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1957 昭和32.11.1 初版 秋津温泉　藤原審爾作品集 藤原審爾 森脇文庫
1957 昭和32.11.25 初版 藤の實の落ちる季節　藤原審爾作品集 藤原審爾 森脇文庫
1957 昭和32.12.20 初版 好色五人女　藤原審爾作品集 藤原審爾 森脇文庫

1958 昭和33.4.3 初版
みんなが見ている前で みんなが知っている
藤原審爾作品集

藤原審爾 森脇文庫

1958 昭和33.2.20 初版 武士道物語　藤原審爾作品集 藤原審爾 森脇文庫
1958 昭和33.9.10 初版 目撃者　藤原審爾作品集 藤原審爾 森脇文庫
1953 昭和28.1.1 初版 藤十郎狸武勇伝 藤原審爾 三啓社版
1958 昭和33.11.30 初版 果てしなき欲望 藤原審爾 光風社
1950 昭和25.1.15 初版 魔子 藤原審爾 世界社
1975 昭和50.10.1 初版 女の頭　男の頭　ぎょっとする17個所 藤原審爾 青春出版社
1974 昭和49.4.7 初版 へそまがり 藤原審爾 中央公論社
1958 昭和33 血の岸壁 藤原審爾
1973 昭和.48.4.15 初版 不良外人 藤原審爾 東邦出版社
1969 昭和.44.3.28 初版 不良外人白書 藤原審爾 講談社
1949 昭和.24.8.5 初版 藤の實の落ちる季節 藤原審爾 改造社
1953 昭和.28.11.30 初版 好色五人女 藤原審爾 紫書房
1978 昭和53.7.10 永夜　ひたむきな女たちの物語 藤原審爾 徳間書店

夕の哀しみ 不二原敬二
2006 平成18.10.5 欲しいのは　あなただけ 小手鞠るい 新潮社
2006 平成18.7.1 エンキョリレンアイ 小手鞠るい 世界文化社
2007 平成19.4.1 サンカクカンケイ 小手鞠るい 世界文化社
1959 昭和.34.5.30 今年の秋 正宗白鳥 中央公論社
1934 昭和.9.12.25 異境と故郷 正宗白鳥 芝書店
1943 昭和.18.6.25 初版 根無し草 正宗白鳥 日本出版
1926 大正.15.3.18 初版 安土の春 正宗白鳥 改造社
1916 大正.5.6.21 初版 入江のほとり 正宗白鳥 春陽堂
1913 大正.2.6.5 初版 青蛙 正宗白鳥 忠誠堂
1924 大正.13.1.1.5 初版 泉のほとり 正宗白鳥 新潮社
1949 昭和.24.7.31 初版 内村鑑三 正宗白鳥 細川新書
1937 昭和.32.3.30 初版 懷疑と信仰 正宗白鳥 講談社
1947 昭和.22.6.20 初版 深淵 正宗白鳥 京屋出版社
1962 昭和.37.11.30 一つの祕密 正宗白鳥 新潮社
1983 昭和58.4.30 初版 正宗白鳥全集　第一巻　小説一 正宗白鳥 福武書店
1983 昭和58.6.30 初版 正宗白鳥全集　第二巻　小説二 正宗白鳥 福武書店
1983 昭和58.8.30 初版 正宗白鳥全集　第三巻　小説三 正宗白鳥 福武書店
1984 昭和59.11.30 初版 正宗白鳥全集　第四巻　小説四 正宗白鳥 福武書店
1983 昭和58.12.25 初版 正宗白鳥全集　第五巻　小説五 正宗白鳥 福武書店
1984 昭和59.1.30 初版 正宗白鳥全集　第六巻　小説六 正宗白鳥 福武書店
1984 昭和59.5.31 初版 正宗白鳥全集　第七巻　小説七 正宗白鳥 福武書店
1984 昭和59.7.30 初版 正宗白鳥全集　第八巻　小説八 正宗白鳥 福武書店
1984 昭和59.10.30 初版 正宗白鳥全集　第九巻　小説九 正宗白鳥 福武書店
1985 昭和60.2.28 初版 正宗白鳥全集　第十巻　小説十 正宗白鳥 福武書店
1985 昭和60.5.30 初版 正宗白鳥全集　第十一巻　小説十一 正宗白鳥 福武書店
1985 昭和60.7.30 初版 正宗白鳥全集　第十二巻　小説十二 正宗白鳥 福武書店
1985 昭和60.10.31 初版 正宗白鳥全集　第十三巻　小説十三 正宗白鳥 福武書店
1986 昭和61.1.30 初版 正宗白鳥全集　第十四巻　小説十四 正宗白鳥 福武書店
1986 昭和61.1.28 初版 正宗白鳥全集　第十五巻　小説十五 正宗白鳥 福武書店
1986 昭和61.5.30 初版 正宗白鳥全集　第十六巻　小説十六 正宗白鳥 福武書店
1983 昭和58.7.30 初版 正宗白鳥全集　第十七巻　戯曲一 正宗白鳥 福武書店
1985 昭和60.11.30 初版 正宗白鳥全集　第十八巻　戯曲二　對談 正宗白鳥 福武書店
1985 昭和60.9.30 初版 正宗白鳥全集　第十九巻　評論一 正宗白鳥 福武書店
1983 昭和60.10.31 初版 正宗白鳥全集　第二十巻　評論二 正宗白鳥 福武書店
1985 昭和60.1.31 初版 正宗白鳥全集　第二十一巻　評論三 正宗白鳥 福武書店
1985 昭和60.4.30 初版 正宗白鳥全集　第二十二巻　評論四 正宗白鳥 福武書店
1984 昭和59.2.29 正宗白鳥全集　第二十三巻　評論五 正宗白鳥 福武書店
1986 昭和61.7.31 初版 正宗白鳥全集　第二十四巻　評論六 正宗白鳥 福武書店
1984 昭和59.6.30 初版 正宗白鳥全集　第二十五巻　評論七 正宗白鳥 福武書店
1986 昭和61.3.31 初版 正宗白鳥全集　第二十六巻　隋筆一 正宗白鳥 福武書店
1985 昭和60.6.29 初版 正宗白鳥全集　第二十七巻　隋筆二 正宗白鳥 福武書店
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1984 昭和59.9.29 初版 正宗白鳥全集　第二十八巻　隋筆三 正宗白鳥 福武書店
1984 昭和59.3.31 初版 正宗白鳥全集　第二十九巻　隋筆四 正宗白鳥 福武書店

1943 昭和18.6.20 初版 萬葉集大辭典　ア行
正宗敦夫
森本治吉 共編

日本古典全集刊行會

1968 昭和43.11.25 初版 金葉和歌集講義 正宗敦夫 自治日報社
1954 昭和29.6.30 初版 伊呂波字類抄　全弐巻　第壱巻 正宗敦夫 （株）風間書房
1955 昭和30.8.30 初版 伊呂波字類抄　全弐巻　第弐巻 正宗敦夫 （株）風間書房
1925 昭和3.1.25 日本古典全集　法然上人集 正宗敦夫　校訂・編集 日本古典全集刊行會
1947 昭和22.7.20 初版 武家義理物語　外　一篇　西鶴全集 正宗敦夫 日本古典全集刊行會
1926 大正15.10.25 初版 日本古典全集　源氏物語　第一 正宗敦夫 日本古典全集刊行會

1927 昭和2.12.25 初版 日本古典全集　源氏物語　第二
與謝野寛
正宗敦夫
與謝野晶子 校訂・編集

日本古典全集刊行會

1928 昭和3.5.25 初版 日本古典全集　源氏物語　第三 正宗敦夫 日本古典全集刊行會
1928 昭和3.7.10 初版 日本古典全集　源氏物語　第四 正宗敦夫 日本古典全集刊行會
1928 昭和3.7.25 初版 日本古典全集　源氏物語　第五 正宗敦夫 日本古典全集刊行會
1927 昭和2.12.25 初版 日本古典全集　信西古樂圖 正宗敦夫 日本古典全集刊行會
1954 昭和29.5.15 初版 類聚名義抄　第一巻 正宗敦夫 風間書房
1955 昭和30.6.10 初版 類聚名義抄　第二巻 正宗敦夫 風間書房
1941 昭和16.3.30 初版 蕃山全集　第一冊 正宗敦夫 蕃山全集刊行會
1941 昭和16.9.20 初版 蕃山全集　第二冊 正宗敦夫 蕃山全集刊行會
1940 昭和15.7.17 初版 蕃山全集　第三冊 正宗敦夫 蕃山全集刊行會
1940 昭和15.10.13 初版 蕃山全集　第四冊 正宗敦夫 蕃山全集刊行會
1942 昭和17.4.19 初版 蕃山全集　第五冊 正宗敦夫 蕃山全集刊行會
1943 昭和18.6.15 蕃山全集　第六冊 正宗敦夫 蕃山全集刊行會
1929 昭和4.10.10 初版 萬葉集總索引　本文篇　上巻 正宗敦夫 白水社
1929 昭和4.7.10 初版 萬葉集總索引　本文篇　下巻 正宗敦夫 白水社
1931 昭和6.1.20 初版 萬葉集總索引　單語扁 正宗敦夫 白水社
1931 昭和6.11.30 初版 萬葉集總索引　漢字篇・丁數篇・諸訓説篇 正宗敦夫 白水社
1961 昭和36.12.15 初版 鐡斎 正宗得三郎 平凡社
1966 昭和41.12.20 初版 柴錬立川文庫　裏返し忠臣蔵 柴田錬三郎 文藝春秋
1974 昭和49.5.30 わしは、わしの道を行く 柴田錬三郎 東京文芸社
1970 昭和45.7.20 初版 徳川太平記 柴田錬三郎 新潮社
1973 昭和48.12.25 江戸っ子侍 柴田錬三郎 広済堂出版
1958 昭和33.9.5 初版 新・時代小説特選集　江戸群盗伝 柴田錬三郎 六興出版部
1989 平成１.3.29 初版 柴田錬三郎選集　眠狂四郎　無頼控（上） 柴田錬三郎 集英社
1973 昭和48.2.20 柴錬三国志　剣と旗と城（全） 柴田錬三郎 集英社
1970 昭和45.12.25 初版 柴錬捕物帖　岡っ引きどぶ 柴田錬三郎 報知新聞社
1989 平成１.4.25 初版 柴田錬三郎選集２　眠狂四郎　無頼控（下） 柴田錬三郎 集英社
1990 平成2.2.25 初版 柴田錬三郎選集３　剣は知っていた 柴田錬三郎 集英社
1989 平成1.9.25 柴田錬三郎選集５　人間勝負 柴田錬三郎 集英社
1989 平成1.10.25 初版 柴田錬三郎選集４赤い影法師　柴錬立川文庫 柴田錬三郎 集英社
1990 平成2.3.25 初版 柴田錬三郎選集６　剣鬼 柴田錬三郎 集英社
1989 平成1.11.22 初版 柴田錬三郎選集７　柴錬捕物帖　岡っ引きどぶ 柴田錬三郎 集英社

1989 平成1.6.25　初 初版
柴田錬三郎選集１１　柴錬三国志 英雄ここに
あり（下）

柴田錬三郎 集英社

1989 平成1.5.25　初 初版
柴田錬三郎選集１０　柴錬三国志 英雄ここに
あり（上）

柴田錬三郎 集英社

1989 平成1.1.24　初 初版 柴田錬三郎選集９　決闘者宮本武蔵　壮年篇 柴田錬三郎 集英社

1990 平成2.2.25　初 初版
柴田錬三郎選集８　決闘者宮本武蔵 少年篇・
青年篇

柴田錬三郎 集英社

1989 平成1.7.25　初 初版
柴田錬三郎選集１２　柴錬三国志 英雄生きる
べきか死するべきか（上）

柴田錬三郎 集英社

1989 平成1.8.23　初 初版
柴田錬三郎選集１３　柴錬三国志 英雄生きる
べきか死するべきか（下）

柴田錬三郎 集英社

1990 平成2.4.25　初 初版 柴田錬三郎選集１４　嗚呼江戸城 柴田錬三郎 集英社
1990 平成2.5.23　初 初版 柴田錬三郎選集１５　初期短篇集 柴田錬三郎 集英社
1990 平成2.6.25　初 初版 柴田錬三郎選集１６　中期短篇集 柴田錬三郎 集英社
1990 平成2.7.25　初 初版 柴田錬三郎選集１７　後期短篇集 柴田錬三郎 集英社
1962 昭和37.2.1 斬る 柴田錬三郎 なし
1962 昭和37.8.19 斬る 柴田錬三郎 光風社
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1973 昭和48.4.15 美男城 柴田錬三郎 中央公論社
1967 昭和42.3.20 わが青春無頼帖 柴田錬三郎 新潮社
1962 昭和47.5.25 初版 英雄ここにあり　三国志 柴田錬三郎 広済堂出版
1964 昭和39.5.30 初版 眠狂四郎　殺法帖　後編 柴田錬三郎 新潮社
1969 昭和44.11.25 眠狂四郎　虚無日誌 柴田錬三郎 新潮社
1969 昭和44.3.15 眠狂四郎　京洛勝負帖　蝦夷館の決戦 柴田錬三郎 広済堂出版
1993 平成５.11.20 初版 眠狂四郎　無頼控　百話 柴田錬三郎
1968 昭和43.12.25 初版 日本幽霊譚 柴田錬三郎 文藝春秋
1969 昭和44.2.24 柴錬巷談 柴田錬三郎 講談社
1971 昭和46.4.25 初版 木乃伊館 柴田錬三郎 文藝春秋
1973 昭和48.7.24 初版 決闘者　宮本武蔵　壮年篇 柴田錬三郎 講談社
1963 昭和38.12.15 初版 真田幸村　柴錬立川文庫 柴田錬三郎 文藝春秋
1968 昭和43.11.30 運命峠 柴田錬三郎 広済堂出版
1976 昭和51.3.30 初版 柴錬歴史譚　生きざま 柴田錬三郎 集英社
1976 昭和51.9.20 初版 御家人　斬九郎 柴田錬三郎 講談社
1976 昭和51.3.20 初版 ル・ジタン　〜犯罪者たち〜 柴田錬三郎 勁文社
1925 大正14.5.15 初版 画家の旅 正宗得三郎 ARS
1943 昭和18.12.20 初版 ふる里 正宗得三郎 人文書院
1943 昭和18.10.20 初版 正宗得三郎画集 正宗得三郎 美術工藝會版
1968 昭和43.11.15 初版 正宗得三郎作品集 梅田画廊
2007 平成19.6.20 初版 好き　、、だからこそ 小手鞠るい 新潮社
2007 平成19.9.30 初版 恋するからだ 小手鞠るい 徳間書房
1983 昭和58.12.10 初版 大原孫三郎伝 大原孫三郎伝刊行会 中央公論事業出版
1973 昭和48.9.10 初版 大原孫三郎父子と原澄治 犬飼亀三郎 株式会社倉敷新聞
2000 平成12.10.14 初版 閑谷学校　資料館図録 特別史跡閑谷学校顕彰保存会
1958 昭和33.5.30 初版 愛染天使 藤原審爾 小壺天書房
1966 昭和41.5.30 初版 愛と孤独と昼と夜 藤原審爾 講談社
1983 昭和58.5.30 結婚までを 藤原審爾 集英社文庫
1967 昭和42.1.30 泥だらけの純情 藤原審爾 春陽文庫
1982 昭和57.5.20 初版 熊鷹　青空の美しき狩人 藤原審爾 文藝春秋
1973 昭和48.6.5 初版 おそい愛 藤原審爾 東邦出版社
1963 昭和38.5.30 初版 殿様と口紅 藤原審爾 新潮社
1968 昭和33.3.31 初版

孤独のために　感傷のためにーわが闘病の記
録ー

藤原審爾 春陽堂書房
1972 昭和47.9.1 天才投手 長編痛快小説 藤原審爾 株式会社ベストセラーズ
1984 昭和59.9.15 初版 女王陛下は御満悦 藤原審爾 徳間文庫
1982 昭和57.3.20 死にたがる子 藤原審爾 新潮文庫
1984 昭和59.3.25 初版 結婚の資格 藤原審爾 新潮文庫
1979 昭和54.3.20 初版 暗号名は赤い蛇 藤原審爾 角川文庫
1982 昭和57.11.20 秋津温泉 藤原審爾 集英社文庫
1983 昭和58.6.30 天空拳勝負録　上巻 藤原審爾 角川文庫
1983 昭和58.10.10 天空拳勝負録　中巻 藤原審爾 角川文庫
1983 昭和58.10.30 天空拳勝負録　下巻 藤原審爾 角川文庫
1957 昭和32.3.25 初版 秘録・踏みにじられた貞操　辱しめられても 藤原審爾 虎書房
1984 昭和59.6.15 初版 涙ながして、また夜 藤原審爾 新潮社
1965 昭和40.11.10 初版 わたしの事情 藤原審爾 講談社
1958 昭和33.1.20 初版 罪な女　藤原審爾作品集 藤原審爾 森脇文庫
1951 昭和26.4.25 初版 伊豆物語 藤原審爾 東京文庫
1959 昭和34.9.25 初版 赤い殺意 藤原審爾 光文社
1974 昭和49.9.30 初版 シャム猫ロマンの放浪 藤原審爾 新潮社
1979 昭和.54.8.15 おそい愛 藤原審爾 講談社

1948 昭和23.11.30 初版 古典文學論 正宗白鳥 三笠書房
1947 昭和22.8.25 初版 変る世の中 正宗白鳥 創元社
1942 昭和17.3.20 初版 旅人の心 正宗白鳥 青磁社
1942 昭和17.7.5 作家論（二）　創元選書 正宗白鳥 創元社
1948 昭和23.11.10 初版 自然主義盛衰史 正宗白鳥 六興出版部刊
1929 昭和4.7.8 初版 現代文藝評論 正宗白鳥 改造社
1928 昭和3.4.25 初版 入江のほとり 正宗白鳥 岩波書房
1953 昭和28.8.20 初版 思想・無思想 正宗白鳥 讀賣新聞社
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1954 昭和29.11.10 初版 文壇　五十年 正宗白鳥 河出書房
1948 昭和23.12.25 初版 正宗白鳥自選集 正宗白鳥 全國書房
1913 大正2.6.1 初版 生靈 正宗白鳥 文淵堂
1941 昭和16.7.20 初版 旅行の印象 正宗白鳥 竹村書房
1946 昭和22.9.25 初版 名残．微光 正宗白鳥 南国書園
1932 昭和7.7.25 初版 分壇人物評論 正宗白鳥 中央公論社
1915 大正4.1.28 初版 まぼろし 正宗白鳥 植竹書院
1946 昭和21.5.20 空想と現実 正宗白鳥 大東出版社
1946 昭和21.9.25 初版 古典文學論 正宗白鳥 三笠書房
1936 昭和16.8.20 初版 作家論（一） 正宗白鳥 創元社
1949 昭和22.2.5 初版 根無し草 正宗白鳥 實業日本社
1938 昭和13.12.1 初版 文壇的自敍伝 正宗白鳥 中央公論社
1957 昭和32.3.31 初版 懷疑と信仰 正宗白鳥 講談社
1962 昭和37.12.25 初版 人生恐怖図 正宗白鳥 河出書房新社
1942 昭和17.11.20 初版 文學修行 正宗白鳥 三笠書房
1986 昭和61.10.31 初版 正宗白鳥全集　第三十巻　雜纂 正宗白鳥 福武書店
1977 昭和52.11.15 正宗白鳥集 正宗白鳥 筑摩書房
1949 昭和24.8.30 お伽噺　日本脱出 正宗白鳥 大日本雄弁会講談社
1998 平成10.9.15　 若き日の正宗白鳥　ー岡山編ー 正宗白鳥 三弥井書店
1984 昭和59.9.25　 「冬」の黙示録　正宗白鳥の肖像 武田友寿 YMCA出版
1942 昭和17.12.10 日本古代文化 和辻哲郎 岩谷書店
1982 昭和57.1.1 備前焼の鑑賞 日幡光顕 備前焼鑑賞会
1999 平成11.1.5 傘寿記念　日幡光顕作品集 日幡光顕

湖西の文化財シリーズ　第二回展　藤樹書
院の文化財

滋賀県立安曇川文化
芸術会館

光琳社

1942 昭和17.12.15　 初版 富岡鐡齋 正宗得三郎 錦城出版社
2001 平成13.6.1　 初版 天命の人 中江藤樹 渕田隆雄
1951 昭和26.1.1　 初版 探偵雑誌　妖奇 オール・ロマンス社

.- 平成9.11　 初版 三十六歌仙絵馬の世界 西合志町郷土資料館
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