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忠彌-0427 民藝 高橋忠弥　編 高橋忠弥 26.7 1冊 忠彌２２

忠彌-0428 キスリングスーチン 高橋忠弥　編 高橋忠弥 26.7 1冊 忠彌２２

忠彌-0429 ピカソ 高橋忠弥　編 高橋忠弥 26.7 1冊 忠彌２２

忠彌-0430 マチス 高橋忠弥　編 高橋忠弥 26.7 1冊 忠彌２２

忠彌-0431 ボナール 高橋忠弥　編 高橋忠弥 26.7 1冊 忠彌２２

忠彌-0432 ドーミエ論 高橋忠弥　編 高橋忠弥 26.7 1冊 忠彌２２

忠彌-0433 ルドン論 高橋忠弥　編 高橋忠弥 26.7 1冊 忠彌２２

忠彌-0434 ユトリロ 高橋忠弥　編 高橋忠弥 26.7 1冊 忠彌２２

忠彌-0435 ドラン　其他二・三人 高橋忠弥　編 高橋忠弥 26.7 1冊 忠彌２２

忠彌-0436 ゴッホの初期に就いて 高橋忠弥　編 高橋忠弥 26.7 1冊 忠彌２２

忠彌-0437 ニコラプーサンについて 高橋忠弥　編 高橋忠弥 26.7 1冊 忠彌２２

忠彌-0438 レンブラント≪製絨組合≫ 高橋忠弥　編 高橋忠弥 26.7 1冊 忠彌２２

忠彌-0439 エミール・ベルナール記 高橋忠弥　編 高橋忠弥 26.7 1冊 忠彌２２

忠彌-0440 ジオットゥ 高橋忠弥　編 高橋忠弥 26.7 1冊 忠彌２２

忠彌-0441 前衛絵画論 高橋忠弥　編 高橋忠弥 26.7 1冊 忠彌２２

忠彌-0442 イベリヤの彫刻其他 高橋忠弥　編 高橋忠弥 26.7 1冊 忠彌２２

忠彌-0443 壁画 高橋忠弥　編 高橋忠弥 26.7 1冊 忠彌２２

忠彌-0444 イタリヤ 高橋忠弥　編 高橋忠弥 26.7 1冊 忠彌２２

忠彌-0445 名前 高橋忠弥　編 高橋忠弥 26.7 1冊 忠彌２２

忠彌-0836 加藤文男詩集　南部めくら暦 加藤文男 花神社 S62.12.20 22.3 147 装幀/高橋忠弥 忠彌４９

忠彌-0837 加藤文男詩集　南部めくら暦 加藤文男 花神社 S62.12.20 22.3 147 装幀/高橋忠弥 忠彌４９

忠彌-0838 詩集加藤文男　勞使関係論 加藤文男 花神社 S62.12.20 21.7 156 装幀/高橋忠弥 忠彌４９

忠彌-0839 詩集加藤文男　勞使関係論 加藤文男 花神社 S62.12.20 21.7 156 装幀/高橋忠弥 忠彌４９

忠彌-0840
子どもに聞かせたいとっておきの話
第二集

編　阿部知二・国分一太郎 ㈱英宝社 S40.6.15 19.2 285
無題の話/高橋忠弥、
装幀意匠/高橋忠弥

忠彌４９

忠彌-0841
子どもに聞かせたいとっておきの話
第四集

編　阿部知二・国分一太郎 ㈱英宝社 S34.10.15 19.2 275 装幀意匠/高橋忠弥 忠彌４９

受入
年月日

　　　高橋忠弥　資料２　（装幀、著書など）         (2020.1.18現在）



忠彌-0842
子どもに聞かせたいとっておきの話
第五集

編　阿部知二・国分一太郎 ㈱英宝社 S37.4.10 19.2 296 装幀意匠/高橋忠弥 忠彌４９

忠彌-0843 雌雄の光景 富島健夫 ㈱河出書房新社 S39.10.5 20.2 205 装幀/高橋忠弥 忠彌４９

忠彌-0844 女の塔 大原冨枝 ㈱集英社 S38.5.10 20 212 装幀/高橋忠弥 忠彌４９

忠彌-0845 生命存在と文学 宗谷真爾 ㈱現代思潮社 S39.11.25 20 266 函・扉カット/高橋忠弥 忠彌４９

忠彌-0846 句集　ゆづり葉 瀧春一 風神社 S61.12.1 19.5 267 装幀/高橋忠弥 忠彌４９

忠彌-0847 オトナの憂鬱 邱永漢 光風社 S34.11.5 19.5 250 装幀/高橋忠弥 忠彌４９

忠彌-0848 詩画集　巴里憂愁 高橋忠弥 ㈱ビーイー H2.9.20 22.6 1冊 高橋忠弥随筆選集　中巻 忠彌４９

忠彌-0849 北国たべもの風土記 渡辺喜恵子 女子栄養大学出版部 S56.12.10 19.6 205 装幀/高橋忠弥 忠彌５０

忠彌-0850 万灯火 渡邊喜恵子 毎日新聞社 S61.3.1 19.6 214 装幀/高橋忠弥 忠彌５０

忠彌-0851 夜の蝶 川口松太郎 講談社 S32.8.10 19.6 238 装幀・挿画/高橋忠弥 忠彌５０

忠彌-0852 生きものたち 小檜山博 ㈱集英社 S55.3.10 19.6 222 装幀/高橋忠弥 忠彌５０

忠彌-0853 草の碑 水上勉 現代史出版会 S53.10.10 19.6 238 装幀/高橋忠弥 忠彌５０

忠彌-0854 片陰の道 水上勉 現代史出版会 S54.6.10 19.6 249 装幀/高橋忠弥 忠彌５０

忠彌-0855 暮らしのつくろい　手ばたらき 渡辺喜恵子 文化出版局 S58.4.24 19.6 221 装幀/高橋忠弥 忠彌５０

忠彌-0856 東光おんな談義 今東光 ㈱講談社 S35.2.5 19.6 210 装幀/高橋忠弥 忠彌５０

忠彌-0857 東光おんな談義 今東光 ㈱講談社 S35.2.5 19.6 210 装幀/高橋忠弥 忠彌５０

忠彌-0858 ルン・プロ 川村晃 ㈱角川書店 S38.3.15 19.6 268 装幀/高橋忠弥 忠彌５０

忠彌-0859 嫁さがし 西前清 杜陵高速印刷株式会社出版部 S52.9.1 19.6 178 装幀/高橋忠弥 忠彌５０

忠彌-0860 地の塩の人 吉田時善 ㈱新潮社 S57.7.5 19.6 209 装幀/高橋忠弥 忠彌５０

忠彌-0861 地の塩の人 吉田時善 ㈱新潮社 S57.7.5 19.6 209 装幀/高橋忠弥 忠彌５０

忠彌-0862 饑渇っ子 渡辺喜恵子 ㈱光風社 S39.3.11 20 245 装幀/高橋忠弥 忠彌５０

忠彌-0863 病院裏の人々 椎名鱗三 月曜書房 S25.4.10 18.4 272 装幀/高橋忠弥 忠彌５０

忠彌-0864 女の復讐 田村秦次郎 湊書房 S26.12.25 18.4 279 装幀/高橋忠弥 忠彌５０

忠彌-0865 現代小説代表選集 日本文藝家協會 湊書房 S27.6.10 18.4 429 装幀/高橋忠弥 忠彌５０

忠彌-0866 悲しき獣 戸川幸夫 ㈱六興出版部 S33.5.5 18.6 263 装幀/高橋忠弥 忠彌５０

忠彌-0867 蝶になるまで 井上友一郎 ㈱校風社 S33.7.25 19.2 277 装幀/高橋忠弥 忠彌５０

忠彌-0868 民俗故事物語 池田弥三郎 ㈱河出書房新社 S34.6.25 18.8 249 装幀/高橋忠弥 忠彌５０

忠彌-0869 作家と文壇 保高徳蔵 ㈱講談社 S37.4.30 18 234 装幀/高橋忠弥 忠彌５０

忠彌-0870 幽霊インタビュー 長田幹彦 出版東京 S27.8.15 19 222 装幀/高橋忠弥 忠彌５０



忠彌-0871 女の歴史 保高みさ子 ㈱新潮社 S25.8.31 18.4 246 装幀/高橋忠弥 忠彌５１

忠彌-0872 詩集　山神祭 山内透 文明堂書店 S15.6.10 18.2 78 装幀/高橋忠弥 忠彌５１

忠彌-0873 ちんぴら浪人 唐島基智三 ㈱六興出版社 S28.12.1 18.5 262 装幀/高橋忠弥 忠彌５１

忠彌-0874 店頭 森莊已池 三藝書房 S16.2.5 19 383 意匠/高橋忠彌 忠彌５１

忠彌-0875 人間啄木 伊藤圭一郎 岩手日報社 S34.5.1 18.1 194 装幀/高橋忠弥 忠彌５１

忠彌-0876 君ありて美しき夜 舟橋聖一 湊書房 S26.10.25 18.4 453 装幀/高橋忠弥 忠彌５１

忠彌-0877 碧い眼の太郎冠者 ドナルド・キーン 中央公論社 S32.10.10 19 170 装幀/高橋忠弥 忠彌５１

忠彌-0878 馬車道の女 「馬車道の女」編集グループ たむらプロダクション S54.1.15 21 36 P18絵/高橋忠弥 忠彌５１

忠彌-0879 馬車道の女 「馬車道の女」編集グループ たむらプロダクション S54.1.15 21 36 P18絵/高橋忠弥 忠彌５１

忠彌-0880 糧の毎日 丹羽巖 日本基督教団出版部 S30.9.15 14.8 96 挿画/橋忠彌 忠彌５１

忠彌-0881 啄木のおもいで　自由新日記 高橋書店編集部 ㈱高橋書店 S40 19 320 装幀/高橋忠弥 忠彌５１

忠彌-0882 啄木のおもいで　自由新日記 高橋書店編集部 ㈱高橋書店 S40 19 320 装幀/高橋忠弥 忠彌５１

忠彌-0883 北原白秋　自由新日記 木俣修 ㈱高橋書店 S40 19 320 装幀/高橋忠弥 忠彌５１

忠彌-0884 北原白秋　自由新日記 木俣修 ㈱高橋書店 S40 19 320 装幀/高橋忠弥 忠彌５１

忠彌-0885 俳聖　芭蕉・一茶　自由新日記 高橋書店編集部 ㈱高橋書店 S40 19 320 装幀/高橋忠弥 忠彌５１

忠彌-0886 当用新日記 高橋書店編集部 ㈱高橋書店 S39.10.30 17.7 1冊 装幀/高橋忠弥 忠彌５１

忠彌-0887 当用新日記 高橋書店編集部 ㈱高橋書店 S39.10.30 18.6 1冊 装幀/高橋忠弥 忠彌５１

忠彌-0888 当用新日記 高橋書店編集部 ㈱高橋書店 S39.10.30 18.6 1冊 装幀/高橋忠弥 忠彌５１

忠彌-0912 西洋繪畫の話 高橋忠彌 ㈱角川書店 S29.12.10 17.3 168 忠彌４８

忠彌-0913 西洋繪畫の話 高橋忠彌 ㈱角川書店 S29.12.10 17.3 168 忠彌４８

忠彌-0914 銀河鐵道 高橋忠彌 細川正次 S12.10.30 17 １冊 忠彌５３

忠彌-0915 埋草随筆 中村武志 ㈱靜和堂 S26.10.14 10.5 132 装釘・挿絵/高橋忠彌 忠彌５３

忠彌-0916 埋草随筆 中村武志 ㈱靜和堂 S26.10.14 10.5 132 装釘・挿絵/高橋忠彌 忠彌５３

忠彌-0917 埋草随筆 中村武志 ㈱靜和堂 S26.10.14 10.5 132 装釘・挿絵/高橋忠彌 忠彌５３

忠彌-0918 埋草随筆 中村武志 ㈱靜和堂 S26.10.14 10.5 132 装釘・挿絵/高橋忠彌 忠彌５３

忠彌-0919 次郎物語　第一部 下村湖人 ㈱角川書店 S35.2.28 15 294 装幀/高橋忠弥 忠彌５３

忠彌-0920 次郎物語　第一部 下村湖人 ㈱角川書店 S35.2.28 15 294 装幀/高橋忠弥 忠彌５３

忠彌-0921 次郎物語　第二部 下村湖人 ㈱角川書店 S35.2.28 15 274 装幀/高橋忠弥 忠彌５３

忠彌-0922 次郎物語　第二部 下村湖人 ㈱角川書店 S35.2.28 15 274 装幀/高橋忠弥 忠彌５３



忠彌-0923 次郎物語　第三部 下村湖人 ㈱角川書店 S35.2.28 15 204 装幀/高橋忠弥 忠彌５３

忠彌-0924 次郎物語　第三部 下村湖人 ㈱角川書店 S35.2.28 15 204 装幀/高橋忠弥 忠彌５３

忠彌-0925 次郎物語　第四部 下村湖人 ㈱角川書店 S35.3.20 15 312 装幀/高橋忠弥 忠彌５３

忠彌-0926 次郎物語　第四部 下村湖人 ㈱角川書店 S35.3.20 15 312 装幀/高橋忠弥 忠彌５３

忠彌-0927 次郎物語　第五部 下村湖人 ㈱角川書店 S35.3.20 15 311 装幀/高橋忠弥 忠彌５３

忠彌-0928 次郎物語　第五部 下村湖人 ㈱角川書店 S35.3.20 15 311 装幀/高橋忠弥 忠彌５３

忠彌-0929 アメリカ思想から何を学ぶか 鶴見俊輔 中央公論社 S33.5.10 17.4 217 カバー/高橋忠弥 忠彌５３

忠彌-0930 満ち足りた結婚 L・テイザード 中央公論社 S33.7.10 17.4 222 カバー/高橋忠弥 忠彌５３

忠彌-0931 ミイラは語る 三木偵・長安周一 家の光協会 S40.2.15 17.3 224 表紙カバー/高橋忠弥 忠彌５３

忠彌-0932 四十からの健康 杉靖三郎 ㈱実業之日本社 S39.6.30 17.3 234 表紙/高橋忠弥 忠彌５３

忠彌-0933 暗夜行路　後編 志賀直哉 ㈱角川書店 S35.1.20 15 278 装幀/高橋忠弥 忠彌５３

忠彌-0934 女の圖 室生犀星 ㈱河出書房 S31.9.20 15 162 カバー装幀/高橋忠彌 忠彌５３

忠彌-0935 夢十夜・倫敦塔 夏目漱石 ㈱河出書房 S32.1.30 15 166 カバー装幀/高橋忠彌 忠彌５３

忠彌-0936 如何なる星の下に 高見順 ㈱新潮社 S37.3.25 15 224 カバー/高橋忠弥 忠彌５３

忠彌-0937 おかしな奴 大佛次郎 ㈱光風社 S32.12.20 18 251 装幀・挿画/高橋忠弥 忠彌５３

忠彌-0938 朽木家物語 石西武雄 榜葛刺書房 S29.8.31 18.2 212 装幀/高橋忠弥 忠彌５３

忠彌-0939 女の匂いのする兵隊 平野威馬雄 ㈱東京書房 S34.3.12 19 307 装幀/高橋忠弥 忠彌５３

忠彌-0940 真昼に人影なし 柴田剱太郎 光風社 S36.10.18 19 248 題字/高橋忠弥 忠彌５３

忠彌-0941 皿皿皿と皿 永井龍男 ㈱河出書房新社 S39.1.30 20.3 219 装幀/高橋忠弥 忠彌５４

忠彌-0942 皿皿皿と皿 永井龍男 ㈱河出書房新社 S39.3.10 20.3 219 装幀/高橋忠弥 忠彌５４

忠彌-0943 皿皿皿と皿 永井龍男 ㈱河出書房新社 S39.3.10 20.3 219 装幀/高橋忠弥 忠彌５４

忠彌-0944 加納大尉夫人 佐藤愛子 ㈱光風社 S40.2.20 20 219 装幀/高橋忠弥 忠彌５４

忠彌-0945 石の夜 駒田信二 角川書店 S32.12.25 19.4 236 装幀/高橋忠弥 忠彌５４

忠彌-0946 背徳 藤大路春彦 知性社 S33.4.28 19.5 249 装幀/高橋忠弥 忠彌５４

忠彌-0947 背徳 藤大路春彦 知性社 S38.4.10 19.5 249 装幀/高橋忠弥 忠彌５４

忠彌-0948 背徳 藤大路春彦 知性社 S33.5.25 19.5 249 装幀/高橋忠弥 忠彌５４

忠彌-0949 背徳 藤大路春彦 知性社 S38.4.10 19.5 249 装幀/高橋忠弥 忠彌５４

忠彌-0950 背徳 藤大路春彦 知性社 S33.5.25 19.5 249 装幀/高橋忠弥 忠彌５４

忠彌-0951 道 保高徳藏 東方社 S33.5.15 19 355 装幀/高橋忠弥 忠彌５４



忠彌-0952 母のくに5 松村彬夫 ㈱学習研究社 S39.5.1 21 32 扉/高橋忠弥 忠彌５４

忠彌-0953 母のくに6 松村彬夫 ㈱学習研究社 S39.6.1 21 32 扉/高橋忠弥 忠彌５４

忠彌-0954 母のくに6 松村彬夫 ㈱学習研究社 S39.6.1 21 32 扉/高橋忠弥 忠彌５４

忠彌-0955 母のくに7 松村彬夫 ㈱学習研究社 S39.7.1 21 32 扉/高橋忠弥 忠彌５４

忠彌-0956 母のくに8 松村彬夫 ㈱学習研究社 S39.8.1 21 32 扉/高橋忠弥 忠彌５４

忠彌-0957 母のくに9 松村彬夫 ㈱学習研究社 S39.9.1 21 32 扉/高橋忠弥 忠彌５４

忠彌-0958 母のくに10 松村彬夫 ㈱学習研究社 S39.10.1 21 32 扉/高橋忠弥 忠彌５４

忠彌-0959 母のくに11 松村彬夫 ㈱学習研究社 S39.11.1 21 32 扉/高橋忠弥 忠彌５４

忠彌-0960 母のくに12 松村彬夫 ㈱学習研究社 S39.12.1 21 32 扉/高橋忠弥 忠彌５４

忠彌-0961 母のくに1 松村彬夫 ㈱学習研究社 S40.1.1 21 32 扉/高橋忠弥 忠彌５４

忠彌-0962 母のくに2 松村彬夫 ㈱学習研究社 S40.4.2 21 32 扉/高橋忠弥 忠彌５４

忠彌-0963 母のくに3 松村彬夫 ㈱学習研究社 S40.3.1 21 32 扉/高橋忠弥 忠彌５４

忠彌-0964 母のくに4 堤頼昭 ㈱学習研究社 S40.4.1 21 32 表紙/高橋忠弥 忠彌５４

忠彌-0965 母のくに5 堤頼昭 ㈱学習研究社 S40.5.1 21 32 表紙/高橋忠弥 忠彌５４

忠彌-0966 母のくに6 堤頼昭 ㈱学習研究社 S40.6.1 21 32 表紙/高橋忠弥 忠彌５４

忠彌-0967 母のくに7 堤頼昭 ㈱学習研究社 S40.7.1 21 32 表紙/高橋忠弥 忠彌５４

忠彌-0968 母のくに8 堤頼昭 ㈱学習研究社 S40.8.1 21 32 表紙/高橋忠弥 忠彌５４

忠彌-0969 母のくに9 堤頼昭 ㈱学習研究社 S40.9.1 21 32 表紙/高橋忠弥 忠彌５４

忠彌-0970 母のくに10 堤頼昭 ㈱学習研究社 S40.10.1 21 32 表紙/高橋忠弥 忠彌５４

忠彌-0971 母のくに11 堤頼昭 ㈱学習研究社 S40.11.1 21 32 表紙/高橋忠弥 忠彌５４

忠彌-0972 母のくに5 松村彬夫 ㈱学習研究社 S39.4.1 21 32 扉/高橋忠弥 忠彌５４

忠彌-0973 おんがくのほん1 浅野千鶴子 ㈱二葉 S30.5.20 14.6 64 さし絵・表紙/高橋忠弥 忠彌５４

忠彌-0974 少年少女　日本文学読本 川端康成　監修 （合）あかね書房 S25.12.15 21.3 181 挿絵・装幀/高橋忠彌 忠彌５４

忠彌-0975 少年少女　日本文学読本 川端康成　監修 （合）あかね書房 S25.12.15 21.3 181 挿絵・装幀/高橋忠彌 忠彌５４

忠彌-0976 少年詩歌集 サトウハチロウー ㈱新潮社 S26.2.15 21.5 84 絵/高橋忠弥 忠彌５５

忠彌-0977 日本文學讀本 川端康成　監修 （合）あかね書房 S26.4.15 21.5 183 挿絵・装幀/高橋忠彌 忠彌５５

忠彌-0978 日本文學讀本 川端康成　監修 （合）あかね書房 S26.4.15 21.5 183 挿絵・装幀/高橋忠彌 忠彌５５

忠彌-0979 世界文學讀本 中島健蔵　監修 （合）あかね書房 S26.8.31 21.5 192 装幀/高橋忠彌 忠彌５５

忠彌-0980 1　人間と文学 臼井吉見 （社）全国地方銀行協会 S33.5.28 14.8 65 装幀/高橋忠弥 忠彌５５



忠彌-0981 1　人間と文学 臼井吉見 （社）全国地方銀行協会 S33.5.28 14.8 65 装幀/高橋忠弥 忠彌５５

忠彌-0982 2　健康と長寿 杉靖三郎 （社）全国地方銀行協会 S33.5.28 14.8 64 装幀/高橋忠弥 忠彌５５

忠彌-0983 3　日本の政党 矢部貞治 （社）全国地方銀行協会 S33.9.30 14.8 59 装幀/高橋忠弥 忠彌５５

忠彌-0984 4　人生随想 堀秀彦 （社）全国地方銀行協会 S33.1.25 14.8 65 装幀/高橋忠弥 忠彌５５

忠彌-0985 5　真実と正義 植松　正 （社）全国地方銀行協会 S34.1.31 14.8 71 装幀/高橋忠弥 忠彌５５

忠彌-0986 6　マス・コミの功罪 小山　榮三 （社）全国地方銀行協会 S34.3.31 14.8 71 装幀/高橋忠弥 忠彌５５

忠彌-0987 7　人口の生態 岡崎文規 （社）全国地方銀行協会 S34.6.27 14.8 69 装幀/高橋忠弥 忠彌５５

忠彌-0988 8　日本人の笑い 麻生磯次 （社）全国地方銀行協会 S34.7.31 14.8 66 装幀/高橋忠弥 忠彌５５

忠彌-0989 9　人間と宇宙 鈴木敬信 （社）全国地方銀行協会 S34.9.30 14.8 72 装幀/高橋忠弥 忠彌５５

忠彌-0990 10　新しい芸術 岡本太郎 （社）全国地方銀行協会 S34.1.30 14.8 65 装幀/高橋忠弥 忠彌５５

忠彌-0991 11　欲望と人生 宮城音彌 （社）全国地方銀行協会 S35.1.31 14.8 61 装幀/高橋忠弥 忠彌５５

忠彌-0992 12　雨・鐘・枕 池田弥三郎 （社）全国地方銀行協会 S35.7.24 14.8 66 装幀/高橋忠弥 忠彌５５

忠彌-0993 13　心とからだ 時実利彦 （社）全国地方銀行協会 S35.5.27 14.8 72 装幀/高橋忠弥 忠彌５５

忠彌-0994 15　生活と文学 本多顕彰 （社）全国地方銀行協会 S35.10.10 14.8 65 装幀/高橋忠弥 忠彌５５

忠彌-0995 16　健康の技術 石垣純二 （社）全国地方銀行協会 S35.12.20 14.8 54 装幀/高橋忠弥 忠彌５５

忠彌-0996 17　宇宙旅行 原田三夫 （社）全国地方銀行協会 S36.4.1 14.8 68 装幀/高橋忠弥 忠彌５５

忠彌-0997 18　日本の女性 坂西志保 （社）全国地方銀行協会 S36.10.30 14.8 52 装幀/高橋忠弥 忠彌５５

忠彌-0998 19　薬のはなし 宮本高明 （社）全国地方銀行協会 S36.12.20 14.8 57 装幀/高橋忠弥 忠彌５５

忠彌-0999 19　薬のはなし 宮本高明 （社）全国地方銀行協会 S36.12.20 14.8 57 装幀/高橋忠弥 忠彌５５

忠彌-1000 20　人間と動物 古賀忠道 （社）全国地方銀行協会 S37.5.15 14.8 52 装幀/高橋忠弥 忠彌５５

忠彌-1001 20　人間と動物 古賀忠道 （社）全国地方銀行協会 S37.5.15 14.8 52 装幀/高橋忠弥 忠彌５５

忠彌-1002 21　絵の見方 嘉門安雄 （社）全国地方銀行協会 S37.7.20 14.8 60 装幀/高橋忠弥 忠彌５５

忠彌-1003 21　絵の見方 嘉門安雄 （社）全国地方銀行協会 S37.7.20 14.8 60 装幀/高橋忠弥 忠彌５５

忠彌-1004 21　絵の見方 嘉門安雄 （社）全国地方銀行協会 S37.7.20 14.8 60 装幀/高橋忠弥 忠彌５５

忠彌-1005 22　アジア・アフリカとびある記 先川祐次 （社）全国地方銀行協会 S37.9.3 14.8 69 装幀/高橋忠弥 忠彌５５

忠彌-1006 22　アジア・アフリカとびある記 先川祐次 （社）全国地方銀行協会 S37.9.3 14.8 69 装幀/高橋忠弥 忠彌５５

忠彌-1007 22　アジア・アフリカとびある記 先川祐次 （社）全国地方銀行協会 S37.9.3 14.8 69 装幀/高橋忠弥 忠彌５５

忠彌-1008 22　アジア・アフリカとびある記 先川祐次 （社）全国地方銀行協会 S37.9.3 14.8 69 装幀/高橋忠弥 忠彌５５

忠彌-1009 第一回　現代日本美術展 毎日新聞社 毎日新聞社 S29.5 21 31 車A・車B/高橋忠弥 忠彌５５



忠彌-1010 第二回　現代日本美術展 毎日新聞社 毎日新聞社 S31．5 21 30 沼の花・夜の沼/高橋忠彌 忠彌５５

忠彌-1011 第四回　現代日本美術展 毎日新聞社 毎日新聞社 S35．5 21 1冊 休日の訪問・古城の鳥/高橋忠彌 忠彌５５

忠彌-1012 第2回　日本国際美術展 毎日新聞社 毎日新聞社 S28 21 26+16 車輪・車の影/高橋忠彌 忠彌５５

忠彌-1013 第3回　日本国際美術展 毎日新聞社 毎日新聞社 S30 21 36+16 忠彌５５

忠彌-1014 第4回　日本国際美術展 毎日新聞社 毎日新聞社 S32 21 15+29 田甫と車/高橋忠弥 忠彌５５

忠彌-1015 第5回　日本国際美術展 毎日新聞社 毎日新聞社 S34 21 15+37 祝日の夜/高橋忠弥 忠彌５５

忠彌-1016 第1回　日本国際美術展 毎日新聞社 S27 21 16+10 忠彌５５

忠彌-1017 23　独立展 S30.10 20.1 74 田甫のホリゾン・不安な箱/高橋忠弥 忠彌５５

忠彌-1018 第3回美術団体連合展　1949 毎日新聞社 S24．5 21 44 高橋忠弥/記載有 忠彌５５

忠彌-1019 週刊サンケイ　創刊七執念記念 24 1冊 題字・画/高橋忠弥 忠彌５５

忠彌-1020 愛知県文化会報　窓口 田中潤三 愛知県文化会館美術館 S36.1.10 26.6 8 第28回独立展　魚/高橋忠弥 忠彌５５

忠彌-1027 加藤文男詩集　南部めくら暦 加藤文男 花神社 S62.12.20 22.3 147 装幀/高橋忠弥 忠彌５６

忠彌-1028 詩集加藤文男　勞使関係論 加藤文男 花神社 S62.12.20 21.6 156 装幀/高橋忠弥 忠彌５６

忠彌-1029 詩集加藤文男　勞使関係論 加藤文男 花神社 S62.12.20 21.6 156 装幀/高橋忠弥 忠彌５６

忠彌-1030 詩集加藤文男　勞使関係論 加藤文男 花神社 S62.12.20 21.6 156 装幀/高橋忠弥 忠彌５６

忠彌-1031 馬渕川 渡辺喜恵子 ㈱光風社 S34.8.5 20 279 装幀/高橋忠弥 忠彌５６

忠彌-1032 馬渕川 渡辺喜恵子 毎日新聞社 S56.3.20 19.6 298 装幀/高橋忠弥 忠彌５６

忠彌-1033 生きものたち 小檜山博 ㈱構想社 S53.1.16 19.6 221 忠彌５６

忠彌-1034 嫁さがし 西前清 杜陵高速印刷株式会社出版部 S52.9.1 19.6 178 装幀/高橋忠弥 忠彌５６

忠彌-1035 嫁さがし 西前清 杜陵高速印刷株式会社出版部 S52.9.1 19.6 178 装幀/高橋忠弥 忠彌５６

忠彌-1036 地の塩の人 吉田時善 ㈱新潮社 S57.7.5 19.6 209 装幀/高橋忠弥 忠彌５６

忠彌-1037 民俗故事物語 池田弥三郎 ㈱河出書房新社 S34.6.25 18.8 249 装幀/高橋忠弥 忠彌５６

忠彌-1038 石の夜 駒田信二 角川書店 S32.12.25 19.4 236 装幀/高橋忠弥 忠彌５６

忠彌-1039 ひとり寝 今東光 中央公論社 S37.6.20 20 232 装幀/高橋忠弥 忠彌５６

忠彌-1040 ひとり寝 今東光 中央公論社 S37.6.20 20 232 装幀/高橋忠弥 忠彌５６

忠彌-1041 瀕死の青春 伊藤友一郎 角川書店 S32.6.3 18.8 277 装幀/高橋忠弥 忠彌５６

忠彌-1042 瀕死の青春 伊藤友一郎 角川書店 S32.6.3 18.8 277 装幀/高橋忠弥 忠彌５６

忠彌-1043 人間啄木 伊藤圭一郎 岩手日報社 S49.1.1 18.1 330 装幀/高橋忠弥 忠彌５６

忠彌-1156 見てきた中国 濱谷浩 ㈱河出書房新社 S33.8.5 31.2 120 装幀/高橋忠弥 忠彌６２



忠彌-1200 洋画の技法 高橋忠弥 ㈱美術出版社 S36.1.20 21.2 137 1．材料と技術篇 忠彌６６

忠彌-1201 洋画の技法 高橋忠弥 ㈱美術出版社 S31.4.20 21 137 1．材料と技術篇 忠彌６６

忠彌-1202 洋画の技法 高橋忠弥 ㈱美術出版社 S34.4.30 21 137 1．材料と技術篇 忠彌６６

忠彌-1203 洋画の技法 高橋忠弥 ㈱美術出版社 S34.4.30 21 137 1．材料と技術篇 忠彌６６

忠彌-1209 洋画の技法 高橋忠弥 ㈱美術出版社 S37.3.25 21.2 131 1．材料と技術篇 忠彌６６

忠彌-2478 ぽおるくれえについて 高橋忠弥 高橋忠弥 26 1冊 忠彌１０７

忠彌-2539 国際形象展 国際形象展同人 国際形象展同人 S36.10 24.2 1冊 高橋忠弥記載有 忠彌１１２

忠彌-2540 国際形象展 国際形象展同人 国際形象展同人 S36.10 24.2 1冊 高橋忠弥記載有 忠彌１１２

忠彌-2541 第三回「6月のサロン」 ギャルリー・ためなが ギャルリー・ためなが S48.6 24 1冊 高橋忠弥記載有 忠彌１１２

忠彌-2542 日仏会館創立50周年記念展 （財）日仏会館 （財）日仏会館 S51.9 24 1冊 高橋忠弥記載有 忠彌１１２

忠彌-2554 独立美術展 河北新報社 河北新報社 S30.6 25.6 8 高橋忠弥記載有 忠彌１１２

忠彌-2555 第25回独立美術展目録 S32.10 26 14 高橋忠弥記載有 忠彌１１２

忠彌-2556 第25回独立美術展集・目録 S32.10 26.2 43 高橋忠弥記載有 忠彌１１２

忠彌-2557 第25回独立展 S32.11 25.7 1冊 高橋忠弥記載有 忠彌１１２

忠彌-2559 第32回独立展 独立美術協会 独立美術協会 S39.10 25 17 高橋忠弥記載有 忠彌１１２

忠彌-2560 第23回独立展 S30.10 20 76 高橋忠弥記載有 忠彌１１２

忠彌-2561 第3回独立展 S8．春 15 35 高橋忠弥記載有 忠彌１１２

忠彌-2681 擬宝珠の町 岩手日報社 岩手日報社 S46.9.25 18.4 227 河鹿の鳴かない盛岡/高橋忠弥 忠彌１２１

忠彌-3179 どこかに橋が 澤野久雄 ㈱雪華社 S34.7.23 19.5 287 表紙/高橋忠弥 忠彌１４９

忠彌-3184 句集　向日葵 遠藤石村 草土社 S40.11.1 22.5 259 題字/高橋忠弥 忠彌１４９

忠彌-3232 南部めくら暦 加藤文男 花神社 S62.12.20 22.5 147 装幀/高橋忠弥 忠彌１５２

忠彌-3258 こまつなんきん 今東光 角川書店 S35.12.20 15 369 装幀/高橋忠弥 忠彌１５３

忠彌-3259 こまつなんきん 今東光 角川書店 S35.12.20 15 369 装幀/高橋忠弥 忠彌１５３

忠彌-3260 荷車の歌 山代巴 角川書店 S34.2.28 15 180 装幀/高橋忠弥 忠彌１５３

忠彌-3261 愛妻記 尾崎一雄 角川書店 S34.3.20 15 212 装幀/高橋忠弥 忠彌１５３

忠彌-3270 お菊さん ピエール・ロチ ㈱河出書房 S31.2.29 15 183 装幀/高橋忠弥 忠彌１５３

忠彌-3271 五勺の酒 中野重治 ㈱河出書房 S30.10.31 15 162 装幀/高橋忠弥 忠彌１５３

忠彌-3317 週刊朝日　別冊 所武雄 朝日新聞社 S36.5.1 26 196 高橋忠弥記載有 忠彌１５５

忠彌-3320 こばる 鈴木潤三 ㈱クスダ事業 S37.7.1 15 36 表紙/高橋忠弥 忠彌１５５



忠彌-3321 小説現代 三木章 ㈱講談社 S40.5.1 21 366 素描/高橋忠彌 忠彌１５５

忠彌-3323 別冊　小説新潮 佐藤俊夫 ㈱新潮社 S42.10.15 21 302 目次・カット/高橋忠弥 忠彌１５５

忠彌-3324 世界 岩波書店 S45.3.1 21 272 カット/高橋忠弥 忠彌１５５

忠彌-3325 世界 岩波書店 S45.3.1 21 272 カット/高橋忠弥 忠彌１５５

忠彌-3326 文芸首都 文芸首都総目次編集会 文芸首都社 S52.6.18 21 140 表紙/高橋忠弥 忠彌１５５

忠彌-3327 文芸首都 保高徳蔵 文芸首都社 S45.2.1 21 123 表紙/高橋忠弥 忠彌１５５

忠彌-3333 あなたの幸福な結婚のために 榎木昌治 ㈱講談社 S38.5.1 18 48 表紙/高橋忠弥 忠彌１５５

忠彌-3365 第十四回国際形象展 国際形象展事務局 三越 S50.10 24 1冊 高橋忠弥記載有 忠彌１５７

忠彌-3366 第12回国際形象展 国際形象展事務局 三越 S48.9 24 1冊 高橋忠弥記載有 忠彌１５７

忠彌-3367 第九回国際形象展 国際形象展事務局 S45.10 24 1冊 高橋忠弥記載有 忠彌１５７

忠彌-3380 第三回現代日本美術展 毎日新聞社 毎日新聞社 S33.5 21 30 高橋忠弥記載有 忠彌１５７

忠彌-3381 立教大学　　日本文学　第五号 番匠谷英一 立教大学日本文学会 S35.11.10 21 130 目次・カット/高橋忠弥 忠彌１５８

忠彌-3382 立教大学　　日本文学　第五号 番匠谷英一 立教大学日本文学会 S35.11.10 21 130 目次・カット/高橋忠弥 忠彌１５８

忠彌-3383 立教大学　　日本文学　第九号 塩田良平 立教大学日本文学会 S37.11.20 21 116 目次・カット/高橋忠弥 忠彌１５８

忠彌-3384 コスモス 宮柊二 コスモス短歌会 S38.3.1 21 258 絵と文/高橋忠弥 忠彌１５８

忠彌-3385 俳句 角川源義 角川書店 S37.10.1 21 166 表紙/高橋忠弥 忠彌１５８

忠彌-3386 随筆サンケイ 重村力 サンケイ新聞出版部 S39.9.1 21 102 蚕室のある仕事部屋/高橋忠弥 忠彌１５８

忠彌-3387 随筆サンケイ 重村力 サンケイ新聞出版部 S39.9.1 21 102 蚕室のある仕事部屋/高橋忠弥 忠彌１５８

忠彌-3388 婦人朝日　① 児玉正信 毎日新聞社 S31.1.1 21 218 表紙/高橋忠弥 忠彌１５８

忠彌-3389 婦人朝日　② 児玉正信 毎日新聞社 S31.2.1 21 186 表紙/高橋忠弥 忠彌１５８

忠彌-3390 婦人朝日　⑥ 児玉正信 毎日新聞社 S31.6.1 21 186 表紙/高橋忠弥 忠彌１５８

忠彌-3393 柏屋創業百五十周年によせて 渡辺和幸 ㈱柏屋 H13.7.1 29.5 150 高橋忠弥記載有 忠彌１５８

忠彌-3395 第15回国際形象展 国際形象展事務局 三越 S51.9 24 1冊 高橋忠弥記載有 忠彌１５７

忠彌-3407 裸の王様・流亡記 開高健 ㈱角川書店 S35.5.10 15 258 装幀/高橋忠弥 忠彌１５９

忠彌-3408 裸の王様・流亡記 開高健 ㈱角川書店 S35.5.10 15 258 装幀/高橋忠弥 忠彌１５９

忠彌-3409 こまつなんきん 今東光 ㈱角川書店 S36.3.20 15 370 装幀/高橋忠弥 忠彌１５９

忠彌-3410 夢十夜 夏目漱石 ㈱河出書房 S32.1.30 15 165 装幀/高橋忠弥 忠彌１５９

忠彌-3411 お菊さん ピエール・ロチ ㈱河出書房 S31.2.29 15 183 装幀/高橋忠弥 忠彌１５９

忠彌-3424 うめくさ随筆 中村武志 ㈱静和堂 S27.1.30 10.5 132 装釘・挿絵/高橋忠彌 忠彌１５９



忠彌-3439 暗夜行路 志賀直哉 ㈱角川書店 S34.10.20 15 225 装幀/高橋忠弥 忠彌１５９

忠彌-3626 すまいと暮らしの画報12月号 田坂勇 住宅新報社 S38.12.1 26 156 12月の味/高橋忠弥 忠彌１８２

忠彌-3627 花椿 資生堂 資生堂 S37.6.5 26 32 挿絵/高橋忠弥 忠彌１８２

忠彌-3628 室内 寺尾譲二 ㈱工作社 S38.7.1 26 236 目次/高橋忠弥 忠彌１８２

忠彌-3630 第10回選抜秀作美術展覧会図録 衣奈多喜男 朝日新聞社 S34.11.10 26 1冊 高橋忠弥記載有 忠彌１８２

忠彌-3631 雪舟 東京国立博物館 東京国立博物館 S31.4.25 26 1冊 450年記念展図録 忠彌１８２

忠彌-3632 太陽展 日動画廊 日仏会館 S39.7 30 1冊 高橋忠弥記載有 忠彌１８２

忠彌-3633 住宅建築 建築思潮研究所 建築資料研究所 S58.3.1 30 158 雀頭居/高橋忠弥宅 忠彌１８２

忠彌-3641 第9回選抜秀作美術展覧会図録 遠山孝 朝日新聞社 S33.12.15 26 1冊 高橋忠弥記載有 忠彌１８２

忠彌-3643 現代日本美術家総覧　1964年版 山崎一芳 ㈱日本美術社 S39.5.30 27 348+7 高橋忠弥記載有 忠彌１８２

忠彌-3686 第10回選抜秀作美術展図録 朝日新聞社企画部 朝日新聞社 S34.1.5 26.2 40 高橋忠弥記載有 忠彌１８４

忠彌-3687 第10回選抜秀作美術展図録 朝日新聞社企画部 朝日新聞社 S34.1.5 26.2 40 高橋忠弥記載有 忠彌１８４

忠彌-3688 第10回選抜秀作美術展図録 朝日新聞社企画部 朝日新聞社 S34.1.5 26.2 40 高橋忠弥記載有 忠彌１８４

忠彌-3689 第三回選抜秀作美術展図録 朝日新聞社企画部 朝日新聞社 S27.1.25 26 1冊 高橋忠弥記載有 忠彌１８４

忠彌-3690 第三回選抜秀作美術展図録 朝日新聞社企画部 朝日新聞社 S27.1.25 26 1冊 高橋忠弥記載有 忠彌１８４

忠彌-3694 独立美術29回展目録 独立美術家協会 独立美術家協会 S36.10 26 1冊 高橋忠弥記載有 忠彌１８４

忠彌-3695 独立美術25回展目録 独立美術家協会 独立美術家協会 S32.10 26 43 高橋忠弥記載有 忠彌１８４

忠彌-3702 25周年展画集 独立美術家協会 26.5 114 独立美術協会/高橋忠弥記載有 忠彌１８４

忠彌-3703 28回独立展 独立美術家協会 S56．1 17 12 高橋忠弥記載有 忠彌１８４

忠彌-3705 第5回現代日本美術展 毎日新聞社 S37.9.30 20.5 1冊 高橋忠弥記載有 忠彌１８４

忠彌-3707 日本国際美術展 毎日新聞社 S38 24.5 1冊 高橋忠弥記載有 忠彌１８４

忠彌-3736 太陽展 為永清司 日動画廊 S39.7 30 １冊 高橋忠弥記載有 忠彌１８５

忠彌-3747 形象展 日動画廊出版部 25 1冊 高橋忠弥記載有 忠彌１８５

忠彌-3753 第二回現代日本美術展 美術出版社 毎日新聞社 S31 17 1冊 高橋忠弥記載有 忠彌１８６

忠彌-3758 第四回現代日本美術展 美術出版社 毎日新聞社 S35.5 16.5 1冊 高橋忠弥記載有 忠彌１８６

忠彌-3765 日本の洋画家 日動画廊 S34.4.1 21 94 高橋忠弥記載有 忠彌１８６

忠彌-3766 日本洋画名作展 美術出版社 21 1冊 萬記載有 忠彌１８６

忠彌-3787 馬車道の女 「馬車道の女」編集グループ 田村プロダクション S52.1.15 21 36 カット/高橋忠弥 忠彌１８６

忠彌-3788 馬車道の女 「馬車道の女」編集グループ 田村プロダクション S52.1.15 21 36 カット/高橋忠弥 忠彌１８６



忠彌-3790 国際自由美術展 S37.5 17.5 1冊 高橋忠弥記載有 忠彌１８６

忠彌-3971 出版ニュース 推橋博 ㈱出版ニュース社 S33.10.1 26 32 本をもつ裸婦/高橋忠弥 忠彌１９７

忠彌-3972 きゅーぴーだより　№43
日本興業銀行
管理部広報センター

日本興業銀行
管理部広報センター

S54.10.20 20 28 特集飾絵/高橋忠弥 忠彌１９７

忠彌-3973 きゅーぴーだより　№43
日本興業銀行
管理部広報センター

日本興業銀行
管理部広報センター

S54.10.20 20 28 特集飾絵/高橋忠弥 忠彌１９７

忠彌-3974 きゅーぴーだより　№43
日本興業銀行
管理部広報センター

日本興業銀行
管理部広報センター

S54.10.20 20 28 特集飾絵/高橋忠弥 忠彌１９７

忠彌-3975 家庭と電気　1980　6 木下耕甫 東北電力株式会社広報室 S55.6.1 26 1冊 白鳥/高橋忠弥 忠彌１９７

忠彌-3976 家庭と電気　1980　6 木下耕甫 東北電力株式会社広報室 S55.6.1 26 1冊 白鳥/高橋忠弥 忠彌１９７

忠彌-3977 家庭と電気　1980　6 木下耕甫 東北電力株式会社広報室 S55.6.1 26 1冊 白鳥/高橋忠弥 忠彌１９７

忠彌-3978 家庭と電気　1980　6 木下耕甫 東北電力株式会社広報室 S55.6.1 26 1冊 白鳥/高橋忠弥 忠彌１９７

忠彌-3979 岩手の農業　1979　1 佐藤弘 岩手県農業協同組合中央会 S54.1.1 26 34 うぐひすいろ/高橋忠弥 忠彌１９７

忠彌-3980 共済ニュース　通巻310号 西堀篤史 共済ニュース出版社 S59.11.15 26 57 老いを美しく生きる/高橋忠弥 忠彌１９７

忠彌-3981 共済ニュース　通巻321号 廣瀬郁夫 共済ニュース出版社 S60.10.15 26 82 現代貧乏考/高橋忠弥 忠彌１９７

忠彌-3982 北方文芸　4月号 澤田誠一 北海道文学館 S57.4.1 21 96 雀頭居雑記/高橋忠弥 忠彌１９７

忠彌-3983 北方文芸　5月号 澤田誠一 北海道文学館 S57.5.1 21 96 雀頭居雑記/高橋忠弥 忠彌１９７

忠彌-3984 北方文芸　6月号 澤田誠一 北海道文学館 S57.6.1 21 96 雀頭居雑記/高橋忠弥 忠彌１９７

忠彌-3985 北方文芸　7月号 澤田誠一 北海道文学館 S57.7.1 21 96 雀頭居雑記/高橋忠弥 忠彌１９７

忠彌-3986 北方文芸　9月号 澤田誠一 北海道文学館 S57.9.1 21 96 雀頭居雑記/高橋忠弥 忠彌１９７

忠彌-3987 北方文芸　10月号 澤田誠一 北海道文学館 S57.10.1 21 96 雀頭居雑記/高橋忠弥 忠彌１９７

忠彌-3988 北方文芸　12月号 澤田誠一 北海道文学館 S57.12.1 21 96 雀頭居雑記/高橋忠弥 忠彌１９７

忠彌-3989 友愛　9 佐藤恵美子 ゼンセン同盟 S60.9.1 21 96 青春雑記/高橋忠弥 忠彌１９７

忠彌-4018 かがくクラブ 平井充良 東雲堂 S36.4.1 34.5 45 表紙/高橋忠弥 忠彌１９８


