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作者名 作品名 発行社・販売社・巻数・その他

湯川秀樹 天才の世界 小学館

下村湖人 少年少女の次郎物語 池田書店全４巻

川端康成 雪国 創元社

川端康成

三島由紀夫
川端康成三島由紀夫往復書簡 新潮社

三島由紀夫 金閣寺 新潮社

三島由紀夫 美徳のよろめき 大日本雄辯會講談社

三島由紀夫 肉体の學校 集英社

三島由紀夫 鏡子の家 新潮社第一部第二部の二巻

三島由紀夫 英霊の聲 河出書房新社

三島由紀夫 豊饒の海 新潮社全４巻

三島由紀夫 音楽 中央公論社

三島由紀夫 反貞女大学 新潮社

三島由紀夫 行動学入門 文藝春秋

三島由紀夫 文化防衛論 新潮社

三島由紀夫 若きサムライのために 日本教文社

三島由紀夫 尚武のこころ（対談集） 日本教文社

三島由紀夫

東大全共闘駒場共闘
討論三島由紀夫vs東大全共闘

新潮社×２

我々はキチガイではないの小タイトル

で始まる討論は難解。討論後双方が総

括文を作成したがそれも難解。天皇陛

下・天皇制に関する議論は理解しやす

い。学習院高等科で銀時計を賜った際

の昭和天皇の威厳が三島の根底にある

と本人が述べている。

映画になってびっくり！　さすがにう

まく編集されていて議論のポイントは

理解できた

田坂昴 三島由紀夫論 風社

白川正芳 批評と研究三島由紀夫 芳賀書店

國文學いま三島由紀夫を読む 學燈社

週刊現代増刊
三島由紀夫緊急特集号

表紙のパンツ一丁で日本刀を握る三

島、自決シーンではないが圧巻

Newsweek December 7,1970

The Death of Mishima
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壷井栄 二十四の瞳 金の星社

開高健 鈞 作品社日本の名随筆４

開高健

水村孝写真
南北両アメリカ大陸横断記

朝日新聞社北米編もっと遠く南米編

もっと広くの２巻

伊丹十三 小説より奇なり 文藝春秋

再び女たちよ 文藝春秋

女たちよ！男たちよ！子供たちよ！ 文藝春秋

つかこうへい

山藤章二
つかへい犯科帳 角川書店（夕刊フジ連載）

つかこうへい あえてブス殺しの汚名をきて 角川書店

つかこうへい 傷つくことだけ上手になって 角川書店

つかこうへい いつも心に太陽を 角川書店

つかこうへい つかこうへい腹黒日記 角川書店

つかこうへい 熱海殺人事件 新潮社

つかこうへい 弁護士バイロン 角川書店

糸井重里 萬流コピー塾 文藝春秋

今東光 毒舌文壇史 徳間書店

今東光 毒舌身の上相談 集英社文庫

古今亭志ん生

小島貞二
びんぼう自慢 立風書房

和田勉 素敵な女ほどウソがうまい 祥伝社

渡辺淳一 ひとひらの雪 文藝春秋上下２巻

渡辺淳一 化身 集英社上下２巻

西條八十つくる 級（クラス）の明星 東光出版社

遠藤周作 旅は道づれ世は情け 番町書房

遠藤周作 うちの女房・うちの息子 講談社

遠藤周作 狐狸庵雑記帳 毎日新聞社

遠藤周作 ぐうたら好奇学 講談社

遠藤周作 ぐうたら交友録 講談社

遠藤周作 ぐうたら怠談 毎日新聞社

遠藤周作 大変だｱ 新潮社

遠藤周作 第二ユーモア小説集 講談社

遠藤周作 おバカさん 小学館

遠藤周作 よく学び、よく遊び 小学館

遠藤周作 喜劇新四谷怪談 新潮社書下ろし新潮劇場

遠藤周作 侍 新潮社純文学書下ろし特別作品

遠藤周作 スキャンダル 新潮社純文学書下ろし特別作品
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遠藤周作 宿敵（加藤清正と小西行長） 角川書店上下２巻

遠藤周作 銃と十字架 中央公論社

遠藤周作 悪霊の午後 講談社

遠藤周作 妖女のごとく 講談社

遠藤周作 私のイエス 祥伝社ＮＯＮブック

菊田義孝 遠藤周作論 永田書房

遠藤周作　北杜夫 狐狸庵ＶＳマンボウ 講談社

北杜夫 どくとるマンボウ航海記 中央公論社

北杜夫 怪盗ジバコ 文藝春秋

穂積隆信 積木くずし 桐原書店

横光晃 薩摩おごじょ 角川書店

井上ひさし 天保十二年のシェイクスピア 書下ろし新潮劇場

磯村尚徳 ちょっとキザですが 講談社

黒柳徹子 窓ぎわのトットちゃん

秋山達子 いい女への旅立ち 祥伝社

勝新太郎 俺勝新太郎 廣済堂

中村玉緒 あほな女 廣済堂

野原一夫 人間檀一雄 新潮社

色川武夫 狂人日記 福武書店

色川武夫 なつかしい芸人たち 新潮社

ﾋﾟｰﾀｰ・ｼｪﾌｧｰ

江守徹

アマデウス　誰がモーツァルトを殺

したのか
劇書房

唐十郎 少女と右翼　満州浪人伝 徳間書店

畑正憲 ムツゴロウの博物志 毎日新聞社

井上友一郎 あかんたれ一代桂春団治の思い出 新国民出版社

宇野信夫 昭和の名人名優（噺家・歌舞伎） 講談社

俵万智 サラダ記念日 河出書房新社

萩本欽一 テレビに恋して２０年 日刊スポーツ出版社

ビートたけし

ビートきよし

ツービートの逆襲

新毒ガス作戦ＮＯ．３
ＫＫベストセラーズワニの本

ツービート もはやこれまで ＫＫベストセラーズワニの本

オレたちひょうきん族 サンケイ出版

亀井淳
写真週刊誌の犯罪　ビートたけし事

件の深層
高文研

加山雄三 若大将半世紀、君といつまでも 報知新聞社

アグナスチャン ひなげし語録 現代出版

陳舜臣 日本人と中国人 祥伝社ＮＯＮブック

女性のくらしを新しく美しくする

それいゆ1956年10月5日号
ひまわり社
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島田一郎 女心の読み方 ごま書房

アメリカ推理作家クラ

ブ
ミステリーの書き方 講談社

戸板康二 物語近代日本女優史 中央公論社

昭和日本映画史 毎日新聞社別冊１億人の昭和史

昭和舞台俳優史 毎日新聞社別冊１億人の昭和史

昭和外国映画史 毎日新聞社別冊１億人の昭和史

タカラズカ　華麗な舞台とスターを

育てた７０年
毎日新聞社別冊１億人の昭和史

昭和の流行歌手

佐藤千代子からピンクレディまで
毎日新聞社別冊１億人の昭和史

グラフ日本映画史戦前編 朝日新聞社

グラフ日本映画史戦後編 朝日新聞社

プログラム映画史　大正から戦中 日本放送出版協会

続プログラム映画史懐かしの戦後 日本放送出版協会

世界の映画作家３黒澤明 キネマ旬報社

淀川長治 私のチャップリン ＰＨＰ研究所

淀川長治 映画・映画・映画 講談社

東映株式会社

映像事業部
二百三高地

幸福の黄色いハンカチ 高倉健　倍賞千恵子

武器よさらば
ロック・ハドソン

ジェニファー・ジョーンズ

第三の男 オーソン・ウェルズ

シェーン アラン・ラッド

東宝株式会社 ローマの休日 オードリーヘップバーン

インターナショナル

プロモーション（株）
凱旋門×２種類 イングリッドバーグマン

パットン大戦車軍団 ジョージ・C・スコット

ロミオとジュリエット オリビアハッセー

ある愛の詩
アリー・マックグロウ

ライアン・オニール

栄光のル・マン スティーブ・マックィーン

スティング
ロバートレッドフォード

ポールニューマン

スター誕生 バーバラスタライサンド

コロンビア映画社

松竹
トッツィー ダスティンホフマン

東宝株式会社 マイウェイ
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大悟法利雄 なつかしの鉄道唱歌 講談社

シューりッヒ

太田黒元雄訳
モオツァルト生涯と作品 音楽之友社

ジョンレノン

片岡義男訳
ビートルズ革命 草思社

ビートルズ同時代 文藝春秋ノーサイド1995年11月号

チャック近藤 ビートルズサウンド大研究 シンコーミュージック

昭和鉄道史 毎日新聞社別冊１億人の昭和史

昭和電車史 毎日新聞社別冊１億人の昭和史

少年倶楽部小説傑作選 講談社愛蔵版全３巻

少年倶楽部名画集 講談社

毎日新聞社

北斎が歌麿が帰ってきた

ボストン美術館に眠っていたオリジ

ナル版木を180年ぶりに刷ってみた

サンデー毎日1986年9月14日号

棟方志功画集 芸業と生涯 毎日グラフ別冊1975.12.1

夢二美術館 宵待草のうた 学研

竹久夢二詩画集 初恋のころ ノーベル書房

竹久夢二詩画集
挿絵随筆集・挿絵童話集・挿絵詩

集・挿絵小唄集・
ノーベル書房

竹久夢二画集 三味線草 新潮社

竹久夢二画集 夢二と白樺派。春の巻 平凡社別冊太陽

竹久夢二画集 名品１００選 夢二郷土美術館

竹久夢二詩画集 子供の四季 平凡社別冊太陽

本間正義 円空と木食喰 小学館日本の美術３５

式場俊三編集 みんなの心に生きた山下清 山下清展企画室

東京藝術大学美術部 平山郁夫スケッチ集 日本交通文化協会

平山郁夫 平山郁夫と玄奘三蔵 博雅堂出版

福田和彦 美術版カーマ・ストラ 芳賀書店

福田和彦 浮世絵の秘戯画２ 芳賀書店

福田和彦 艶本・魅惑の浮世絵 ＫＫベストセラーズ

Ｊシェパード やさしい裸婦の描き方 マール社

竹腰長生 魯山人の陶器 光芸出版

野村泰三 図鑑伊万里のすべて 光芸出版

沢山山治 陶磁体系７　常滑　越前 平凡社

永竹威 陶磁体系１９　伊万里 平凡社

長谷部楽爾

大塚清吾
中国のやきもの景徳鎮 淡交社
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阿部狐柳

辻重光
日本料理技術選集とうふの本 柴田書店

阿部狐柳 日本料理技術選集豆腐百珍 柴田書店

平野雅章 北大路魯山人 平凡社別冊太陽

川村渉 みそ汁風土記 毎日新聞社

植原路郎 そば風土記 毎日新聞社

河野友美 しょうゆ風土記 毎日新聞社

小川敏男 つけ物風土記 毎日新聞社

近藤弘 すし風土記 毎日新聞社

山田正一 さけ風土記 毎日新聞社

末広恭雄 さかな風土記 毎日新聞社

高野吉太郎 くだもの風土記 毎日新聞社

平野正章（後に雅章） やさい風土記 毎日新聞社

四手井綱瑛

四手井淑子
きのこ風土記 毎日新聞社

田村平治・平野正章 しょうゆの本 日本料理技術選集

川村渉・辰巳浜子 みその本 日本料理技術選集

本田總一郎 箸の本 日本料理技術選集

松井魁 うなぎの本 日本料理技術選集

海沼勝 ふぐの本 日本料理技術選集

平野正章・小林菊衛 てんぷらの本 日本料理技術選集

植原路郎・薩摩卯一 そばの本 日本料理技術選集

平野雅章 にっぽん食物誌 講談社、サンケイ夕刊連載を編集

樋口清之 日本食物史 柴田書店

金子信雄 新口八丁手包丁 作品社

杉浦明平 カワハギの肝 六興出版

山本益博 食卓のプラネタリウム 講談社、月間小説現代連載

佐治敬三 洋酒天国 文藝春秋

佐治敬三 新洋酒天国 文藝春秋

村上満 ナマ樽博士の世界ビール紀行 東洋経済新報社

朝日新聞社 世界のビール

竹内令 生に賭けるサッポロビール 日経通信社

三宅勇三 ビール企業史 三瀧社

川又一英 ヒゲのウヰスキー誕生す 新潮社

茂出木心護 たいめいけんよもやま噺 文化出版局

辻留　辻嘉一 料理のお手本 文藝春秋

水野潤一 旧制高校めし炊き青春譜 東洋経済新報社

ぴあ 懐かしの昭和グルメ（首都圏版） 2018年発行

ＮＨＫ ＮＨＫ新日本紀行 新人物往来社全５巻
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ＮＨＫ シルクロード 日本放送出版協会１－７、９，１２巻

篠山紀信 シルクロード 集英社全８巻

日本リクルートセンターぎんざ１９７２

クラシック銀座

青園謙三郎 よみもの福井史 講談社

小浜市教育委員会 わかさオバマの文化財 小浜市

風土記日本 平凡社全６巻

諸河久

林順信
都電の消えた街 大正出版、山手編・下町編

井上辰雄 火の国 學生社版

山田野理夫 東北怪談の旅 自由国民社


