
矢島道弘収集無頼文学コレクション

所蔵番号 本標題 出版者 刊行年月日
1 B0064248 わが文学放浪 / 青山光二著 有楽出版社 1988.11.25
2 B0064249 短剣と指輪 / 青山光雄著 講談社出版サービスセンター(製作) 昭和47.1.1
3 B0064250 新しき愛 / 浅原六朗著 新生堂 昭和18.8.25
4 B0064251 霧の夜の客間 / 浅原六朗著 . -- (新潮社長篇文庫 ; 第2編) 新潮社 昭和5.9.17
5 B0064252 女群行進 / 浅原六朗著 . -- (新興藝術派叢書 ; 第10編) 新潮社 昭和5.4.7
6 B0064253 人生の曙 / 浅原六朗著 金鈴社 昭和17.1.15
7 B0064255 若き女性の倫理 / 淺原六朗著 昭和刊行会 昭和19.2.20
8 B0064256 恐しき接吻 / 浅原六朗著 向楽社 昭和30.2.25
9 B0064257 霧の夜の客間 / 浅原六朗著 . -- (新潮社長篇文庫 ; 第2編) 新潮社 昭和5.9.17
10 B0064258 ビルディングと小便 / 淺原六朗著 赤爐閣書房 昭和5.6
11 B0064259 兄いもうと / 浅原六朗著 信陽書院 昭和17.1.18
12 B0064260 濁流に泳ぐ / 麻生久著 . -- (麻生久選集 ; 第1巻) 海口書店 昭和21.11
13 B0064268 橋・おらんだ人形 : 池谷信三郎創作集 / 池谷信三郎著 改造社 昭和29
14 B0064269 冷明集 : 有山大五歌集 / 有山大五著 成瀬書房 1987.9.1
15 B0064270 絵姿 : 他四篇 / 石上玄一郎著 中央公論社 昭和15.8.1
16 B0064524 氷河期 / 石上玄一郎著 中央公論社 昭和24.11
17 B0064526 石上玄一郎傑作集 東方書房 昭和22.9.5
18 B0064527 発作 / 石上玄一郎著 中央公論社 昭和32.9.5
19 B0064534 輪廻と転生 : 死後の世界の探究 / 石上玄一郎著 人文書院 昭和52.6.30
20 B0064537 蓮花照応 / 石上玄一郎著 . -- (レグルス文庫 ; 81) 第三文明社 1977.9.30
21 B0064538 ヌンの海から来た人々 : ナイルの民とインダスの民 / 石上玄一郎著 平河出版社 1988.6.10
22 B0064539 大無量寿経 : ≪他力本願≫ / 石上玄一郎, 結城令聞著 法蔵館 昭和32.11.20
23 B0064540 黄金分割 / 石上玄一郎著 講談社 昭和29.1
24 B0064542 太平洋の橋 : 新渡戸稲造伝 / 石上玄一郎著 講談社 昭和43.10.12
25 B0064556 自殺案内者 / 石上玄一郎著 北辰堂 1951.9.15
26 B0064565 白描 / 石川淳著 三笠書房 昭和15.6.20
27 B0064567 彷徨えるユダヤ人 / 石上玄一郎著 人文書院 昭和49.10.30
28 B0064568 絵姿 : 他四篇 / 石上玄一郎著 中央公論社 昭和15.8.1
29 B0064570 漁火 / 石上玄一郎著 万里閣 昭和22.9.25
30 B0064571 自殺案内者 / 石上玄一郎著 . -- (傑作小説選) 北辰堂 1951.9.15
31 B0064573 発作 / 石上玄一郎著 中央公論社 昭和32.9.5
32 B0064594 蛇の歌 / 石川淳著 集英社 1988.4.30
33 B0064596 至福千年 / 石川淳著 岩波書店 昭和42.2
34 B0064598 前賢餘韻 / 石川淳著 岩波書店 1975.9.29
35 B0064599 義貞記 / 石川淳著 櫻井書店 昭和19.2.20
36 B0068923 緑地帯 / 石上玄一郎著 萬里閣 昭和19.6.10
37 B0068931 石川淳の自選作品 / 石川淳著 . -- (現代十人の作家 ; 5) 二見書房 46.5.12
38 B0068933 白描 / 石川淳著 中央公論社 昭和22.2.15
39 B0068939 一目見て憎め / 石川淳著 中央公論社 昭和42.12.20
40 B0068940 夷齋座談 : 石川淳対談集 / 石川淳著 中央公論社 昭和52.10.20
41 B0068942 江戸文學掌記 / 石川淳著 新潮社 昭和55.6.5
42 B0068944 夷齋風雅 / 石川淳著 集英社 1988.4.30
43 B0068947 背徳者 / アンドレ・ジツド著 ; 石川淳譯 . -- (改造文庫 ; 第2部 第70篇) 改造社 昭和4.8.3
44 B0068948 六道遊行 / 石川淳著 集英社 1983.4.10
45 B0068949 天馬賦 / 石川淳著 中央公論社 昭和44.11.20
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46 B0068950 前賢餘韻 / 石川淳著 岩波書店 1975.9.29
47 B0069015 夷齋俚言 / 石川淳著 文藝春秋新社 昭和27.10.10
48 B0069038 黄金伝説 / 石川淳著 中央公論社 昭和21.11.20
49 B0069040 荒魂 / 石川淳 [著] 新潮社 昭和39.7.25
50 B0069042 おまへの敵はおまへだ : 三幕 / 石川淳著 筑摩書房 昭和39.9.10
51 B0069044 文林通言 / 石川淳著 中央公論社 昭和47.5
52 B0069106 諸國畸人傳 / 夷斎逸人著 筑摩書房 昭和32.10.20
53 B0069108 間間録 / 石川淳著 . -- (現代日本のエッセイ) 毎日新聞社 昭和48.7.25
54 B0069110 秋成・綾足集 / 石川淳[現代譯] . -- (現代譯日本古典) 小學館 昭和17.7.5
55 B0069113 喜壽童女 / 石川淳著 筑摩書房 昭和38.11.20
56 B0069116 紫苑物語 / 石川淳著 講談社 昭和31.10.15
57 B0069118 渡邊崋山 / 石川淳著 . -- (筑摩叢書 ; 20) 筑摩書房 昭和39.3.25
58 B0069119 天門 / 石川淳著 集英社 1986.1.10
59 B0069122 夷齋座談 : 石川淳対談集 / 石川淳著 中央公論社 昭和52.10.20
60 B0069124 狂風記 / 石川淳著 集英社 昭和55.10.10
61 B0069125 狂風記 / 石川淳著 集英社 昭和55.10.10
62 B0069126 西游日録 / 石川淳著 筑摩書房 昭和40.10.10
63 B0069129 緑地帯 / 石上玄一郎著 萬里閣 昭和19.6.10
64 B0069130 角鹿の蟹 / 稲垣達郎著 筑摩書房 昭和55.10.21
65 B0069138 夜を裏切る / 井上孝著 光書房 昭和33.10.30
66 B0069139 火の民 / 井上孝著 筑摩書房 昭和33.7.15
67 B0069140 しぐれ日記 / 井上友一郎著 . -- (小説文庫) 新潮社 1955.11.20
68 B0069141 小説家 / 井上友一郎著 河出書房 昭和26.7.30
69 B0069142 蘆間の星 / 今井達夫著 . -- (昭和名作選書) 同人社 昭和33.6.25
70 B0069143 三つの死 / 江口渙著 新評論社 昭和30.5.31
71 B0069145 希望の灯 / 大江賢次著 . -- (書きおろし長篇小説叢書) 河出書房 昭和15.11.17
72 B0069146 斜陽日記 / 太田静子著 石狩書房 昭和23.10.15
73 B0069147 冬去りなば : 岡田三郎短篇傑作集 / 岡田三郎著 人文書院 昭和15.9.20
74 B0069155 黄金草 / 岡田三郎著 . -- (新潮社長篇文庫) 新潮社 昭和5.10.3
75 B0069158 巴里 : 長篇小説 / 岡田三郎著 明石書房 昭和15.12.15
76 B0069159 女性の眞實 / 岡田三郎著 時代書房 昭和14.8.25
77 B0069160 青空行進曲 / 岡田三郎著 淡海堂出版部 昭和17.7.15
78 B0069161 伸六行状記 : 岡田三郎短篇集 / 岡田三郎著 砂子屋書房 昭和15.12
79 B0069162 生活の文學 / 岡田三郎著 万里閣 昭和16.8.15
80 B0069179 岡本かの子小説選集 / 岡本かの子著 八雲書店 昭和21.11.5
81 B0069180 江戸の花笠 / 織田作之助著 桃源社 昭和30.11.5
82 B0069196 二十歳 / 織田作之助著 萬里閣 昭和16.2.15
83 B0069197 人情噺 / 織田作之助著 ぐらすぷ・らいぶらり 昭和21.5.5
84 B0069198 文樂の人/ 織田作之助著 白鴎社 昭和21.6.20
85 B0069199 夜光虫 / 織田作之助著 . -- (現代新書) 現代社 昭和31.3.15
86 B0069200 織田作之助選集 / 織田作之助著 中央公論社 昭和23.10.20
87 B0069201 夜の構圖 / 織田作之助著 萬里閣 昭和22.4.15
88 B0069210 怖るべき女 / 織田作之助著 實業之日本社 昭和22.3.20
89 B0069211 月照 / 織田作之助著 全国書房 昭和17.7.10
90 B0069212 肉声の文学 / 織田作之助著 . -- (現代新書) 現代社 昭和30.12.30
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91 B0069213 土曜夫人 / 織田作之助著 鎌倉文庫 昭和22.4.25
92 B0069214 妖婦 / 織田作之助著 風雪社 昭和22.2.20
93 B0069215 合駒富士 : 時代小説 / 織田作之助著 大仏舎 昭和23.7.15
94 B0069216 大阪の顔 : 随筆 / 織田作之助著 明光堂書店 昭和18.9.20
95 B0069217 船場の娘 / 織田作之助著 . -- (コバルト叢書) コバルト社 昭和22.2.5
96 B0069218 漂流 / 織田作之助著 . -- (現代新書 ; 42) 現代社 昭和31.8.5
97 B0069239 夜光虫 / 織田作之助著 世界文學社 昭和22.4.25
98 B0069240 天衣無縫 : 短篇集 / 織田作之助著 新生活社 昭和22.3.15
99 B0069241 天衣無縫 : 短篇集 / 織田作之助著 新生活社 昭和23.3.15
100 B0069242 六白金星 / 織田作之助著 三島書房 昭和21.9.30
101 B0069243 月照 / 織田作之助著 全国書房 昭和17.7.10
102 B0069246 五代友厚 / 織田作之助著 . -- (現代新書 ; 41) 現代社 昭和31.7.31
103 B0069249 異郷 / 織田作之助著 . -- (現代新書) 現代社 昭和30.11
104 B0069265 月照 / 織田作之助著 . -- (現代新書) 現代社 昭和31.7.15
105 B0069266 文楽の人 / 織田作之助著 . -- (現代新書) 現代社 昭和31.10.20
106 B0069342 わが町 / 織田作之助著 . -- (現代新書) 現代社 昭和31.4.25
107 B0069343 夫婦善哉・世相・競馬他 / 織田作之助著 . -- (現代新書 ; . 織田作之助名作選集 ; 2) 現代社 昭和31.5.10
108 B0069344 土曜夫人 / 織田作之助著 . -- (現代新書) 現代社 昭和30.10.25
109 B0069345 夫婦善哉・船場の女 / 織田作之助著 . -- (現代新書) 現代社 昭和30.10.25
110 B0069347 世間胸算用 / 織田作之助著 . -- (現代新書 ; 38) 現代社 昭和31.7.15
111 B0069348 それでも私は行く / 織田作之助著 . -- (現代新書 ; 15) 現代社 昭和31.1.30
112 B0069351 それでも私は行く / 織田作之助著 大阪新聞社 昭和22.7.30
113 B0069353 土曜夫人 / 織田作之助著 鎌倉文庫 昭和23.6.5
114 B0069355 エリオット詩集 / 上田保, 鍵谷幸信訳 . -- (現代の芸術双書 ; 7) 思潮社 1965.9.15
115 B0069356 世相 / 織田作之助著 八雲書店 昭和21.12.20
116 B0069357 螢 / 織田作之助著 現代社 昭和33.2.28
117 B0069358 青春の逆説 / 織田作之助著 . -- (三島文庫) 三島書房 昭和21.6.20
118 B0069359 素顔 / 織田作之助著 瑶林社 昭和21.5.15
119 B0069368 猿飛佐助 / 織田作之助著 三島書房 昭和21.1.30
120 B0069369 土曜夫人 / 織田作之助著 現代社 昭和33.8.15
121 B0069370 青春無頼の詩 / 織田作之助著 . -- (わが人生観 ; 33) 大和出版販売 1975.8.10
122 B0069371 大阪の指導者 / 織田作之助 [著] 錦城出版社 昭和18.9.20
123 B0069372 可能性の文學 / 織田作之助著 カホリ書房 昭和23.5.1
124 B0069376 夫婦善哉 / 織田作之助著 大地書房 昭和22.3.25
125 B0069377 可能性の文學 / 織田作之助著 カホリ書房 昭和22.8.30
126 B0069378 合駒富士 : 時代小説 / 織田作之助著 大仏舎 昭和23.7.15
127 B0069379 西鶴新論 / 織田作之助著 天地書房 昭和22.12.5
128 B0069380 土曜夫人 / 織田作之助著 . -- (角川文庫 ; 1349) 角川書店 昭和31.4.5
129 B0069381 青春の逆説 / 織田作之助著 . -- (三島文庫) 三島書房 昭和21.6.20
130 B0069382 門倉実詩集 / 門倉実著 . -- (日本現代詩人叢書 ; II 第19集) 芸風書院 昭和62.8.10
131 B0069383 夕日は沈めてはいけない : 詩集 / 門倉実著 ; パンポェジイ編集所編 山本一二 1971.9.1
132 B0069385 ボク・戦士 : poem・essay / 門倉実著 作家社 1986.3.3
133 B0069391 門倉実創作集 門倉幸子 平成5.5
134 B0069393 相棒 : 金子光晴・森三千代自選エッセイ集 / 金子光晴,森三千代著 蝸牛社 昭和50.7.15
135 B0069395 抗爭 / 川副国基著 川副国基『抗争』刊行会 1989.6.15
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136 B0069397 川副国基著作目録 / 川副国基著作目録の会編 川副国基著作目録の会 1989.6.15
137 B0069398 兒童自由詩集 / 北原白秋選 . -- (日本児童文庫 ; 26) アルス 昭和3.2.1
138 B0069399 随筆大阪 / 錦城出版社編輯部編 錦城出版社 昭和18.6.10
139 B0069404 失楽の城 / 小泉譲著 大日本雄弁会講談社 昭和33.3.10
140 B0069405 眼中の人 / 小島政二郎著 文京書房 昭和50.2.5
141 B0069406 風流博物誌 / 今官一著 荒地出版社 1959.2.25
142 B0069407 角瓶の中の處女 / 今官一著 龍書房 昭和34.5.5
143 B0069408 地熱 / 渾大防小平著 批評社 昭和2.7.23
144 B0069409 安吾史譚 / 坂口安吾著 春歩堂 昭和30.7.30
145 B0069410 青鬼の褌を洗ふ女 / 坂口安吾著 山根書店 昭和22.12.10
146 B0069411 二流の人 / 坂口安吾著 . -- (ミリオン・ブックス) 大日本雄弁会講談社 昭和30.7.25
147 B0069412 街はふるさと / 坂口安吾著 新潮社 昭和25.12.10
148 B0069413 教祖の文學 / 坂口安吾著 草野書房 昭和23.4.20
149 B0069414 信長 / 坂口安吾著 筑摩書房 昭和30.3.15
150 B0069415 金錢無情 / 坂口安吾著 文藝春秋新社 昭和23.2.20
151 B0069417 欲望について / 坂口安吾著 白桃書房 昭和22.11.15
152 B0069418 逃げたい心 / 坂口安吾著 銀座出版社 昭和22.4.25
153 B0069419 不良少年とキリスト / 坂口安吾著 新潮社 昭和24.1.5
154 B0069420 爐邊夜話集 / 坂口安吾著 スタイル社 昭和16.4.20
155 B0069421 吹雪物語 / 坂口安吾著 新体社 昭和22.7.5
156 B0069422 花妖 / 坂口安吾著 池田書店 昭和30.8.20
157 B0069423 信長 / 坂口安吾著 筑摩書房 昭和28.5.15
158 B0069424 坂口安吾 / 坂口安吾著 . -- (わが人生観 ; 11) 大和書房 1970.1.30
159 B0069425 不連続殺人事件 / 坂口安吾著 . -- (岩谷選書 ; 12) 岩谷書店 昭和24.9.25
160 B0069426 いづこへ / 坂口安吾著 真光社 昭和22.5.15
161 B0069427 ジロリの女 / 坂口安吾著 秋田書店 昭和23.12.1
162 B0069428 いのちがけ / 坂口安吾著 春陽堂 昭和22.7.25
163 B0069429 真書太閤記 : 小説 / 坂口安吾著 . -- (河出新書) 河出書房 昭和30.4.25
164 B0069430 街はふるさと / 坂口安吾著 新潮社 昭和25.12.10
165 B0069431 精神病覚え書 / 坂口安吾著 ダヴィッド社 1955.5.30
166 B0069432 堕落論 / 坂口安吾著 . -- (現代新書) 現代社 昭和30.4.10
167 B0069433 道鏡 : 小説集 / 坂口安吾著 八雲書店 昭和22.10.25
168 B0069434 墮落論 / 坂口安吾著 銀座出版社 昭和22.6.25
169 B0069435 木枯の酒倉から / 坂口安吾 [著] . -- (初期創作三種 / 坂口安吾 [著]) 大雅洞 昭和53.3
170 B0069436 ふるさとに寄する讃歌 / 坂口安吾 [著] . -- (初期創作三種 / 坂口安吾 [著]) 大雅洞 昭和53.3
171 B0069437 風博士 / 坂口安吾 [著] . -- (初期創作三種 / 坂口安吾 [著]) 大雅洞 昭和53.3
172 B0069438 安吾捕物帖 : 明治開化 / 坂口安吾著 日本出版協同 昭和28.5.1
173 B0069439 堕落論 / 坂口安吾著 . -- (現代新書) 現代社 昭和30.4.10
174 B0069440 夜長姫と耳男 / 坂口安吾著 大日本雄弁会講談社 昭和28.12.10
175 B0069441 吹雪物語 : 夢と知性 / 坂口安吾作 竹村書房 昭和13.7.20
176 B0069442 狂人遺書 / 坂口安吾著 中央公論社 昭和30.3.20
177 B0069443 保久呂天皇 / 坂口安吾著 大日本雄弁会講談社 昭和30.3.31
178 B0069444 安吾巷談 / 坂口安吾著 文藝春秋新社 昭和25.12.25
179 B0069445 白痴 / 坂口安吾著 中央公論社 昭和22.5.10
180 B0069446 吹雪物語 / 坂口安吾著 山根書店 昭和23.2.15
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181 B0069447 安吾人生案内 / 坂口安吾著 春歩堂 昭和30.6.15
182 B0069448 二流の人 / 坂口安吾 . -- (中篇小説新書 ; 3) 九州書房 昭和22.1.30
183 B0069449 安吾捕物帖 : 明治開化 / 坂口安吾著 日本出版協同 昭和28.5.1
184 B0069450 安吾捕物帖 : 明治開化 / 坂口安吾著 日本出版協同 昭和28.5.1
185 B0069451 安吾捕物帖 / 坂口安吾著 廣済堂出版 昭和47.10.28
186 B0069452 樹のごときもの歩く / 坂口安吾, 高木彬光著 東京創元社 昭和33.6.20
187 B0069453 都会の中の孤島 / 坂口安吾著 . -- (東方新書) 東方社 昭和32.12.10
188 B0069454 竹藪の家 / 坂口安吾著 . -- (文芸春秋選書 ; 18) 文藝春秋新社 昭和23.11.20
189 B0069455 火 : 長篇小説 / 坂口安吾著 大日本雄弁会講談社 昭和25.5.30
190 B0069457 安吾捕物帖 / 坂口安吾著 春歩堂 昭和35.9.5
191 B0069582 明日は天気になれ / 坂口安吾著 池田書店 昭和30.4.10
192 B0069583 風と光と二十の私と / 坂口安吾著 日本書林 昭和23.10.1
193 B0069584 坂口安吾選集 / 坂口安吾著 銀座出版社 昭和23.4.20
194 B0069585 クラクラ日記 / 坂口三千代著 文芸春秋 昭和42.3.25
195 B0069588 樹々新緑 / 窪川[佐多]稲子著 . -- (昭和名作選集) 新潮社 昭和15.11.15
196 B0069589 健なるもの : 体育詩集 / さとうわけい著 日本体育社 昭和32.5.15
197 B0069591 古墳殺人事件 / 島田一男著 自由出版 昭和23.5.30
198 B0069593 肉の僕 / 白崎秀雄著 虎書房 昭和32.5.15
199 B0069595 その愛とその美 / 白川渥著 講談社 昭和34.11.20
200 B0069597 ちりがみ文章 / 十一谷義三郎著 厚生閣 昭和9.4.18
201 B0069598 通百丁目 / 十一谷義三郎著 改造社 昭和9.5.20
202 B0069673 静物 : 創作 / 十一谷義三郎著 . -- (新人叢書) 自然社 大正12.3.15
203 B0069675 愛と死の記録 / 芹沢光治良著 . -- (昭和名作選集 ; 第22) 新潮社 昭和16.10.3
204 B0069678 めもらんだむ : 詩集 / 高橋玄一郎著 . -- (詩の家叢書 ; その9) 詩の家 昭和52.5.10
205 B0069681 伊香保みやげ / 高木角治郎編 伊香保書院 1996.10.20
206 B0069682 獄門片影 / 高木卓著 大日本雄弁会講談社 昭和22.3.10
207 B0069683 東慶寺の四季 . -- (高見順とつれづれ帖 / 高見秋子編 ; 第1集) 和幸企画 昭和55.8.17
208 B0069685 戦後 : 武内辰郎詩集 / 武内辰郎著 土曜美術社 1975.8.23
209 B0069686 皮膚と対話と : 武内辰郎詩集 / 武内辰郎著 勁草書房 1971.9.23
210 B0069689 幾山河 / 武田麟太郎著 隅田書房 昭和22.4.5
211 B0069690 銀座八丁 / 武田麟太郎著 . -- (昭和名作選集) 新潮社 昭和14.10.1
212 B0069691 風速五十米 / 武田麟太郎 [著] 民友社 昭和21.7.23
213 B0069692 武田麟太郎篇 / 武田麟太郎著 . -- (現代長篇小説全集 ; 第13巻) 三笠書房 昭和12.4.10
214 B0069693 無想庵独語 / 武林無想庵著 朝日新聞社 昭和23.9.30
215 B0069694 結婚禮讃 / 武林無想庵作 改造社 大正11.10.13
216 B0069695 流轉の書 / 武林無想庵著 岡倉書房 昭和11.4.20
217 B0069696 飢渇信 / 武林無想庵著 新時代社 昭和5.3.25
218 B0069748 師太宰治 / 田中英光著 津軽書房 1994.7.15
219 B0069751 田中英光 . -- (高知県昭和期小説名作集 ; 第12巻) 高知新聞社 1995.5.25
220 B0069753 酔いどれ船 / 田中英光著 小山書店 昭和24.12.10
221 B0069754 青春の河 / 田中英光著 小壷天書房 昭和33.10.20
222 B0069755 雲白く草青し / 田中英光著 櫻井書店 昭和18.2.20
223 B0069756 西遊記 / 呉承恩 [著] ; 田中英光編 . -- (世界名著物語文庫) 新文社 昭和23.8.20
224 B0069757 青春の河 / 田中英光著 思索社 1949.6.20
225 B0069758 さようなら / 田中英光著 月曜書房 昭和24.12.20
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226 B0069762 わが水滸傳 / 田中英光著 新紀元社 昭和23.3.20
227 B0069765 愛の手紙 : 小説 / 田中英光著 青葉書房 昭和21.7.15
228 B0069768 愛と靑春と生活 / 田中英光著 富國出版社 昭和22.3.5
229 B0069773 姫むかしよもぎ : 中篇小説 / 田中英光著 赤坂書店 昭和22.9.1
230 B0069775 地下室から / 田中英光著 . -- (現代新書) 現代社 昭和31.3.25
231 B0069778 端艇漕手 / 田中英光著 . -- (新鋭文学選集 ; 11) 今日の問題社 昭和19.2.20
232 B0069807 わが西遊記 / 田中英光著 櫻井書店 昭和19.6.10
233 B0069808 わが西遊記 / 田中英光著 櫻井書店 昭和19.10.10
234 B0069809 オリンポスの果實 / 田中英光著 . -- (青春の書 ; 3) 鎌倉文庫 昭和21.11.10
235 B0069810 われは海の子 / 田中英光著 櫻井書店 昭和16.5.20
236 B0069811 黒い流れ / 田中英光著 文潮社 昭和23.11.15
237 B0069812 愛と憎しみの傷に / 田中英光著 月曜書房 昭和24.10.5
238 B0069815 オリンポスの果實 : 外五篇 / 田中英光著 高山書院 昭和15.12.15
239 B0069817 桑名古庵 / 田中英光著 講談社 昭和22.11.5
240 B0069818 暗黒天使と小悪魔 / 田中英光著 . -- (昭和新文學選) 文潮社 昭和23.10.31
241 B0069829 嘘 : 小説集 / 田中英光著 真善美社 昭和25.1.20
242 B0069831 嘘と少女 / 田中英光著 真善美社 昭和24.5.1
243 B0069832 地下室から / 田中英光著 文京出版 昭和24.6.1
244 B0069833 地下室から / 田中英光著 八雲書店 昭和24.12.10
245 B0069835 オリンポスの果實 : 他二篇 / 田中英光著 . -- (田中英光選集 ; 第1卷) 月曜書房 昭和25.1.31
246 B0069836 風はいつも吹いている : 他五篇 / 田中英光著 . -- (田中英光選集 ; 第2卷) 月曜書房 昭和25.2.25
247 B0069841 野狐・わが水滸傳 : 他七篇 / 田中英光著 . -- (田中英光選集 ; 第3卷) 月曜書房 昭和25.3.10
248 B0069843 春愁 : 詩集 / 田中冬二著 . -- (現代詩叢書) 岩谷書店 昭和22.5.10
249 B0069844 私 : 短篇集 / 谷崎潤一郎著 全國書房 昭和22.3.25
250 B0069848 離合 : 長篇小説 / 谷崎精二著 東京文化社 昭和21.2.25
251 B0069862 離合 : 長篇小説 / 谷崎精二著 東京文化社 昭和21.2.25
252 B0069863 青春岐路 : 長篇小説 / 谷崎精二著 東方社 昭和22.12.10
253 B0069864 大學 : 長篇小説 / 田村泰次郎著 美和書房 昭和22.4.15
254 B0069865 獸の日 / 田村泰次郎著 ポリゴン書房 昭和22.12.2
255 B0069866 如何なる星の下に : 長編小説 / 高見順著 新潮社 昭和15.4.28
256 B0069867 肌の孤独 / 田村泰次郎著 新潮社 昭和35.3.31
257 B0069868 人間の街パリ / 田村泰次郎著 大日本雄弁会講談社 昭和32.7.10
258 B0069869 肉體の文學 / 田村泰次郎著 草野書房 昭和23.2.10
259 B0069870 今日われ欲情す / 田村泰次郎著 六興出版社 昭和23.9.25
260 B0069871 眞晝を生きる女 / 田村泰次郎著 東方社 昭和30.4.1
261 B0069872 パンドラの匣 / 太宰治著 双英書房 昭和[22].6.25
262 B0069873 太宰治 / 太宰治著 . -- (自叙伝全集) 文潮社 昭和23.10.10
263 B0069874 グッド・バイ / 太宰治著 八雲書店 昭和24.6.15
264 B0069875 女の決鬪 / 太宰治著 新潮社 昭和23.7.20
265 B0069876 女の決鬪 / 太宰治著 新潮社 昭和23.7.20
266 B0069877 人間失格 / 太宰治著 筑摩書房 昭和23.7.25
267 B0069878 斜陽 / 太宰治著 新潮社 昭和22.12.15
268 B0069879 愛と美について : 小説集 / 太宰治著 竹村書房 昭和14.5.20
269 B0069880 パンドラの匣 / 太宰治著 河北新報社 昭和21.6.5
270 B0069881 太宰治随想集 若草書房 昭和23.3.21
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271 B0069882 八十八夜 / 太宰治著 南北書園 昭和21.3.1
272 B0069883 道化の華 / 太宰治著 實業之日本社 昭和22.2.20
273 B0069884 斜陽 / 太宰治著 新潮社 昭和23.7.10
274 B0069885 東京八景 / 太宰治著 實業之日本社 昭和23.8.20
275 B0069886 海のある窓 / 檀一雄著 中央公論社 昭和37.3.31
276 B0069887 恋と吹雪と砲弾 / 檀一雄著 桃源社 昭和38.10.5
277 B0069888 花筐(はなかたみ) : 檀一雄短編集 / 檀一雄著 冬樹社 昭和44.11.20
278 B0069889 東京休日 / 檀一雄著 桃源社 昭和51.8.25
279 B0069890 新世界千夜一夜 / 檀一雄著 . -- (ドリーム新書) 文理書院ドリーム出版 昭和42.11.1
280 B0069891 海のある窓 / 檀一雄著 . -- (Roman Books) 講談社 昭和40.8.5
281 B0069892 石川五右衛門 / 檀一雄著 大日本雄弁会講談社 昭和29.5.30
282 B0069893 新説国定忠治 / 檀一雄著 筑摩書房 昭和36.6.10
283 B0069894 わが青春の秘密 / 檀一雄著 新潮社 昭和51.4
284 B0069895 恋と吹雪と砲弾 / 檀一雄著 桃源社 昭和51.7.15
285 B0069896 真書太閤記 : 小説 / 檀一雄著 . -- (河出新書) 河出書房 昭和31.4.25
286 B0069901 花かたみ / 檀一雄著 南風書房 昭和22.7.15
287 B0069902 夕日と拳銃 / 檀一雄著 新潮社 昭和30.12.25
288 B0069903 戦国名将伝 / 檀一雄著 . -- (河出新書) 河出書房 昭和30.8.20
289 B0069942 ペンギン記 / 檀一雄著 現代社 昭和29.7.5
290 B0069944 ペンギン記 / 檀一雄著 . -- (檀一雄作品集 ; 5) 浪曼 昭和49.4.20
291 B0069947 風浪の旅 / 檀一雄著 . -- (「現代の旅」シリーズ) 山と渓谷社 1974.1.10
292 B0069948 風浪の旅 / 檀一雄著 . -- (「現代の旅」シリーズ) 山と渓谷社 1974.1.10
293 B0069952 少年猿飛佐助 / 檀一雄著 創元社 昭和32.4.1
294 B0069956 小説太宰治 / 檀一雄著 審美社 昭和39.9.10
295 B0069958 リツ子・その死 / 檀一雄著 作品社 昭和25.4.15
296 B0069959 かもめ夫人 / 檀一雄著 現代社 昭和33.6.1
297 B0069967 火宅の人 / 檀一雄著 新潮社 昭和50.11.15
298 B0069968 帽子いっぱいの涙 / 壇一雄著 大光社 昭和42.7.1
299 B0069970 石川五右衛門 / 檀一雄著 . -- (文華新書・小説選集) 日本文華社 昭和40.1.10
300 B0069971 真説石川五右衛門 / 檀一雄著 新潮社 昭和26.9.18
301 B0069972 白い弾丸 / 檀一雄著 光文社 昭和33.6.10
302 B0069973 蘆(ヨシ)の髄(ズイ)から / 檀一雄著 番町書房 昭和51.7.25
303 B0069974 小説坂口安吾 / 檀一雄著 東洋出版 昭和44.10.20
304 B0069975 太宰と安吾 / 檀一雄著 虎見書房 昭和43.7.25
305 B0069976 地上 / 檀一雄著 新潮社 昭和31.2.20
306 B0069977 最後の仇討 / 檀一雄著 同光社 昭和31.8.25
307 B0069978 光る道 / 檀一雄著 新潮社 昭和32.7.30
308 B0069979 風と雲雀と丘 / 檀一雄著 新潮社 昭和33.12.25
309 B0069980 夕日と拳銃 / 檀一雄著 講談社 昭和39.10.20
310 B0069981 絶望の書 / 辻潤著 萬里閣書房 昭和5.11.10
311 B0069982 情熱 / 寺崎浩著 新潮社 昭和38.2.28
312 B0069983 遥かなる漂流 / 寺崎浩著 光風社書店 昭和47.3.15
313 B0069984 代償 / 寺崎浩著 実業之日本社 昭和22.2.25
314 B0069985 情熱 / 寺崎浩著 新潮社 昭和38.2.28
315 B0069986 火樹ひらく / 寺崎浩著 新太陽社 昭和20.7.20
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316 B0069987 真紅の街かど / 寺崎浩著 北辰堂 昭和31.9.29
317 B0069988 女人心情 : 小説集 / 寺崎浩著 通文閣 昭和15.8.15
318 B0070010 八年制 / 徳永直 . -- (昭和名作選集 ; 6) 新潮社 昭和14.10.1
319 B0070011 歌のわかれ / 中野重治著 . -- (昭和名作選集) 新潮社 昭和15.8.10
320 B0070012 隕石の寝床 / 中村正常著 . -- (新鋭文学叢書) 改造社 昭和5.7.3
321 B0070013 ボア吉の求婚 / 中村正常著 . -- (新興藝術派叢書) 新潮社 昭和5.5.10
322 B0070015 汚れた顔の男 : 長篇推理 / 中村八朗著 東方社 昭和38.5.20
323 B0070016 愛と惑いの季節 / 中村八朗著 小壺天書房 昭和33.7.5
324 B0070018 獣の通る道 / 中村八朗著 光風社 昭和33.9.15
325 B0070025 新女性線 / 中村武羅夫著 東方社 昭和30.10.20
326 B0070026 希望の書 / 中村武羅夫著 . -- (國民文學叢書) 錦城出版社 昭和17.8.15
327 B0070028 Weber Album Tango / [楢崎勤著] [出版者不明] [19--]
328 B0070029 希望 / 楢崎勤著 三笠書房 昭和15.7.15
329 B0070030 相川マユミといふ女 / 楢崎勤著 . -- (新興藝術派叢書) 新潮社 昭和5.10.6
330 B0070031 天明太郎 : 連続ラジオ小説 / 日本放送協会編 宝文館 昭和25.10.1
331 B0070032 ぐっど・ないと / 秦豊吉著 出版東京 昭和27.6.27
332 B0070033 私版スサノオ紀 / 浜野健三郎著 大日本雄弁会講談社 昭和30.4.10
333 B0070034 濁流 / 葉山嘉樹著 . -- (昭和名作選集 ; 4) 新潮社 昭和15.3.27
334 B0070035 麥と兵隊 / 火野葦平著 改造社 昭和13.9.19
335 B0070039 牧野信一集 . 梶井基次郎集 . 嘉村礒多集 . 北條民雄集 . -- (新日本文學全集 ; 第4巻) 改造社 昭和17.5.4
336 B0070041 女同志 / 牧野吉晴著 湊書房 昭和21.11.15
337 B0070044 洋燈 / 村上芳雄著 第一書店 昭和22.11.10
338 B0070046 神々のへど / 室生犀星 [著] 山本書店 昭和10.1.28
339 B0070048 自殺者の近代文学 / 山崎國紀編 . -- (Sekaishiso seminar) 世界思想社 1986.12.5
340 B0070050 不死鳥 / 龍胆寺雄著 改造社 昭和26.2.20
341 B0070051 街のナンセンス / 龍胆寺雄著 . -- (新興芸術派叢書) 新潮社 昭和5.4.7
342 B0070053 楠木一族 / 龍膽寺雄著 潮文閣 昭和18.12.1
343 B0070054 村上義光 / 龍膽寺雄著 汎東洋社 昭和17.2.15
344 B0070056 虹をつくる男 : 艶奇幻想小説集 / 龍胆寺雄著 あまとりあ社 昭和30.8.10
345 B0070058 幸福を求める / 龍膽寺雄著 希望の窓社 昭和18.11.1
346 B0070059 不死鳥 / 龍胆寺雄著 改造社 昭和26.2.20
347 B0070060 風-に関するepisode / 龍膽寺雄著 丹頂書房 昭和21.7.25
348 B0070061 若い教養 : 青年處女常會記 / 龍膽寺雄著 希望の窓社 昭和18.4.1
349 B0070062 放浪時代 / 龍膽寺雄著 . -- (青春の書 ; 11) 鎌倉文庫 昭和23.4.15
350 B0070063 鳳輦京に還る / 龍膽寺雄著 今日の問題社 昭和18.4.20
351 B0070064 和田博文詩集 : 「火の使者」への手紙 / 和田博文著 . -- (新鋭詩叢書 ; 7) 白地社 1985.8.20
352 B0070065 人絹 / 和田日出吉著 第一書房 昭和10.8.10
353 B0070066 カアペンタア詩集 / カアペンタア [著] ; 富田碎花譯 新潮社 大正9.7.12
354 B0070067 耶蘇 / アンリィ・バルビュス著 ; 武林無想庵譯 改造社 昭和5.7.18
355 B0070076 冬の薔薇 / 秋山ちえ子著 三月書房 1994.8.15
356 B0070077 欣求鈔 : 淺原六朗句集 / 淺原六朗著 俳句と人間の会 1972.5はじめに
357 B0070078 二分割幽霊綺譚 / 新井素子著 講談社 昭和58.3.15
358 B0070079 木瓜の花 / 有吉佐和子著 新潮社 昭和48.9.15
359 B0070080 木瓜の花 / 有吉佐和子著 新潮社 昭和48.9.15
360 B0070081 季節感と日本の文芸 / 安藤常次郎著 校倉書房 1981.9.10
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所蔵番号 本標題 出版者 刊行年月日
361 B0070082 親しい友への手紙 / 池田満寿夫著 新潮社 1980.4.5
362 B0070083 エジプトの死者の書 : 宗教思想の根源を探る / 石上玄一郎著 人文書院 1980.7.15
363 B0070084 形のないもの : 連作短篇小説集 / 石川弘著 皆美社 1974.5.12
364 B0070085 鴉 / 伊藤永之介著 . -- (昭和名作選集 ; 18) 新潮社 昭和14.7.1
365 B0070086 さかしまに / 五木寛之[著] 文芸春秋 昭和56.6.30
366 B0070087 ナイン / 井上ひさし著 講談社 昭和62.6.16
367 B0070088 黒縄 / 井上光晴著 筑摩書房 1975.4.5
368 B0070089 幼き日のこと / 井上靖著 毎日新聞社 昭和48.6.5
369 B0070090 ぼんぼん / 今江祥智著 理論社 1983.6
370 B0070091 兄貴 / 今江祥智著 理論社 1983.6
371 B0070092 おれたちのおふくろ / 今江祥智著 理論社 1983.6
372 B0070093 Sadaharu Oh : a Zen way of baseball / Sadaharu Oh and David Falkner Kodansha International
373 B0070094 洪水はわが魂に及び / 大江健三郎著 新潮社 昭和48.9.30
374 B0070095 洪水はわが魂に及び / 大江健三郎著 新潮社 昭和48.9.30
375 B0070096 ばあやのお里 : 童謠集 / 大村主計著 . -- (童謠集 ; [第1]) 兒童藝術社 昭和7.2.20
376 B0070100 芭蕉隨想 / 荻原井泉水著 卍書林 昭和21.11.3
377 B0070101 秋風と母 / 尾崎士郎著 日東出版社 昭和21.8.15
378 B0070102 高杉晋作 / 尾崎士郎著 新潮社 昭和18.7.21
379 B0070103 櫻桃梅李 : 金子光晴敍情詩集 / 金子光晴著 虎見書房 昭和46.4.25
380 B0070104 大人の絵本 / 上坂高生著 檸檬社 1981.3.1
381 B0070105 巣鴨プリズン13号鉄扉 / 上坂冬子著 新潮社 1981.3.20
382 B0070106 佐川君からの手紙 : 舞踏会の手帖 / 唐十郎著 河出書房新社 1983.1.10
383 B0070107 新・二都物語 ; 鉛の心臓 / 唐十郎著 新評社 昭和57.5.25
384 B0070108 人間牧場 / 川又千秋著 . -- (講談社ノベルス ; . 星狩人 ; part2) 講談社 昭和60.10.5
385 B0070113 岩尾根にて / 北杜夫著 青娥書房 昭和50.1.25
386 B0070116 眠りなき夜 / 北方謙三著 集英社 1982.10.25
387 B0070117 第四の蛙 : 草野心平詩集 / 草野心平著 政治公論社「無限」編集部 1964.1.31
388 B0070120 文学運動のなかで : 戦後民主主義文学私記 / 窪田精著 光和堂 1978.6.20
389 B0070121 海と起重機 / 窪田精著 . -- (新日本文庫 ; 103) 新日本出版社 1981.8.15
390 B0070122 黒パン俘虜記 / 胡桃沢耕史著 文芸春秋 昭和58.5.30
391 B0070123 チャックより愛をこめて / 黒柳徹子著 . -- (文春文庫) 文芸春秋 1979.2.25
392 B0070124 船乗りクプクプの冒険 / 北杜夫著 . -- (新潮文庫 ; 草-131-E) 新潮社 昭和46.3.25
393 B0070125 染め草の散歩道 / こきかほる著 山と渓谷社 1997.7.25
394 B0070171 闇の向うへ跳ぶ者は / 佐江衆一著 新潮社 昭和48.9.15
395 B0070172 空は青か / 佐江衆一著 毎日新聞社 55.1.20
396 B0070173 わが屍(かばね)は野に捨てよ : 一遍遊行 / 佐江衆一著 新潮社 2002.8.25
397 B0070174 狼からの贈物 / 佐木隆三著 河出書房新社 昭和51.5.27
398 B0070175 歴史 / 榊山潤 [著] . -- (昭和名作選集 ; 26) 新潮社 昭和16.12.15
399 B0070181 小説智恵子抄 / 佐藤春夫著 実業之日本社 昭和32.11.15
400 B0070182 染彩 ; 幻華 / 芝木好子著 . -- (芝木好子作品集 ; 第4巻) 読売新聞社 昭和51.1
401 B0070188 歸巣者の憂鬱 / 島尾敏雄著 プレス・ビブリオマーヌ 昭和44.10
402 B0070189 庭の山の木 / 庄野潤三著 冬樹社 昭和48.5.31
403 B0070190 強い子を育てる : アンチ・スパルタ教育 / 城戸幡太郎 [ほか] 編 . -- (子どもの文化双書) 童心社 昭和54.6.20
404 B0070191 寂聴あおぞら説法 / 瀬戸内寂聴著 光文社 2002.3.30
405 B0070192 狼なんかこわくない / 庄司薫著 中央公論社 昭和46.12.25
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所蔵番号 本標題 出版者 刊行年月日
406 B0070200 天使を誘惑 / 高橋三千綱著 新潮社 1979.6.20
407 B0070201 観音力疾走 ; 木偶おがみ / 高橋揆一郎著 東京新聞出版局 1978.7.25
408 B0070202 野草の花 / 瀧井孝作著 筑摩書房 昭和28.4.10
409 B0070203 祭壇 / 田畑麥彦著 文芸首都社 昭和29.10.1
410 B0070204 新カグヤ姫 : 日本千一夜 / 檀一雄著 . -- (近代生活新書) 近代生活社 昭和31.4.1
411 B0070251 詩への旅詩からの旅 / 辻邦生著 筑摩書房 昭和49.12.17
412 B0070253 死ぬことと生きること / 土門拳著 築地書館 1974.1.20
413 B0071403 愛と性とを巡る変奏 / 中村眞一郎著 . -- (風信子叢書) 鹿鳴荘 昭和51.8.15
414 B0071404 二十世紀の小説 / 中村光夫著 筑摩書房 昭和24.5.30
415 B0071405 ひばりのいた町 : 私のよこはま物語 / 長崎源之助著 ; 天笠義一絵 . -- (偕成社の創作文学) 偕成社 1993.2
416 B0071406 日本敗れたり : 御前會議 / 丹羽文雄著 銀座出版社 昭和24.10.15
417 B0071407 近代日本文学の側溝 / 長谷川泉著 . -- (以文選書 ; 14) 教育出版センター 昭和53.1.31
418 B0071408 日本よ美しくあれ : 随想集 / 林房雄著 真日本社 昭和23.5.5
419 B0071409 詩の研究 / 春山行夫著 第一書房 昭和11.5.15
420 B0071410 唐招提寺への道 . -- (東山魁夷画文集 / 東山魁夷著 ; 8) 新潮社 1979.5.25
421 B0071411 悲しき愛情 / 平林たい子著 . -- (新選プロレタリア文学総輯 ; 5) ナウカ社 昭和10.10.17
422 B0071412 花氷 / 藤原審爾著 いんなあとりっぷ社 1974.11.25
423 B0071413 夜はいま / 古井由吉著 福武書店 1987.3.16
424 B0071415 風景のない旅 / 古山高麗雄著 文芸春秋 昭和48.9.15
425 B0071416 夜を呼ぶ歌 : 別所直樹詩集 / 別所直樹著 白虹荘 昭和36.1.15
426 B0071417 広場の孤独 / 堀田善衛著 . -- (新潮文庫 ; 草-87-A) 新潮社 昭和42.8.20
427 B0071418 人生案内 : 小説 / 真杉静枝著 四季社 昭和26.3.10
428 B0071420 あの世からの火 : 直樹とゆう子の物語 / 松谷みよ子著 . -- (偕成社の創作) 偕成社 1993.4
429 B0071421 林檎の下の顔 / 真継伸彦著 筑摩書房 1974.6.15
430 B0071422 庭からきた声 / 三木卓著 青娥書房 1974.10.15
431 B0071423 夏のよろこび / 三木卓著 小沢書店 昭和54.4.20
432 B0071424 冥府の月 / 水上勉著 筑摩書房 昭和48.10.15
433 B0071425 僕って何 / 三田誠広著 河出書房新社 昭和52.7.29
434 B0071426 迷宮のラビア / 三田誠広著 河出書房新社 1997.9.18
435 B0071428 クレオパトラ / 宮尾登美子著 朝日新聞社 1996.10.15
436 B0071433 五彩の図絵 / 村上元三著 朝日新聞社 昭和49.11.30
437 B0071434 五彩の図絵 / 村上元三著 朝日新聞社 昭和49.11.30
438 B0071435 ことばの錬金術師 - 泉鏡花 / 村松定孝著 . -- (現代教養文庫 ; 789) 社会思想社 昭和48.7.30
439 B0071436 ことばと人生 / 村松定孝著 桜楓社 昭和53.6.5
440 B0071437 愛日 / 森安理文著 さつき書院 昭和52.12.10
441 B0071438 みなと横浜片思い / 柳原良平著 至誠堂 昭和58.7.20
442 B0071441 蟻の塔 / 山田智彦著 文芸春秋 昭和48.3.1
443 B0071442 人生遊戯派 : 長篇自傳小説「血とー」2 / 龍膽寺雄著 昭和書院 昭和54.12.15
444 B0071444 アレクセイと泉 / [本橋成一監督] ポレポレタイムス社 2002.1.20
445 B0071447 古典をめぐる現代文学 / 井上弘著 明治書院 昭和58.3.25
446 B0071454 堕落論の発展 : 小川徹文学評論集 / 小川徹著 三一書房 1969.12.31
447 B0071455 現代日本の文学 / <現代日本の文学>編集部編 双文社出版 昭和46.4.10
448 B0071456 文学教育の課題と創造 / 関口安義著 教育出版 昭和55.10.27
449 B0071457 現代文芸評論 / 高橋春雄, 吉田熈生, 神谷忠孝編 双文社出版 昭和48.4.10
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450 B0071459
特集・葛西善蔵 / 伊狩弘, 五十嵐伸治, 千葉正昭編著 .
 -- (大正文学 / 五十嵐伸治, 二瓶浩明, 千葉正昭編著 ; 3)

大正文学会 平成4.12.8

451 B0071460 ニーチェから日本近代文学へ / 高松敏男著 幻想社 1981.4.20
452 B0071462 文学構造 : 作品のコスモロジー / 竹内清己著 おうふう 平成9.3.25
453 B0071463 昭和文学私記 : 石坂・阿部・横光・梶井など / 辻橋三郎 [著] . -- (国文学研究叢書) 明治書院 昭和55.10.20
454 B0071762 緑雨・眉山・深川作家論 / 塚越和夫著 . -- (明治文学石摺考 / 塚越和夫著 ; 続) 葦真文社 1989.6.22
455 B0071763 無頼派とその周辺 / 塚越和夫著 葦真文社 2001.5.16
456 B0071764 文学と日本的感性 : 近代作家と聖なるもの / 永藤武著 ぺりかん社 昭和58.3.30
457 B0071766 日本近代文学の書誌 : 明治編 / 日本文学研究資料刊行会編 . -- (日本文学研究資料叢書) 有精堂出版 昭和57.6.20
458 B0071767 仮面の異端者たち : 無頼派の文学と作家たち / 無頼文学研究会編 朝日書林出版部 1990.6.30
459 B0071770 薬物依存者の生と死 : 無頼派作家のパトグラフィ / 米倉育男著 . -- (有斐閣選書) 有斐閣 昭和57.12.15
460 B0071773 ある文芸記者の回想 : 戦中戦後の作家たち / 頼尊清隆著 冬樹社 昭和56.6.5
461 B0071776 芥川龍之介研究 / 大正文學研究會編 河出書房 昭和17.7.5
462 B0071777 芥川龍之介 : 意識と方法 / 菊地弘著 明治書院 昭和57.10.25
463 B0071779 芥川龍之介 : 作家とその時代 / 石割透編 . -- (日本文学研究資料新集 ; 20) 有精堂出版 1987.12.10
464 B0071780 特派員芥川龍之介 : 中国でなにを視たのか / 関口安義著 毎日新聞社 1997.2.10
465 B0071862 芥川龍之介 : 評論 / 山岸外史著 . -- (新ぐろりあ叢書 ; 9) ぐろりあ・そさえて 昭和15.3.20
466 B0071863 この人を見よ : 芥川龍之介と聖書 / 関口安義著 小沢書店 1995.7.30
467 B0071864 葛西善蔵と芥川龍之介 / 塚越和夫著 葦真文社 昭和62.12.16
468 B0071865 芥川龍之介の人と作 / 室生犀星編 . -- (現代叢書 ; 41) 三笠書房 昭和18.7.20
469 B0071867 二つの繪 : 芥川龍之介の囘想 / 小穴隆一著 中央公論社 昭和31.1.30
470 B0071868 芥川龍之介の人と作 / 室生犀星編 . -- (現代叢書 ; 40) 三笠書房 昭和18.4.20
471 B0071869 岩野泡鳴 : 「五部作」の世界 / 伴悦著 . -- (国文学研究叢書) 明治書院 昭和57.3.20
472 B0071870 岩野泡鳴書目 / 紅野敏郎, 吉田公子編 . -- (近代文学資料 ; 1) 明治書院 昭和54.10.15
473 B0071871 織田作之助の世界 / 田口茂著 [田口茂] 平成11.11.10
474 B0071872 資料織田作之助 / 関根和行著 オリジン出版センター 昭和54.1.1
475 B0071875 川端康成論 / 兵藤正之助著 春秋社 昭和63.4.30
476 B0071876 川端康成・隠された真実 / 三枝康高著 新有堂 昭和52.12.10
477 B0071877 久保喬=研究と資料 / 五十嵐康夫著 . -- (現代児童文学作家研究 ; 1) 高文堂出版社 昭和58.10.25
478 B0071878 小林秀雄 / 岡本卓治編著 . -- (Spirit作家と作品) 有精堂出版 昭和61.11.10
479 B0071885 追憶坂口安吾 / 坂口三千代著 筑摩書房 1995.11.2
480 B0071886 わが坂口安吾 / 若園清太郎著 昭和出版 昭和51.6.25
481 B0071888 坂口安吾の世界 / 関井光男編 . -- (異装叢書 ; 1) 冬樹社 昭和51.4.20
482 B0071890 安吾追想 / 坂口三千代著 冬樹社 昭和56.2.17
483 B0071892 坂口安吾桐生日記 / 浅田晃彦著 上毛新聞社 昭和44.11.15
484 B0071894 坂口安吾私論 : 虚空に舞う花 / 浅子逸男著 . -- (新鋭研究叢書 ; 7) 有精堂出版 1985.5.10
485 B0071897 坂口安吾 / 庄司肇著 南北社 昭和43.8.28
486 B0071898 坂口安吾研究講座 / 久保田芳太郎, 矢島道弘編 . -- (三弥井選書 ; 12) 三弥井書店 昭和59.7.18
487 B0071899 坂口安吾研究講座 / 久保田芳太郎, 矢島道弘編 . -- (三弥井選書 ; 14) 三弥井書店 昭和60.11.13
488 B0071900 坂口安吾研究講座 / 久保田芳太郎, 矢島道弘編 . -- (三弥井選書 ; 16) 三弥井書店 昭和62.12.15
489 B0071926 坂口安吾文がたみ : 反逆と愛情 / 小野竜太郎編著 宝文館出版 昭和46.2.5
490 B0071927 小諸・藤村記念館 : 文学探訪 / 小諸市立藤村記念館 [ほか] 著 蒼丘書林 昭和57.11.15
491 B0071928 島崎藤村 : 『春』前後 / 佐々木雅發著 審美社 平成9.5.20
492 B0071929 島崎藤村 / 日本文学研究資料刊行会編 . -- (日本文学研究資料叢書) 有精堂出版 昭和58.6.10
493 B0071930 島木赤彦周辺研究 / 神田重幸著 双文社出版 昭和63.3.30
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494 B0071931 アララギ派歌人高田浪吉 / 神田重幸著 渓声出版 平成9.9.1
495 B0071932 小説田中英光 : 愛と革命の墓標 / 北村鱒夫著 三一書房 1965.2.25
496 B0071933 オリンポスの黄昏 / 田中光二著 集英社 1992.2.25
497 B0071934 田中英光愛と死と / 竹内良夫, 別所直樹共著 大光社 昭和42.6.1
498 B0071937 彷徨する酒呑童子 : 風論・田中英光 / 矢島道弘著 三弥井書店 平成13.11.20
499 B0071938 彷徨する酒呑童子 : 風論・田中英光 / 矢島道弘著 三弥井書店 平成13.11.20
500 B0071939 評釈太宰治 / 塚越和夫著 葦真文社 昭和57.8.10
501 B0071940 太宰治の青春像 : 人と文学 / 久保喬著 . -- (ロッコウブックス) 六興出版 昭和58.5.25
502 B0071941 天井と鉤と影 : 太宰治論 / 清水氾著 小峯書店 昭和48.3.20
503 B0071944 太宰治おぼえがき / 山岸外史著 審美社 昭和38.10.25
504 B0071945 太宰治彷徨の文学 / 赤木孝之著 洋々社 1988.1.20
505 B0071946 注釈『晩年』抄 / 赤木孝之編 新典社 平成8.5.25
506 B0071947 櫻桃の記 / 伊馬春部 [著] 筑摩書房 昭和42.10.10
507 B0071951 終末の予見者太宰治 / 菊田義孝著 審美社 昭和47.3.8
508 B0071952 私の太宰治 / 菊田義孝著 大光社 昭和42.11.1
509 B0071953 太宰治七里ケ浜心中 / 長篠康一郎著 広論社 昭和56.4.25
510 B0071954 太宰治論 : 充溢と欠如 / 鶴谷憲三著 有精堂出版 1995.8.1
511 B0071955 私論太宰治 : 上方文化へのさすらいびと / 浅田高明著 文理閣 1988.5.19
512 B0071956 太宰治 : 主治医の記録 / 中野嘉一著 . -- (宝文館叢書) 宝文館出版 昭和55.7.30
513 B0071957 津軽・斜陽の家 : 太宰治を生んだ「地主貴族」の光芒 / 鎌田慧著 祥伝社 平成12.6.10
514 B0071958 戦時下の太宰治 / 赤木孝之著 武蔵野書房 1994.8.16
515 B0071959 怒れる道化師 . -- (太宰治 / 無頼文学研究会編著 ; 3) 教育出版センター 昭和54.4.10
516 B0071961 二人の友 / 小山清著 審美社 1965.4.15
517 B0071962 太宰治その人と / 長尾良著 . -- (文芸文庫) 林書店 昭和40.6.10
518 B0071963 コローキアム太宰治論 / 相馬正一編 津軽書房 昭和52.4.15
519 B0071964 探求太宰治 : 「パンドラの匣」のルーツ木村庄助日誌 / 浅田高明著 文理閣 1996.12.10
520 B0071965 太宰治 : 法衣の俗人 / 矢島道弘著 明治書院 平成6.11.20
521 B0071966 太宰治 : 法衣の俗人 / 矢島道弘著 明治書院 平成6.11.20
522 B0071968 太宰治 : 探査と論証 / 浅田高明著 文理閣 1991.5.13
523 B0071969 太宰治と私 / 木村久迩典著 小峯書店 昭和51.7.15
524 B0071970 少年太宰治 / 今官一著 すばる書房 1976.6
525 B0071971 評伝火宅の人檀一雄 / 真鍋呉夫著 沖積舎 昭和63.9.23
526 B0071972 坪内逍遙論 : 近代日本の物語空間 / 中村完著 有精堂出版 1986.2.10
527 B0071973 豊島与志雄と児童文学 : 夢と寓意の物語 / 関口安義著 . -- (日本児童文化史叢書 ; 18) 久山社 1997.9.12
528 B0071974 漱石 : その志向するもの / 久保田芳太郎著 三弥井書店 1994.12.10
529 B0071975 夏目漱石 / 瀧澤克己著 乾元社 昭和22.9.15
530 B0071976 夏目漱石漢詩考 / 斎藤順二著 教育出版センター 1984.8.25
531 B0071977 漱石の方法 / 石崎等著 . -- (Litera works ; 1) 有精堂出版 1989.7.10
532 B0071979 第二世夢想兵衛胡蝶物語 / 服部撫松著 ; 山敷和男校注 . -- (古典文庫 ; 72) 現代思潮社 1985.5.10
533 B0071980 論考服部撫松 / 山敷和男著 現代思潮社 1986.5.10
534 B0071981 平林たい子 / 板垣直子著 . -- (作家論シリーズ ; 第10) 東京ライフ社 昭和31.9.15
535 B0071982 三島由紀夫 文学の軌跡 / 越次倶子著 広論社 昭和58.11.25
536 B0071983 三島由紀夫とその周辺 / 斎藤順二著 教育出版センター 昭和55.5.10
537 B0071984 鷗外と漱石 : 終りない言葉 / 佐々木雅發著 三弥井書店 昭和61.11.15
538 B0071985 鷗外文学と「独逸紀行」 / 長谷川泉著 明治書院 昭和60.12.15
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539 B0072004 鷗外への視角 / 大屋幸世著 . -- (新鋭研究叢書 ; 3) 有精堂出版 1984.12.20
540 B0072007 横光利一抄 / 保昌正夫著 . -- (笠間選書 ; 123) 笠間書院 昭和55.3.31
541 B0072009 横光利一全集随伴記 / 保昌正夫著 武蔵野書房 1987.12.30
542 B0072010 現代の芸術 / 読売新聞文化部編 大地書房 昭和23.8.20
543 B0072011 鎌倉 / 小澤彰著 郷土文学研究会 昭和55.10.10
544 B0072785 山桜集 / 岩崎英重編 開発社 明治38.2.26
545 B0072786 維新前史櫻田義擧録 / [岩崎英重著] [吉川弘文館] 明治44序
546 B0072787 維新前史櫻田義擧録 / [岩崎英重著] [吉川弘文館] 明治44序
547 B0072788 維新前史櫻田義擧録 / 岩崎英重著 吉川弘文館 明治44.7.13
548 B0072805 泥佛 : 公照 すみ いろ つち / 清水公照著 . -- (公照 すみ いろ つち ; 第1集) [出版社不明] 昭和49.5.5
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