
タイトル 人名 出版者 請求記号 出版年

事件 大岡　昇平／著 新潮社 F1 ｵｵ 1979

野火 大岡　昇平／著 角川書店 F1 ｵｵ 1988

花影 大岡　昇平／著 中央公論社 F1 ｵｵ 1961

成城だより　３ 大岡　昇平／著 文芸春秋 9156 ｵｵ 1986

成城だより 大岡　昇平／著 文芸春秋 9156 ｵｵ 1981

成城だより　２ 大岡　昇平／著 文芸春秋 9156 ｵｵ 1983

作家の自伝　５９ 大岡　昇平／著 日本図書センター 9102 ｵｵ 1997

日本の名画　２６ 杉山　寧／画 中央公論社 720 L9 1977

現代日本の美術　６ 杉山　寧／画 集英社 708 K8 6 1976

現代日本の美術　第８巻 杉山　寧／画 集英社 720 K7 1977

２０世紀日本の美術　３ 杉山　寧／画 集英社 708 L6 1987

現代の日本画　８ 杉山　寧／画 学研 721 M0 1991

花も嵐も　（女優・田中絹代の生涯） 古川　薫／著 文芸春秋 F1 ﾌﾙ 2002

小説　田中絹代 新藤　兼人／著 読売新聞社 F1 ｼﾝ 1983

田中絹代 石割　平／編・著 ワイズ出版 778 N8 2008

風貌 土門　拳／著 小学館 748 M9 1999

土門拳の古寺巡礼　第２巻 土門　拳／著 小学館 702 M0 1990

土門拳の古寺巡礼　第１巻 土門　拳／著 小学館 702 M0 1989

筑豊のこどもたち 土門　拳／著 築地書館 748 K9 1978

生きているヒロシマ 土門　拳／著 築地書館 748 K8 1980

写真作法 土門　拳／著 ダヴィッド社 740 K6 1978

　２００９年の今年、生誕１００周年を迎える、明治４２年（１９０９年）生まれの人たちに関する図書を集めてみ
ました。
　　　その他、歴史学者の児玉幸多・樋口清之、俳優　市川団十郎（１１代目）、マクドナルド創設者　リチャード=マクドナルド、
　　　　　　　　　マツモトキヨシ創業者の松本清、女優　原ひさ子・草笛美子、俳優　上原謙、映画評論家　小森和子、

　　　　　　　　　経営学者　ピーター･ドラッカー、評論家　埴谷雄高など。

　萩市では、明倫第一・第二尋常、高等の三小学校が一つに合併し、明倫尋常小学校となり、川島に現存し
ている桂太郎旧宅が新築され、中津江の龍蔵寺が鐘楼を再建しています。　　　　　　　　（「萩市史　年表」より）



拳心 土門　拳／著 世界文化社 702 N2 2001

拳眼 土門　拳／著 世界文化社 740 N1 2001

木村伊兵衛と土門拳 三島　靖／著 平凡社 740 M5 1995

土門拳を撮る 八木下　弘／著 築地書館 748 L2 1982

時雨の記 中里　恒子／著 文芸春秋 F1 ﾅｶ 1994

日常茶飯 中里　恒子／著 日本経済新聞社 9146 ﾅｶ 1986

歌枕 中里　恒子／著 新潮社 F1 ﾅｶ 1978

花筐 中里　恒子／著 新潮社 F1 ﾅｶ 1978

松風はかへらず 中里　恒子／著 文芸春秋 9146 ﾅｶ 1988

昭和文学全集　３５ 中島　敦／ほか著 角川書店 918 ｼﾖ 1954

ちくま日本文学全集　０３６ 中島　敦／著 筑摩書房 918 ﾁｸ 36 1992

李陵・弟子・山月記 中島　敦／著 旺文社 F1 ﾅｶ 1979

中島敦の遍歴 勝又　浩／著 筑摩書房 9102 ｶﾂ 2004

評伝・中島敦 村山　吉広／著 中央公論新社 9102 ﾅｶ 2002

せいめいのれきし バージニア・リー・バートン／文・え 岩波書店 F9 ﾊﾄ 1979

ちいさいおうち バージニア・リー・バートン／文・え 岩波書店 F9 ﾊﾄ 1979

はたらきもののじょせつしゃけいてぃー バージニア・リー・バートン／文・え 福音館書店 F9 ﾊﾄ 1987

いたずらきかんしゃちゅうちゅう バージニア・リー・バートン／文・え 福音館書店 F9 ﾊﾄ 1980

ヴァージニア・リー・バートン バーバラ・エルマン／〔著〕 岩波書店 726 N4 2004

松本清張の時代小説 中島　誠／著 現代書館 9102 ﾏﾂ 2003

松本清張事典決定版 郷原　宏／著 角川学芸出版 9102 ﾏﾂ 2005

松本清張傑作総集　１ 松本　清張／著 新潮社 F1 ﾏﾂ 1993

松本清張傑作総集　２ 松本　清張／著 新潮社 F1 ﾏﾂ 1993

松本清張小説セレクション　１ 松本　清張／著 中央公論社 F1 ﾏﾂ 1995

松本清張小説セレクション　２ 松本　清張／著 中央公論社 F1 ﾏﾂ 1995

松本清張小説セレクション　３ 松本　清張／著 中央公論社 F1 ﾏﾂ 1994

てんぷらぴりぴり まど　みちお／作 大日本図書 91 M0 1990

ぞうさん まど　みちお／詩 国土社 91 ﾏﾄ 1978

うふふ詩集 まど　みちお／詩 理論社 9115 ﾏﾄ 2008

１ねんせいになったら まど　みちお／詩 理論社 76 M6 1996

つぶつぶうた まど　みちお／著 理論社 91 ﾏﾄ 1994

詩人まど・みちお 佐藤　通雅／著 北冬舎 9115 ﾏﾄ 1998

還暦なんかブッとばせ 淀川　長治／著 徳間書店 9146 ﾖﾄ 1993

おしゃべりな映画館 淀川　長治／著 マドラ出版 778 M0 1990

映画とともにいつまでも 淀川　長治／著 新日本出版社 778 M2 1992

私の映画遺言 淀川　長治／著 中央公論新社 289 ﾖﾄ 1999

淀川長治「映画の部屋」 淀川　長治／著 徳間書店 778 M0 1990

徹子と淀川おじさん人生おもしろ談義 黒柳　徹子／著 ＮＴＴ出版 9146 ｸﾛ 2002


