない都市・どこにもない書物 / 清水徹, 宮川淳著 . -- (叢書エパーヴ ; 6) 小沢書店 1977.6.10
80 B0073920 読書のユートピア / 清水徹著 . -- (中公叢書) 中央公論社 昭和52.6.30
81 B0073921 書物としての都市都市としての書物 / 清水徹著 集英社 1982.4.10
82 B0073922 鏡とエロスと : 同時代文学論 / 清水徹著 筑摩書房 1984.1.10
83 B0073924 書物の夢夢の書物 / 清水徹著 筑摩書房 1984.10.30
84 B0073925 人生に二度読む本 / 城山三郎, 平岩外四著 講談社 2005.2.20
85 B0073927 郡虎彦 : その夢と生涯 / 杉山正樹著 岩波書店 1987.8.21
86 B0073938 ナポリ魔の風 / 高樹のぶ子著 文藝春秋 平成15.10.15
87 B0073939 日本近代美術史論 / 高階秀爾著 講談社 昭和47.1.20
88 B0073940 式子内親王・永福門院 / 竹西寛子著 . -- (日本詩人選 ; 14) 筑摩書房 昭和47.7.20
89 B0073941 日本の庭 / 立原正秋著 新潮社 昭和52.4.25
90 B0073942 ぼくのピクニック : 1981.7-1988.3 : Note book / 田村隆一著 朝日新聞社 1988.4.20
91 B0073943 ぼくの航海日誌 / 田村隆一著 中央公論社 1991.11.7
92 B0073944 村の名前 / 辻原登著 文藝春秋 1990.8.25
93 B0073945 百合の心 / 辻原登著 講談社 1990.9.20
94 B0073946 マノンの肉体 / 辻原登著 講談社 1994.8.25
95 B0073949 戀路 : 王朝小説集 / 中村眞一郎著 河出書房 昭和31.3.30
96 B0073950 永い狂気 / 中村真一郎著 新潮社 昭和35.2.29
97 B0073951 告別療法 / 中村眞一郎著 河出書房新社 昭和37.6.15
98 B0073952 中村真一郎長篇全集 / 中村真一郎著 河出書房新社 昭和45.3.10
99 B0073953 近代文学への疑問 / 中村真一郎著 勁草書房 昭和45.7.10
100 B0073954 暗泉夜話 : 芸術・歴史・紀行 / 中村真一郎著 . -- (読売選書 ; 33) 読売新聞社 昭和50.2.15
101 B0073964 長い回復期 / 中村真一郎著 青娥書房 昭和51.11.20
102 B0073971 憂しと見し世 : 文学回想 / 中村光夫著 筑摩書房 昭和49.11.15
103 B0073972 ある愛 / 中村光夫著 新潮社 昭和51.1.15
104 B0073973 小説とはなにか / 中村光夫著 福武書店 1982.9.20
105 B0073986 哲学の現在 : 生きること考えること / 中村雄二郎著 . -- (岩波新書 ; 黄版 2) 岩波書店 1977.5.20
106 B0073988 共通感覚論 : 知の組みかえのために / 中村雄二郎著 . -- (岩波現代選書 ; 27) 岩波書店 1979.5.28
107 B0073989 考える愉しみ : 共通感覚を求めて / 中村雄二郎著 青土社 1979.5.30
108 B0073991 パトスの知 : 共通感覚的人間像の展開 / 中村雄二郎著 筑摩書房 1982.5.30
109 B0073993 石川淳論 / 野口武彦著 筑摩書房 昭和44.2.20
110 B0073994 わが荷風 / 野口富士男著 集英社 1975.5.30
111 B0073995 徳田秋聲の文學 / 野口冨士男著 筑摩書房 昭和54.8.20
112 B0073996 流星抄 / 野口富士男著 作品社 1979.10.30
113 B0073997 散るを別れと / 野口冨士男著 河出書房新社 昭和55.4.30
114 B0073998 なぎの葉考 / 野口富士男著 文芸春秋 昭和55.9.20
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115 B0073999 風のない日々 / 野口冨士男著 文藝春秋 昭和56.4.10
116 B0074000 いま道のべに / 野口富士男著 講談社 昭和56.11.20
117 B0074001 断崖のはての空 / 野口富士男著 河出書房新社 昭和57.2.25
118 B0074002 相生橋煙雨 / 野口冨士男著 文芸春秋 昭和57.6.5
119 B0074003 海軍日記 : 最下級兵の記録 / 野口冨士男著 文藝春秋 昭和57.8.15
120 B0074004 誄歌 / 野口富士男著 河出書房新社 昭和58.3.31
121 B0074005 感触的昭和文壇史 / 野口冨士男著 文藝春秋 昭和61.7.15
122 B0074009 エロ事師たち / 野坂昭如著 講談社 昭和41.3.10
123 B0074238 とむらい師たち / 野坂昭如著 講談社 昭和42.8.12
124 B0074239 受胎旅行 / 野坂昭如著 新潮社 昭和42.10.25
125 B0074240 好色覚え帳 / 野坂昭如著 新潮社 1970.4.25
126 B0074241 俺はNOSAKAだ / 野坂昭如著 文芸春秋 昭和47.6.25
127 B0074242 火垂るの墓 / 野坂昭如著 成瀬書房 昭和53.6.21
128 B0074243 赫奕たる逆光 : 私説・三島由紀夫 / 野坂昭如著 文藝春秋 昭和62.11.25
129 B0074244 ベトナム姐ちゃん / 野坂昭如著 . -- (野坂昭如コレクション ; 1) 国書刊行会 2000.9.11
130 B0074245 骨餓身峠死人葛 / 野坂昭如著 . -- (野坂昭如コレクション ; 2) 国書刊行会 2000.11.20
131 B0074246 エストリールの夏 / 野坂昭如著 . -- (野坂昭如コレクション ; 3) 国書刊行会 2001.1.25
132 B0074247 回想太宰治 / 野原一夫著 新潮社 昭和55.5.10
133 B0074248 原條あき子詩集 / 原條あき子著 思潮社 1968.7.1
134 B0074249 変容と試行 / 平岡篤頼著 河出書房新社 昭和48.7.15
135 B0074250 迷路の小説論 / 平岡篤頼著 河出書房新社 昭和49.10.10
136 B0074251 文学の動機 / 平岡篤頼著 河出書房新社 1979.8.25
137 B0074252 田紳有楽 / 藤枝静男著 講談社 昭和51.5.12
138 B0074253 鷗外雜志 / 富士川英郎著 小沢書店 昭和58.7.20
139 B0074254 黑い風琴 / 富士川英郎著 小沢書店 昭和59.4.20
140 B0074255 風景の詩学 / 富士川義之著 白水社 1983.1.25
141 B0074258 男たちの円居 / 古井由吉著 講談社 昭和45.7.25
142 B0074259 夜の香り / 古井由吉著 新潮社 昭和53.10.15
143 B0074260 栖 / 古井由吉著 平凡社 1979.11.15
144 B0074261 山躁賦 / 古井由吉著 集英社 1982.4.10
145 B0074262 槿 / 古井由吉著 福武書店 1983.6.25
146 B0074263 招魂のささやき / 古井由吉著 福武書店 1984.11.15
147 B0074264 歴史をみる眼 / 堀米庸三著 . -- (NHKブックス ; 15) 日本放送出版協会 昭和39.10.20
148 B0074265 『白樺』派の作家と作品 / 本多秋五著 未来社 1968.9.15
149 B0074266 幻景の明治 / 前田愛著 . -- (朝日選書 ; 121) 朝日新聞社 1978.11.20
150 B0074267 鳥はうたって残る / 丸元淑生著 文芸春秋 昭和54.11.20
151 B0074268 砲撃のあとで/ 三木卓著 集英社 1973.7.25
152 B0074269 食卓12か月 / 森須滋郎著 読売新聞社 1983.10.14
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153 B0074270 旦那の意見 / 山口瞳著 中央公論社 昭和52.5.30
154 B0074271 金曜日の夜 / 山口瞳文 ; 関保寿絵 新潮社 1978.7.15
155 B0074272 迷惑旅行 / 山口瞳著 新潮社 昭和53.9.10
156 B0074273 単身赴任 / 山口瞳著 講談社 昭和54.3.8
157 B0074274 卑怯者の弁 / 山口瞳著 . -- (男性自身シリーズ ; 16) 新潮社 昭和56.3.25
158 B0074275 酔いどれ紀行 / 山口瞳著 新潮社 昭和56.9.20
159 B0074276 婚約 / 山口瞳著 講談社 昭和57.5.12
160 B0074277 家族(ファミリー) : 書下ろし純文学長篇 / 山口瞳著 文芸春秋 昭和58.4.15
161 B0074278 禁酒時代 / 山口瞳著 . -- (男性自身シリーズ ; 18) 新潮社 昭和58.4.20
162 B0074279 余計なお世話 / 山口瞳著 . -- (男性自身シリーズ ; 19) 新潮社 昭和59.11.15
163 B0074280 諸君!この人生、大変なんだ / 山口瞳著 ; 常盤新平編 講談社 昭和60.5.20
164 B0074281 私本歳時記 / 山口瞳著 . -- (男性自身シリーズ ; 20) 新潮社 昭和60.7.5
165 B0074282 温泉へ行こう / 山口瞳著 新潮社 昭和60.12.15
166 B0074283 梔子の花 / 山口瞳著 . -- (男性自身シリーズ ; 22) 新潮社 昭和62.5.15
167 B0074284 山口瞳大全 / 山口瞳著 新潮社 1993.6.10
168 B0074285 山口瞳大全 / 山口瞳著 新潮社 1993.7.5
169 B0074286 年金老人奮戦日記 / 山口瞳著 . -- (男性自身シリーズ ; 26) 新潮社 1994.12.20
170 B0074336 俳優のノート : 凄烈な役作りの記録 / 山崎努著 . -- (文春文庫 ; [や-30-1]) 文藝春秋 2003.8.10
171 B0074337 劇的なる精神 : 山崎正和・第一エッセイ集 / 山崎正和著 河出書房新社 昭和41.7.15
172 B0074338 このアメリカ / 山崎正和著 河出書房 昭和42.6.5
173 B0074339 反体制の条件 / 山崎正和著 中央公論社 昭和44.3.20
174 B0074340 野望と夏草 / 山崎正和著 河出書房新社 昭和45.3.20
175 B0074342 劇的なる日本人 / 山崎正和著 新潮社 1971.7.15
176 B0074343 室町記 / 山崎正和著 朝日新聞社 昭和49.8.30
177 B0074344 アメリカ一極体制をどう受け入れるか / 山崎正和著 中央公論新社 2003.12.10
178 B0074346 小説の再発見 / 山本健吉著 文藝春秋新社 昭和38.5.20
179 B0074348 遊糸繚乱 / 山本健吉著 集英社 1974.12.15
180 B0074349 紡錘形 : 吉岡實詩集 / 吉岡實著 吉岡陽子 昭和37.9.9
181 B0074350 吉岡実詩集 / 吉岡実著 思潮社 1967.10.1
182 B0074351 絵空ごと / 吉田健一著 河出書房新社 1971.7.15
183 B0074352 青空 / 吉増剛造著 河出書房新社 昭和54.6.30
184 B0074353 痴 ; 香水瓶 / 吉行淳之介著 . -- (芥川賞作家シリーズ) 学習研究社 昭和39.5.10
185 B0074354 星と月は天の穴 / 吉行淳之介著 . -- (講談社文庫) 講談社 昭和46.7
186 B0074355 湿った空乾いた空 / 吉行淳之介著 新潮社 昭和47.2.25
187 B0074356 春夏秋冬女は怖い : なんにもわるいことしないのに / 吉行淳之介著 . -- (カッパ・ホームス) 光文社 1989.5.30
188 B0074357 花鳥風月 : 若林隆壽写真集 / 若林隆壽撮影 ; 柴田昌勝監修 中山書房仏書林 平成18.7.17
189 B0074358 倫敦巴里 / 和田誠著 話の特集 昭和52.8.10
190 B0074359 装丁物語 / 和田誠著 白水社 1997.12.10
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丸谷才一コレクション

所蔵番号 本標題 出版者 刊行年月日
191 B0074360 パイがいっぱい / 和田誠著 文化出版局 2002.9.15
192 B0074361 自選和田芳恵短篇小説全集 / 和田芳恵著 河出書房新社 昭和51.7.28
193 B0074362 暗い流れ / 和田芳恵著 河出書房新社 昭和52.4.25
194 B0074363 英国紳士 / ダグラス・サザランド著 ; 小池滋訳 秀文インターナショナル 昭和56.9.15
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