
則武三雄復元本棚　展示蔵書一覧

項番 著者 書名 項番 著者 書名
1 志賀直哉 志賀直哉全集　第16巻・第17巻 81 堀口大学訳 仏蘭西短篇集　詩人のナプキン
2 山﨑安雄 岩波文庫物語 82 齋藤茂吉 童牛漫語
3 グレアム・グリーン 私を作った英国 83 三木清 パスカルに於ける人間の研究
4 瀬川清子 販女 84 エリオット 詩の用と批評の用
5 萩原朔太郎 絶望の逃走 85 中島敦 中島敦全集　第1巻
6 桑原武夫 現代フランス文学の諸相 86 北村常夫訳 エリオット文学論
7 堀口大学 フランス詩集 87 柳田國男 定本柳田國男集　第1巻
8 萩原朔太郎 遺珠 88 武田祐吉 萬葉集全註釋　第3巻
9 桑原武夫 フランス印象記 89 澤瀉久孝 萬葉の作品と時代

10 世界名詩集大成　第4巻　フランスⅢ 90 新選名著復刻全集近代文学館
11 フェニックス　Ｎｏ.36～47 91 福井県立美術館 福井の美術
12 ピエール・プチフィス アルチュール・ランボー 92 橘曙覧遺墨集
13 小高根二郎 詩人伊東静雄 93 現代日本文学大年表
14 倉石武四郎 中国文学講話 94 武田祐吉 国文学研究　萬葉集篇2
15 中野重治 中野重治全集　第19巻 95 呉茂一 ギリシア神話
16 日本文学史表覧　別冊 96 福井の文化を語る（Ⅰ）（Ⅱ）
17 日本文芸家協会 文芸年鑑　昭和61年版 97 イリヤ・エレンブルグ 芸術家の運命
18 森恒救 福井藩史話（上）（下） 98 小辻幸雄 年表で見る越前若狭の古代
19 夏目漱石 漱石全集　昭和40年版補遺 99 川端康成 感情装飾
20 柳田國男 遠野物語　増補版 100 川端康成 眠れる美女
21 ヘンリー・ミラー ヘンリー・ミラー全集　第4巻 101 佐藤春夫全集　第1巻
22 ゲーテ 世界文学全集　第2巻（ゲーテ） 102 日本文学アルバム　第4巻（堀辰雄）
23 久保田俊彦 赤彦全集　第3巻 103 福井詩集　1977年版
24 尾崎紅葉 尾崎紅葉全集　第9巻 104 栃折久美子 モロッコ革の本
25 ゲオルグ・ジムメル ゲエテ 105 金田久璋 青葉山麓の民俗世界［抜刷］
26 桑原武夫 研究者と実践者 106 國文学　第2巻第3号
27 谷川俊太郎 谷川俊太郎詩集　続 107 島崎藤村 藤村読本　第3巻
28 アントナン・アルトー アントナン・アルトー全集　第1巻 108 堀辰雄・三好達治 現代日本文学大系　第64巻
29 ヴェルレーヌ他 世界文学大系　第43巻 109 藤懸静也 増訂浮世繪
30 北村透谷 透谷全集　第1巻 110 勅使河原宏 ふしぎな森
31 佐々木喜善 新版　聴耳草紙 111 三好達治 詩を讀む人のために
32 ポオル・ヴァレリイ ポオル・ヴァレリイ全集　第7巻 112 則武三雄 則武三雄詩集　葱
33 近代日本総合年表 113 杉山平一 杉山平一詩集　声を限りに
34 ヘンドリック・ハメル 朝鮮幽囚記 114 三好達治 夜沈々
35 洪錫謨ほか 朝鮮歳時記 115 鐵道省 北陸
36 ジョン・レイマン 五十年代の文学 116 三好達治 三好達治詩集　測量船
37 桑原武夫訳 アラン藝術論集 117 三好達治 諷詠十二ヶ月
38 桑原武夫 人間素描 118 岩波　哲學小辞典　増訂版
39 芥川龍之介 芥川龍之介全集　第7巻 119 神門精一郎 府中まめほん　第2号　芥山の絵馬
40 伊東静雄 伊東静雄全集 120 橋川のり子 坂のある町　改訂版
41 堀辰雄 堀辰雄全集　第4巻 121 伊藤柏翠 福井豆本　第3号　句集　えちぜんわかさ
42 島木赤彦 島木赤彦全歌集　上巻 122 大村益夫ほか訳 朝鮮短篇小説選　下巻
43 瀧井孝作他 講談社版日本現代文学全集　第64巻 123 石川敬吾 歌集　帰郷相聞
44 世界名詩集大成　第10巻（イギリスⅡ） 124 井上靖 洪水
45 モンテーニュ モンテーニュ随想録　第2巻 125 鈴木善太郎 フエレンツ・モルナアル短篇集　町のをんな
46 世界文学大系　第72巻（中國散文選） 126 井谷英世 収輯・荒川洋治
47 現代随想全集　第18巻・第21巻 127 桑原武夫 ざくろの花
48 田中英光 高知県昭和期小説名作集　第12巻 128 則武三雄 えちぜんわかさ文学館
49 田中英光 田中英光全集　第3巻 129 則武三雄 詩集　おはる狐
50 梶井基次郎 梶井基次郎全集　第1巻 130 池上義一 小説　四条金吾　第10巻
51 エリオット 異神を追ひて 131 中島健蔵ほか訳 ヴァリエテ
52 小林秀雄 作家論 132 ユリイカ　第4巻第5号
53 鈴木鼓村 としのぶ集 133 大杉榮 日本脱出記
54 岩波西洋人名辞典 134 瀬川清子 海女記
55 佐藤春夫集 豪華版日本現代文学全集　第25巻 135 山田詠美 セイフティボックス
56 若越・越前の民話第１集・第2集 136 ボブ・グリーン チーズバーガーズ
57 三国町史 137 島崎圭一 橘曙覧の人と藝術
58 桑原武夫 フランス印象記 138 W・H・オーデン 怒れる海
59 古典日本文学全集　第1巻 139 富士正晴 紙魚の退屈
60 羅和対訳マーグナ・カルタ 140 ハーバート・リード 詩とアナキズム
61 世界文学大系　第96巻（文学論集） 141 加藤周一 現代ヨーロッパの精神
62 アルベェル・カミュ 夏 142 ネルヴァル ボヘミヤの小さな城
63 佐藤春夫 定本佐藤春夫全詩集 143 平野仁啓 齋藤茂吉
64 桑原武夫ほか編集 伊東静雄詩集 144 吉行淳之介 私の文学放浪
65 Ｓ・ツヴァイク デーモンとの闘争 145 佐藤春夫 侘しすぎる
66 田中千禾夫 田中千禾夫戯曲全集　第1巻 146 中原中也 中原中也全集　第1巻・第2巻
67 バーナード・ルイス アラブの歴史 147 ジャック・ル・マニャン 匂いと香料
68 新倉俊一 エミリ・ディキンソン 148 三好達治 萩原朔太郎
69 河上徹太郎 歴史の跫音 149 梶井基次郎 梶井基次郎全集　下巻
70 小林秀雄 歴史と文学 150 プレヴェール プレヴェール詩集
71 ラディゲ ラディゲ全集　全1巻 151 三好達治 三好達治全集　全12巻
72 萩原朔太郎 青猫他 152 荒川洋治 遣唐
73 日本の工芸　第4巻（紙） 153 七時から九時まで　第10号
74 ふくい新風土記 154 岡﨑純 詩集　藁
75 鑑賞中国の古典　第13巻（陶淵明） 155 詩と思想　第2巻78号
76 Ｃ・デイ・ルイス自伝 156 永井荷風 永井荷風集（現代日本文學全集　16）
77 萩原朔太郎 萩原朔太郎全集　第10巻 157 サン=テグジュペリ 手帖　（著作集　4）
78 津田左右吉 日本上代史の研究 158 梶井基次郎 檸檬
79 呉茂一ほか訳 ルキアノス短篇集　第1巻 159 川村湊 酔いどれ船の青春
80 春名好重 書の話 160 谷川俊太郎 谷川俊太郎詩集（日本の詩集17）



161 ポール・ニザン アデン　アラビア（著作集１） 244 ネルヴァル 幻視者あるいは社会主義の先駆者たち　下巻
162 群像　1986年8月 245 日本の名著　第41巻（内藤湖南）
163 水上勉 了寛を歩く 246 新稿　日本古代文化
164 銀河詩手帖　復刊第118号 247 ハーバート・リード 藝術論集
165 佐藤清 詩集　おもとみち 248 福井県郷土誌料総合目録（1）(2)(3)
166 杉本長夫 詩人佐藤清の人とその作品について（抜刷） 249 各全集の付録冊子30点を収納
167 福永武彦／編 堀辰雄詩集 250 創る　第7集
168 三国湊うしろ姿　第三集 251 寿岳文章 本の話
169 三国祭・元新区 252 中野鈴子全詩集
170 月刊うわさ　1973年8月号 253 小林巌 福井の文化
171 マーチン・C・デビッドソン 追悼・川端康成の死 254 現代詩手帖　　第35巻第12号
172 ［風景　昭和47年6月号の表紙］ 255 小島直記 福沢山脈
173 田久保英夫 ［川端康成の世界を想う］［1987年4月17日] 256 福井の山150
174 墨崎洋介／ほか編 ジトム　28号 257 レムブラント（美術叢書）
175 西谷浄／編 ジトム　15号 258 竹内好／訳 魯迅評論集（岩波新書）
176 堀辰雄 現代の藝術と批評叢書 259 鈴木三雄 越前わらべ考
177 高橋正隆 和紙の研究 260 柳宗悦 朝鮮とその藝術
178 ポオル・ヴァレリィ エウパリノス　魂と舞踊（現代フランス名作集） 261 藤岡通夫 城と城下町
179 あさめしひるめしばんめし　25号（1980冬） 262 谷川俊太郎 世界へ！（現代芸術論叢書）
180 博物誌　No７ 263 現代詩手帖　　第18巻11号
181 藤井武志／ほか著 福井県芦原温泉誌 264 保田與重郎 後鳥羽院
182 七時から九時まで　第1号 265 朝倉叢書
183 早稲田文学　No.217（1994年6月） 266 断たれたきずな　（中）
184 博物誌　No７ 267 萩原朔太郎（日本文学アルバム）
185 中野重治研究会 文学アルバム　中野重治 268 宝永のかおり
186 俳句年鑑　俳句1977年12月臨時増刊 269 文化関係人名簿　1959
187 ふるさとの詩人　則武三雄 270 杉原丈夫 越路の旅
188 中野重治研究会会報　’87　No.３ 271 西東三鬼 神戸・続神戸・俳愚伝
189 図書　第257号（1971年1月） 272 志賀直哉 革文函
190 詩学　1964年5月号 273 河上徹太郎 文学三昧
191 日本の詩１０１年　（新潮臨時増刊） 274 文協　第四号
192 みくに文学散歩 275 南信雄 短詩集『慄える語尾』
193 小島千加子 作家の風景 276 島崎藤村 詩集
194 竹内好／訳 魯迅作品集 277 歴史年表　世界史対照
195 山中壽夫 鳥取県の歴史 278 土井虎賀壽 羞恥・同情・運命
196 村上菊一郎／編 三好達治・草野心平（近代文学鑑賞講座20） 279 杉原丈夫／編 越前若狭の伝説
197 ピエール・ルイス アフロディット 280 壇一雄・田中英光他 現代日本の文学　33　
198 川上徹太郎 作家の詩ごころ 281 熊谷太三郎 たちあがる街から
199 桑原武夫 事實と創作 282 福井縣史　第二冊第二編　藩政時代
200 則武三雄書翰（三） 283 中野重治 愛しき者へ　上
201 七時から九時まで　第二号 284 竹中皆二 歌集　永遠と木草
202 佐々木真 まことの生涯 285 福井縣史　第1冊第1編　藩政時代以前
203 身辺雑事の還暦　活字の中の和田稔 286 芥川龍之介 芥川龍之介全集　第19巻
204 ＡＥＲＡ　第3巻4号 287 堀辰雄 花を持てる女
205 木立ち　第64号 288 幸田露伴 評釋　猿蓑
206 ［手漉和紙大鑑の出版案内］ 289 小島鳥水 山谷放浪記
207 広部英一 愛染 290 高橋正隆 鎌倉新佛教管見
208 文藝　1962年６月 291 ヴァレリイ全集　第11巻
209 川上明日夫 彼我考　川上明日夫詩集 292 小泉八雲全集　別冊
210 南信雄 南信雄詩集　風をみる 293 近江詩人会四十年
211 日本海作家　67（昭和56年8月） 294 佐藤清 史詩・聖徳太子　其他
212 黒板勝美 國史の研究　各説上巻 295 神田秀夫 古事記の構造
213 新撰　北海道史　概説 296 關野貞 朝鮮の建築と藝術
214 矢代静一 随想集　魔性と聖性 297 葛巻義敏編 芥川龍之介未定稿集
215 一柳喜久子編 伊藤静雄詩がたみ 298 吉田精一ほか 写真作家伝叢書 第7巻（芥川龍之介）
216 崔華國 日本現代詩文庫　第33巻 299 ＺＹＴＨＵＭ（ジトム）　第12号
217 柳田國男 菅江眞澄 300 錦絵の黄金期　浮世絵美人画展
218 東山魁夷 風景との対話 301 昭和六十三年　正倉院展
219 奥野信太郎 日時計のある風景 302 おのただひろ 平安地下陶器
220 中村光行 鬼の系譜 303 ＺＹＴＨＵＭ（ジトム）　第18号
221 林美一 江戸艶本を読む 304 ＺＹＴＨＵＭ（ジトム）　第23号
222 岩本隼 友達 305 図書　1997年3月号
223 不明 續雉子日記 306 本の手帖　1964年6月号　特集：三好達治
224 藤田武明 或る飛行機野郎の生涯 307 平山邦夫画集　楼蘭紀行
225 藤村由加 人麻呂の暗号 308 再興第七十五回院展全作品集　第12巻
226 奥野健男 日本文学の病状 309 近代日本洋画の巨匠　黒田清輝展
227 Ｈ・リード 第十のミューズ 310 季刊　浮世絵　第98号(1984年7月刊）
228 伊藤柏翠 伊藤柏翠自伝 311 福田和彦 世界の浮世絵
229 朝日新聞福井支局編 ふくい文學の旅 312 世界の一流品大図鑑
230 みくに龍翔館 俳人　伊藤柏翠 313 和紙事典（シリーズ紙の文化　第1巻）
231 Ｖ．Ｇ．ネッケルほか編 エッダ 314 ピーター＝パン（ディズニーゴールド絵本）
232 寿岳章子 レトリック 315 ＡＥＲＡ　第91号（1990年1月30日号）
233 桑原武夫ほか編 吉川幸次郎 316 季刊　浮世絵　第46号（1971年8月刊）
234 谷川徹三 生活・哲學・藝術 317 書跡名品叢刊（宋　黄山谷 伏波神祠詩巻）
235 河上徹太郎 文学的回想録 318 書跡名品叢刊（宋　黄山谷 李白憶舊遊詩巻）
236 奥野信太郎 幻亭雑記 319 書跡名品叢刊（宋　黄山谷 范滂傳）
237 黒田道宅 山房雑俎 320 金史良全集　Ⅲ・Ⅳ
238 奥野信太郎 幻亭雑記 321 木立ち（計19冊）
239 黒田道宅 山房雑俎 322 拾椎雑話・稚狭考
240 中村稔 詩・日常のさいはての領域 323 津田左右吉 日本古典の研究　上巻
241 吉川英治 現代国民文学全集 324 梶井基次郎全集　上巻目次部分2枚
242 橋本關雪 浦上玉堂 325 内藤虎次郎 増訂日本文化史研究
243 佐藤垢石 新たぬき汁 2020年4月　作成：ふるさと文学館


