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忠彌-0001 海と山と 葉山嘉樹 河出書房 S14.2.16 20 302 忠彌１

忠彌-0002 店頭 森荘巳池 三藝書房 S15.12.10 20 383 忠彌１

忠彌-0003 ふしぎないえ 都築益世 河出書房 S23.1.15 19 160 忠彌１

忠彌-0004 文藝入門 （編）日本国有鉄道 日本国有鉄道 S26.3.25 19 301 忠彌１

忠彌-0005 世界の昔ばなし （監）柳田国男・他1 河出書房 S25.7.31 22 292 忠彌１

忠彌-0006 続．世界の昔ばなし （監）柳田国男・他1 河出書房 S26.8.30 23 252 忠彌１

忠彌-0007 君ありて美しき夜 舟橋聖一 湊書房 S26.10.25 19 453 忠彌１

忠彌-0008 洲崎パラダイス 芝木好子 講談社 S30.12.20 20 233 忠彌１

忠彌-0009 楢山節考 深澤七郎 中央公論社 S32.2.1 20 222 忠彌１

忠彌-0010 楢山節考 深澤七郎 中央公論社 S23.5.15 18 213 忠彌１

忠彌-0011 楢山節考 深澤七郎 中央公論社 S52.8.25 20 222 忠彌１

忠彌-0012 夜の蝶 川口松太郎 講談社 S32.6.27 20 238 忠彌１

忠彌-0013 みちのくの民話 （編）東北農村漁村文化協会 （編）東北農村漁村文化協会 S32.8.25 19 264 忠彌１

忠彌-0014 發作 石上玄一郎 中央公論社 S32.9.5 20 233 忠彌１

忠彌-0015 廓の子 加藤てい子 第二書房 S32.10.15 19 215 忠彌２

忠彌-0016 廓の子 加藤てい子 第二書房 S32.10.15 19 215 忠彌２

忠彌-0017 日本天国論 邱永漢 中央公論社 S32.10.10 20 172 忠彌２

忠彌-0018 日本印象記 エレンブルグ 中央公論社 S32.1.20 20 174 忠彌２

忠彌-0019 笛吹川 深沢七郎 中央公論社 S32.4.15 21 237 忠彌２

忠彌-0020 悲しき獣 戸川幸夫 六興出版 S33.5.5 19 263 忠彌２

忠彌-0021 道 保高徳藏 東方社 S33.5.15 19 355 忠彌２

忠彌-0022 蝶になるまで 井上友一郎 ㈱光風社 S33.7.25 20 277 忠彌２

忠彌-0023 背徳 藤大路春彦 知性社 S33.8.11 20 241 忠彌２

忠彌-0024 かんころめし 町田トシコ 中央公論社 S33.9.15 20 221 忠彌２

忠彌-0025 かんころめし 町田トシコ 中央公論社 S33.9.15 20 221 忠彌２

忠彌-0026 東京味覚地図 （編）奥野信太郎 河出書房 S33.9.20 20 236 忠彌２

忠彌-0027 非情物語 川口松太郎 講談社 S33.11.15 20 311 忠彌２

忠彌-0028 非情物語 川口松太郎 講談社 S33.11.15 20 311 忠彌２

忠彌-0029 子種 有賀喜代子 中央公論社 S33.11.25 20 174 忠彌２

忠彌-0030 子種 有賀喜代子 中央公論社 S33.11.25 20 174 忠彌２
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忠彌-0031 仮面の女 芝木好子 講談社 S34.2.20 20 261 忠彌２

忠彌-0032 女の匂いのする兵隊 平野威馬雄 東京書房 S34.3.12 19 307 忠彌３

忠彌-0033 背徳 藤大路春彦 知性社 S33.8.11 20 241 忠彌３

忠彌-0034 市会議員 畠山武志 森荘己池 S34.3.28 19 292 忠彌３

忠彌-0035 市会議員 畠山武志 森荘己池 S34.3.28 19 292 忠彌３

忠彌-0036 市会議員 畠山武志 森荘己池 S34.3.28 19 292 忠彌３

忠彌-0037 市会議員 畠山武志 森荘己池 S34.3.28 19 292 忠彌３

忠彌-0038 馬渕川 渡辺喜恵子 ㈱光風社 S34.5.5 20 279 忠彌３

忠彌-0039 馬渕川 渡辺喜恵子 ㈱光風社 S34.5.5 20 279 忠彌３

忠彌-0040 馬渕川 渡辺喜恵子 毎日新聞社 S55.3.20 20 298 忠彌３

忠彌-0041 大いなる河 ヨセフ・カリニコラ 角川書店 S34.5.5 20 370 忠彌３

忠彌-0042 大いなる河 ヨセフ・カリニコラ 角川書店 S34.5.5 20 370 忠彌３

忠彌-0043 悪魔の研究 高見順 六興出版 S34.9.20 19 218 忠彌３

忠彌-0044 悪魔の研究 高見順 六興出版 S34.9.20 19 218 忠彌３

忠彌-0045 「子どもに聞かせたいとっておきの話」第4集 （編）阿部知二・他１ ㈱英宝社 S34.10.15 19 275 忠彌３

忠彌-0046 三十六号室 古田芳生 中央公論社 S35.1.10 20 162 忠彌３

忠彌-0047 こつまなんきん 今東光 講談社 S35.1.30 20 255 忠彌４

忠彌-0048 こつまなんきん 今東光 講談社 S35.1.30 20 255 忠彌４

忠彌-0049 白い雲 佐々木正夫 現代社 S35.5.20 20 250 忠彌４

忠彌-0050 作家と文壇 保高徳蔵 講談社 S37.4.30 18 234 忠彌４

忠彌-0051 単純生活者の手記 きだ・みのる 朝日新聞社 S38.1.25 20 228 忠彌４

忠彌-0052 わいん アレック・ウォー 英宝社 S39.8.5 20 414 忠彌４

忠彌-0053 岡山不衣句集 （編）森荘巳池 寺の下通信社 S40.5.3 20217＋13 忠彌４

忠彌-0054 岡山不衣句集 （編）森荘巳池 寺の下通信社 S40.5.3 20217＋13 忠彌４

忠彌-0055 句集　燭 瀧春一 大雅洞 S40.8. 19 254 忠彌４

忠彌-0056 出刃 小檜山　博 ㈱構想社 S56.11.16 20 223 忠彌４

忠彌-0057 出刃 小檜山　博 ㈱構想社 S56.11.16 20 223 忠彌４

忠彌-0058 詩集　天末線 西尾煕道 牧羊社 S52.11.30 23 254 忠彌４

忠彌-0059 鬼 綱淵謙錠 河出書房 S52.12.15 20 265 忠彌４

忠彌-0060 草の碑 水上勉 徳間書店 S53.10.10 20 238 忠彌５

忠彌-0061 生きものたち 小檜山　博 集英社 S55.3.10 20 222 忠彌５

忠彌-0062 啄木の妻　上 渡辺喜恵子 毎日新聞社 S55.8.30 20 250 忠彌５

忠彌-0063 啄木の妻　中 渡辺喜恵子 毎日新聞社 S55.9.20 20 243 忠彌５

忠彌-0064 啄木の妻　下 渡辺喜恵子 毎日新聞社 S55.9.25 20 247 忠彌５



忠彌-0065 北国食べもの風土記 渡辺喜恵子 女子栄養大学出版部 S56.12.10 20 205 忠彌５

忠彌-0066 暮しのつくろい　手ばたらき 渡辺喜恵子 文化出版 S58.4.24 20 221 忠彌５

忠彌-0067 みちのく子供風土記 渡辺喜恵子 毎日新聞社 S58.6.20 20 267 忠彌５

忠彌-0068 みちのく子供風土記 渡辺喜恵子 毎日新聞社 S58.6.20 20 267 忠彌５

忠彌-0069 万灯火 渡辺喜恵子 毎日新聞社 S61.3.1 20 214 忠彌５

忠彌-0070 南部めくら暦 加藤文男 花神社 S62.12.20 23 147 忠彌５

忠彌-0071 南部九戸落城 渡辺喜恵子 毎日新聞社 H元.8.30 20 237 忠彌５

忠彌-0072 南部九戸落城 渡辺喜恵子 毎日新聞社 H元.8.30 20 237 忠彌５

忠彌-0073 養寿漫筆 萩原好夫 ㈱ホメロス社 H2.7.20 20 167 忠彌５

忠彌-0074 東京のプリンスたち 深沢七郎 中央公論社 S34.11.30 20 220 忠彌５

忠彌-0075 高橋忠弥展 高橋忠弥 S44.11 24 1冊 忠彌６

忠彌-0076 しゃぼんだま随想 福田隆
「しゃぼんだま随想」出版発起人の
会 H4.10.18 28177・20 忠彌６

忠彌-0077 高橋忠彌随筆選集　上・中・下巻
01-0113・01-0014
・01-0115(図書登録） 高橋忠彌 文榮社 H2.9.20 24 忠彌６

忠彌-0078 美術手帖三月号 美術手帖出版社 美術手帖出版社 S35.3.1 21 143 忠彌６

忠彌-0079 洋画の技法１ 材料と技術編 高橋忠弥 美術出版社 S31.4.20 22 131 購入 忠彌６

忠彌-0080 別冊　美術手帖 みちのくの美 美術出版社 美術出版社 S57.9.5 21 208 忠彌６

忠彌-0081 油絵を始める人のために 高橋忠彌 池田書店 S40.10.20 22 190 忠彌６

忠彌-0082 西洋繪畫の話 高橋忠彌 ㈱角川書店 S29.2.10 18 168 忠彌６

忠彌-0083 社会科　ぼくらの村と町 絵・高橋忠彌 関敬吾 小学生文庫 S25.9.5 19 47 忠彌６

忠彌-0084 風の又三郎 絵・高橋忠彌 宮沢賢治 あかね書房 S25.12.30 19 63 忠彌６

忠彌-0085 月と車 高橋忠弥の世界 藤富康子 あざみ書房 H19.12.5 21 247 忠彌６


