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17531 書籍 文学空間　vol.2　no.7
20世紀文学研究会　編集発行
／小川国夫　蔵書

創樹社 1988/06/25

17008 書籍 文学空間2　小説の次元
20世紀文学研究会　編集発行
／小川国夫　蔵書

創樹社 1979/10/15

17532 書籍 文学空間　vol.3　no.1
20世紀文学研究会　編集発行
／小川国夫　蔵書

創樹社 1991/07/01

17533 書籍 文学空間　vol.3　no.1
20世紀文学研究会　編集発行
／小川国夫　蔵書

創樹社 1991/07/01

17534 書籍 文学空間　vol.3　no.2
20世紀文学研究会　編集発行
／小川国夫　蔵書

創樹社 1991/12/01

17535 書籍 文学空間　vol.3　no.6
20世紀文学研究会　編集発行
／小川国夫　蔵書

創樹社 1993/12/30

17536 書籍 文学空間　vol.3　no.7
20世紀文学研究会　編集発行
／小川国夫　蔵書

創樹社 1991/12/01

17538 書籍 文学空間　vol.3　no.9
20世紀文学研究会　編集発行
／小川国夫　蔵書

創樹社 1995/06/30

16969 書籍 文学空間　第3期第3号
20世紀文学研究会　編集発行
／小川国夫　関連／小川国夫
蔵書

創樹社 1992/07/10

16970 書籍 文学空間　第3期第3号
20世紀文学研究会　編集発行
／小川国夫　関連／小川国夫
蔵書

創樹社 1992/07/10

17537 書籍 文学空間　vol.3　no.8
20世紀文学研究会　編集発行
／藤枝静男　関連／小川国夫
蔵書

創樹社 1994/12/25

17892 書籍
WILLIAM FAULKNER Early Prose
Poetry　（洋書）

CARVEL COLLINS　著／小川
国夫　蔵書

不明 1963/00/00

17732 書籍 新約聖書の周辺世界
E・ローゼ　著／小川国夫　蔵
書

日本基督教団出
版局

1977/04/01

17575 書籍 Van Gogh　（洋書）
FRANK ELGAR　著／小川国
夫　蔵書

FERNAND
HAZAN

1956/00/00

17928 書籍 色とりどりの国
G.K.チェスタトン　著／山形和
美　ほか訳／小川国夫　蔵書

教文館 1987/07/15

18223 書籍 世界映画史1
G.サドゥール　著／丸尾定　訳
／小川国夫　蔵書

みすず書房 1980/12/19

17985 書籍 世界異端の文学1　大伽藍
J・K・ユイスマンス　著／出口
裕弘　訳／小川国夫　蔵書

桃源社 1966/03/10

17984 書籍 大伽藍　LA CATHEDRALE
J・K・ユイスマンス　著／深見
兵吉　訳／小川国夫　蔵書

光風社出版 1985/10/20

18033 書籍 悪魔学入門
J・チャールズ・ウォール　著／
松本晴子　訳／小川国夫　蔵

牧神社 1974/04/25

18176 書籍 ドストエフスキー
J・ミドルトン・マリ　著／山室静
訳／小川国夫　蔵書

泰流社 1977/04/30

17081 書籍 NHK  文化講演会10
NHK　編者／小川国夫　収載
／小川国夫　蔵書

日本放送出版協
会

1984/06/20

17111 書籍 NHK  文化講演会10
NHK　編者／小川国夫　収載
／小川国夫　蔵書

日本放送出版協
会

1984/06/20

16935 書籍 NHK日曜美術館　1976-2006
NHKエデュケーション　編者／
小川国夫　収載／小川国夫

日本放送出版協
会

2007/03/20

18001 書籍 田中一村の世界
NHK出版　編集・発行／小川
国夫　蔵書

NHK出版 1995/00/00

17036 書籍 NHK  国宝への旅　第6巻
NHK取材班　著／小川国夫
収載／小川国夫　蔵書

日本放送出版協
会

1987/08/05

17172 書籍 静岡の昭和史　上
NHK静岡放送局　編著者／小
川国夫　収載／小川国夫　蔵

ひくまの出版 1981/12/00

17797 書籍
MICHELIN153 AFRICA North and
West

PNEU MICHELIN　／小川国夫
蔵書

PNEU MICHELIN 0000/00/00

17798 書籍 MICHELIN990 Spain Portugal
PNEU MICHELIN　／小川国夫
蔵書

PNEU MICHELIN 0000/00/00

17799 書籍 MICHELIN Maroc
PNEU MICHELIN　／小川国夫
蔵書

PNEU MICHELIN 1975/00/00

17800 書籍 MICHELIN Auvergne Bourbonnais
PNEU MICHELIN　／小川国夫
蔵書

PNEU MICHELIN 1973/00/00

「小川国夫の書斎」　書籍一覧
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17801 書籍
MICHELIN Périgord Berry
Limousin Quercy

PNEU MICHELIN　／小川国夫
蔵書

PNEU MICHELIN 1973/00/00

17802 書籍 MICHELIN Pyrénées
PNEU MICHELIN　／小川国夫
蔵書

PNEU MICHELIN 1974/00/00

17803 書籍 MICHELIN Paris et sa banlieue
PNEU MICHELIN　／小川国夫
蔵書

PNEU MICHELIN 1976/00/00

17804 書籍 MICHELIN Bourgogne Morvan
PNEU MICHELIN　／小川国夫
蔵書

PNEU MICHELIN 1974/00/00

17805 書籍 MICHELIN Châteaux de la Loire
PNEU MICHELIN　／小川国夫
蔵書

PNEU MICHELIN 1975/00/00

17930
図録・
カタロ

複数の署名　OO-Collaboration
詩と美術

〈複数の署名〉編集委員　編集
／小川国夫　蔵書

思潮社 1994/06/01

17075 書籍 喫茶アンデルセンとその時代
「喫茶アンデルセンとその時
代」編集委員会　編集人／小
川国夫　収載／小川国夫　蔵

喫茶アンデルセ
ン

2002/05/30

17097 書籍 喫茶アンデルセンとその時代
「喫茶アンデルセンとその時
代」編集委員会　編集人／小
川国夫　収載／小川国夫　蔵

喫茶アンデルセ
ン

2002/05/30

17017 書籍 改訂　静岡県文学読本
「改訂　静岡県文学読本」編集
委員会　著／小川国夫　収載
／藤枝静男　収載／加藤まさ

三創 1997/03/01

17014 書籍 高校生のための静岡県文学読本

「高校生のための静岡県文学
読本」編集委員会　著／小川
国夫　収載／藤枝静男　収載
／加藤まさを　関連

三創 1988/03/25

18184 書籍 高校生のための静岡県文学読本

「高校生のための静岡県文学
読本」編集委員会　著／小川
国夫　収載／藤枝静男　収載
／加藤まさを　関連

三創 1988/03/25

18185 書籍 高校生のための静岡県文学読本

「高校生のための静岡県文学
読本」編集委員会　著／小川
国夫　収載／藤枝静男　収載
／加藤まさを　関連

三創 1988/03/20

17015 書籍
高校生のための静岡県文学読本
改訂

「高校生のための静岡県文学
読本」編集委員会　著／小川
国夫　収載／藤枝静男　収載
／加藤まさを　関連

三創 1991/03/01

17016 書籍
高校生のための静岡県文学読本
改訂

「高校生のための静岡県文学
読本」編集委員会　著／小川
国夫　収載／藤枝静男　収載
／加藤まさを　関連

三創 1991/03/01

17011 書籍 高等学校　現代文の研究
「高等学校現代文」編集委員
会　著／小川国夫　関連／小
川国夫　蔵書

角川書店 1983/05/20

17734 書籍 明日へのバイブル
いのちのことば社　発行／小
川国夫　蔵書

いのちのことば
社

1981/05/10

18049 書籍 リビングバイブル　新約
いのちのことば社　発行／小
川国夫　蔵書

いのちのことば
社

1975/10/17

17004 書籍 生活を奏でる茶
お茶と生活文化研究会　著／
小川国夫　関連／小川国夫

第一法規 1981/09/01

17548 書籍 私の家族旅行 なだいなだ　著／小川国夫 日本交通公社 1969/06/01
17708 書籍 仏教とキリスト教 ひろさちや　著／小川国夫　蔵 新潮社 1990/10/20

17946
図録・
カタロ

ひろしま美術館名品集
ひろしま美術館　発行／小川
国夫　蔵書

ひろしま美術館 1985/00/00

18221 書籍 わが郷土　静岡
わが郷土　静岡　刊行会　編
者／小川国夫　蔵書

江崎書店 1977/03/01

17567 書籍 児らに語る自伝
アグリッパ・ドービニェ　著／成
瀬駒男　訳／小川国夫　蔵書

平凡社 1988/08/18

18182 書籍
現代アラブ小説全集8　北へ遷り
ゆく時　ゼーンの結婚

アッ＝タイーブ・サーレフ　著
／黒田寿郎　ほか訳／小川国
夫　蔵書

河出書房新社 1978/10/15

17579 書籍 ゴッホ　この世の旅人
アルバート・Ｊ・ルービン　著／
高儀進　訳／小川国夫　蔵書

講談社 1979/09/25

18082 書籍 イエスと出会う－福音書を読む
アルベール・アリ　ほか著／木
崎さと子　監修・訳／小川国夫
収載／小川国夫　蔵書

教文館 1997/04/10
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17580 書籍 ヴァン・ゴッホ　Van Gogh
アントナン・アルトー　著／粟
津則雄　訳／小川国夫　蔵書

新潮社 1971/04/15

17971 書籍 田園交響楽　（文庫）
アンドレ・ジッド　著／神西清
訳／小川国夫　蔵書

新潮社 1968/09/30

17876 書籍 キリマンジャロの雪　（文庫）
アーネスト・ヘミングウェイ　著
／大久保康雄　訳／小川国夫
蔵書

三笠書房 1952/12/15

18173 書籍
ヘミングウェイ全集7　誰がために
鐘は鳴る　上巻

アーネスト・ヘミングウェイ　著
／大久保康雄　訳／小川国夫
蔵書

三笠書房 1955/10/10

17894 書籍
ヘミングウェイ全集8　誰がために
鐘は鳴る　下巻

アーネスト・ヘミングウェイ　著
／大久保康雄　訳／小川国夫
蔵書

三笠書房 1955/11/15

17901 書籍 ヘミングウェイ短篇集2　（文庫）
アーネスト・ヘミングウェイ　著
／大久保康雄　訳／小川国夫
蔵書

新潮社 1971/07/10

17893 書籍 われらの時代に
アーネスト・ヘミングウェイ　著
／小川国夫　蔵書

荒地出版社 1982/04/25

18174 書籍 ヘミングウェイ全集10　老人と海
アーネスト・ヘミングウェイ　著
／福田恆存　訳／小川国夫

三笠書房 1957/06/25

17911 書籍
Arnold Böcklin Basel 1977　（洋
書）

アーノルド・ベックリン　著／小
川国夫　蔵書

不明 1977/00/00

17883 書籍 アルハンブラ物語　下　（文庫）
アーヴィング　著／平沼孝之
訳／小川国夫　蔵書

岩波書店 1997/02/17

17882 書籍 アルハンブラ物語　上　（文庫）
アーヴィング　著／平沼孝之
訳／小川国夫　蔵書

岩波書店 1997/02/17

17884 書籍 アルハンブラ物語　（文庫）
アーヴィング　著／江間章子
訳／小川国夫　蔵書

岩波書店 1976/09/15

18230 書籍 アルハンブラ物語　下　（文庫）
アーヴィング　著／馬場久吉
訳／小川国夫　蔵書

岩波書店 1942/11/02

18229 書籍 アルハンブラ物語　上　（文庫）
アーヴィング　著／馬場久吉
訳／小川国夫　蔵書

岩波書店 1949/09/30

18042 書籍 アシジの聖フランシスコ
イエンス・ヨハンネス・ヨルゲン
セン　著／永野藤夫　訳／小
川国夫　蔵書

講談社 1977/08/08

17152 書籍 伊藤勉黄版画集
イトウアトリエ　編集／小川国
夫　収載／小川国夫　蔵書

イトウアトリエ 0000/00/00

17741 書籍 LE MAGHREB　（洋書）
イルデベール・イスナール　著
／小川国夫　蔵書

不明 1971/00/00

17736 書籍 サンチャゴ巡礼の道
イーヴ・ボティノー　著／小川
国夫　蔵書

河出書房新社 1986/12/20

17828 書籍 フォークナー全集　第6巻
ウィリアム・フォークナー　著／
小川国夫　収載／小川国夫

冨山房 1974/04/05

17259 書籍
フォークナー全集6　死の床に横
たわりて

ウィリアム・フォークナー　著／
小川国夫　収載／小川国夫

冨山房 1974/04/05

17823 書籍 フォークナー全集　第1巻
ウィリアム・フォークナー　著／
小川国夫　蔵書

冨山房 1990/12/08

17824 書籍 フォークナー全集　第2巻
ウィリアム・フォークナー　著／
小川国夫　蔵書

冨山房 1978/12/25

17825 書籍 フォークナー全集　第3巻
ウィリアム・フォークナー　著／
小川国夫　蔵書

冨山房 1991/04/12

17826 書籍 フォークナー全集　第4巻
ウィリアム・フォークナー　著／
小川国夫　蔵書

冨山房 1978/05/25

17827 書籍 フォークナー全集　第5巻
ウィリアム・フォークナー　著／
小川国夫　蔵書

冨山房 1969/12/25

17829 書籍 フォークナー全集　第7巻
ウィリアム・フォークナー　著／
小川国夫　蔵書

冨山房 1992/04/11

17830 書籍 フォークナー全集　第8巻
ウィリアム・フォークナー　著／
小川国夫　蔵書

冨山房 1968/10/25

17831 書籍 フォークナー全集　第9巻
ウィリアム・フォークナー　著／
小川国夫　蔵書

冨山房 1968/02/01

17832 書籍 フォークナー全集　第10巻
ウィリアム・フォークナー　著／
小川国夫　蔵書

冨山房 1971/08/10

17833 書籍 フォークナー全集　第11巻
ウィリアム・フォークナー　著／
小川国夫　蔵書

冨山房 1971/02/25
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17834 書籍 フォークナー全集　第12巻
ウィリアム・フォークナー　著／
小川国夫　蔵書

冨山房 1968/07/25

17835 書籍 フォークナー全集　第13巻
ウィリアム・フォークナー　著／
小川国夫　蔵書

冨山房 1975/11/25

17836 書籍 フォークナー全集　第14巻
ウィリアム・フォークナー　著／
小川国夫　蔵書

冨山房 1968/04/01

17837 書籍 フォークナー全集　第15巻
ウィリアム・フォークナー　著／
小川国夫　蔵書

冨山房 1983/07/25

17838 書籍 フォークナー全集　第16巻
ウィリアム・フォークナー　著／
小川国夫　蔵書

冨山房 1973/02/01

17839 書籍 フォークナー全集　第17巻
ウィリアム・フォークナー　著／
小川国夫　蔵書

冨山房 1969/01/25

17840 書籍 フォークナー全集　第18巻
ウィリアム・フォークナー　著／
小川国夫　蔵書

冨山房 1978/08/28

17841 書籍 フォークナー全集　第19巻
ウィリアム・フォークナー　著／
小川国夫　蔵書

冨山房 1967/11/01

17842 書籍 フォークナー全集　第20巻
ウィリアム・フォークナー　著／
小川国夫　蔵書

冨山房 1997/12/08

17843 書籍 フォークナー全集　第21巻
ウィリアム・フォークナー　著／
小川国夫　蔵書

冨山房 1969/09/25

17844 書籍 フォークナー全集　第22巻
ウィリアム・フォークナー　著／
小川国夫　蔵書

冨山房 1967/12/01

17845 書籍 フォークナー全集　第23巻
ウィリアム・フォークナー　著／
小川国夫　蔵書

冨山房 1975/03/01

17846 書籍 フォークナー全集　第24巻
ウィリアム・フォークナー　著／
小川国夫　蔵書

冨山房 1981/10/25

17847 書籍 フォークナー全集　第25巻
ウィリアム・フォークナー　著／
小川国夫　蔵書

冨山房 1984/06/05

17848 書籍 フォークナー全集　第26巻
ウィリアム・フォークナー　著／
小川国夫　蔵書

冨山房 1997/10/28

17849 書籍 フォークナー全集　第27巻
ウィリアム・フォークナー　著／
小川国夫　蔵書

冨山房 1995/10/16

16937 書籍 ドストエフスキイ
ウオルィンスキイ　著／小川国
夫　蔵書

精興社 1987/04/08

17564 書籍 バロック論
エウヘーニオ・ドールス　著／
小川国夫　蔵書

筑摩書房 1969/11/30

18226 書籍 エゴン・シーレ　魂の裸像
エゴン・シーレ　画・文／黒井
千次　編者／小川国夫　蔵書

二玄社 1999/01/29

17542
音声
資料

カセット文芸講座　日本の近代文
学9

エディトリアルさぁかす　編集・
制作／小川国夫　出演／小川
国夫　蔵書

C・B・エンタープ
ライズ

1990/04/05

17713 書籍 SURSUM CORDA　心をあげよ
エルリンハーゲン　編／小川
国夫　蔵書

エンデルレ書店 1950/05/28

17929
図録・
カタロ

EDVARD MUNCH　（洋書）
オスロ国立美術館　編／小川
国夫　蔵書

不明 0000/00/00

18015
図録・
カタロ

ADOLPH TIDEMAND　（洋書）
オスロ国立美術館　編／小川
国夫　蔵書

オスロ国立美術
館

1956/00/00

17973 書籍 オー・ヘンリー短篇集　（文庫）
オー・ヘンリー　著／清野暢一
郎　訳／小川国夫　蔵書

岩波書店 1953/04/20

17886 書籍 変身　（文庫）
カフカ　著／高橋義孝　訳／小
川国夫　蔵書

新潮社 1952/07/28

17972 書籍 変身　（文庫）
カフカ　著／高橋義孝　訳／小
川国夫　蔵書

新潮社 1969/06/15

17986 書籍 新潮世界文学49　カミュ2
カミュ　著／渡辺守章　訳／小
川国夫　蔵書

新潮社 1969/01/20

17899 書籍 ギリシアの神話　英雄の時代
カール・ケレーニイ　著／高橋
英夫　訳／小川国夫　蔵書

中央公論社 1981/04/10

17549 書籍 作家とその影
ガエタン・ピコン　著／小川国
夫　蔵書

紀伊國屋書店 1963/01/31

18245 書籍
Caspar David Friedrich　（ポスト
カード）

キャスパー・デイヴィッド・フ
リードリッヒ　画／小川国夫

不明 0000/00/00

17578 書籍 ゴッホ　（後篇）
ギュスタアヴ・コキオ　著／成
田重郎　訳／小川国夫　蔵書

東京堂 1941/11/30

17577 書籍 ゴッホ　（前篇）
ギュスタアヴ・コキオ　著／成
田重郎　訳／小川国夫　蔵書

東京堂 1941/04/24
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17574 書籍
catalogue Vincent van Gogh　（洋
書）

クレラーミュラー美術館　編／
小川国夫　蔵書

クレラーミュラー
美術館

0000/00/00

17740 書籍 イエスさまも教会に行ったの
グレアム・R・ホッジズ　著／小
川国夫　蔵書

ヨルダン社 1985/02/20

17967 書籍 負けた者がみな貰う
グレアム・グリーン　著／丸谷
才一　訳／小川国夫　蔵書

筑摩書房 1956/10/20

17572 書籍 Vincent van Gogh　（洋書）
ゴッホ美術館　編／小川国夫
蔵書

ゴッホ美術館 1973/00/00

17166 書籍 石積み
サンケイ新聞社　編／小川国
夫　収載／藤枝静男　収載／
小川国夫　蔵書

光風社出版 1977/02/20

16868
図録・
カタロ
グ

第25回記念　サンケイ観世能　パ
ンフレット

サンケイ新聞社事業本部　編
集・発行／小川国夫　収載／
小川国夫　蔵書

サンケイ新聞社
事業本部

1978/00/00

17863
図録・
カタロ

サンパウロ美術館1973
サンパウロ美術館展カタログ
編集委員会　著／小川国夫

毎日新聞社 1973/00/00

17977 書籍 ダブリン市民　（文庫）
ジェイムズ・ジョイス　著／安藤
一郎　訳／小川国夫　蔵書

新潮社 1996/08/25

18241 書籍
L'ART PRÉROMAN HISPANIQUE
1　（洋書）

ジャック・フォンテーン　著／小
川国夫　蔵書

不明 0000/00/00

18007 書籍 「洗濯船」20世紀美術の青春
ジャニーヌ・ワルノー　著／江
原順　訳／小川国夫　蔵書

集英社 1977/04/01

17570 書籍 地中海の瞑想
ジャン・グルニエ　著／成瀬駒
男　訳／小川国夫　蔵書

竹内書店 1971/5/20

17965 書籍
現代のシネマ1　ジャン＝リュッ
ク・ゴダール

ジャン・コレ　著／竹内健　訳
／小川国夫　蔵書

三一書房 1969/06/15

17978 書籍 泥棒日記　（文庫）
ジャン・ジュネ　著／朝吹三吉
訳／小川国夫　蔵書

新潮社 1990/03/15

18180 書籍 沖の小娘
ジュール・シュペルヴィエル
著／堀内大學　訳／小川国夫

青銅社 1977/12/25

18179 書籍 ノアの方舟
ジュール・シュペルヴィエル
著／堀内大學　訳／小川国夫

青銅社 1977/11/30

17877 書籍
LE FORÇAT INNOCENT poèmes
（洋書）

ジュール・シュペルヴィエル
著／小川国夫　蔵書

GALLIMARD 1950/06/15

17878 書籍 GRAVITATIONS poèmes　（洋書）
ジュール・シュペルヴィエル
著／小川国夫　蔵書

GALLIMARD 1949/02/25

18243 書籍 Le forçat innocent　（洋書）
ジュール・シュペルヴィエル
著／小川国夫　蔵書

不明 1969/00/00

17902 書籍 新潮世界文学5　スタンダール1
スタンダール　著／大岡昇平
ほか訳／小川国夫　蔵書

新潮社 1968/12/20

18181 書籍 現代アラブ小説全集1　不幸の樹
ターハー・フセイン　著／池田
修　訳／小川国夫　蔵書

河出書房新社 1978/07/12

17776 書籍 ダンテ　神曲　地獄篇
ダンテ・アリギエーリ　著／北
川冬彦　訳／小川国夫　蔵書

創元社 1953/10/15

18147 書籍 神曲　地獄篇
ダンテ・アリギエーリ　著／寿
岳文章　訳／小川国夫　蔵書

集英社 1979/09/17

18149 書籍 神曲　天国篇
ダンテ・アリギエーリ　著／寿
岳文章　訳／小川国夫　蔵書

集英社 1979/09/17

18148 書籍 神曲　煉獄篇
ダンテ・アリギエーリ　著／寿
岳文章　訳／小川国夫　蔵書

集英社 1979/09/17

17773 書籍 ダンテ　神曲　下　（文庫）
ダンテ・アリギエーリ　著／山
川丙三郎　訳／小川国夫　蔵

岩波書店 1987/04/15

17771 書籍 ダンテ　神曲　上　（文庫）
ダンテ・アリギエーリ　著／山
川丙三郎　訳／小川国夫　蔵

岩波書店 1986/11/10

17772 書籍 ダンテ　神曲　中　（文庫）
ダンテ・アリギエーリ　著／山
川丙三郎　訳／小川国夫　蔵

岩波書店 1987/04/15

17778 書籍 世界文学全集3-3　ダンテ　神曲
ダンテ・アリギエーリ　著／平
川祐弘　訳／小川国夫　蔵書

河出書房新社 1980/10/15

17777 書籍
世界文学全集　古典篇　ダンテ篇
神曲

ダンテ・アリギエーリ　著／竹
友藻風　訳／小川国夫　蔵書

河出書房 1952/01/31

17775 書籍 ダンテ　神曲　天堂界第1部
ダンテ・アリギエーリ　著／竹
友藻風　訳／小川国夫　蔵書

創元社 1949/11/25

17890 書籍
新版世界文学全集20　櫻の園・
三人姉妹

チェーホフ　著／中村白葉　訳
／小川国夫　蔵書

新潮社 1959/01/28

18029 書籍 フランシスコの竪琴
ティンメルマン　著／田中峰子
訳／小川国夫　蔵書

中央出版社 1975/10/01
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17957 書籍 チャタレイ夫人の恋人　（文庫）
デイヴィッド・ハーバート・ロー
レンス　著／伊藤整　訳／小
川国夫　蔵書

新潮社 1981/10/30

17987 書籍
現代の世界文学　ジョン・トマスと
レイディ・ジェイン　下

デイヴィッド・ハーバート・ロー
レンス　著／大沢正佳　訳／
小川国夫　蔵書

集英社 1975/06/30

17885 書籍 幼年時代　（文庫）
トルストイ　著／原卓也　訳／
小川国夫　蔵書

新潮社 1974/06/30

17903 書籍 悪霊　下巻　（文庫）
ドストエフスキイ　著／江川卓
訳／小川国夫　蔵書

新潮社 1975/04/30

18178 書籍
ドストエーフスキイ全集12　死の
家の記録2

ドストエフスキイ　著／米川正
夫　訳／小川国夫　蔵書

河出書房 1946/11/30

18177 書籍
ロシア・ソビエト文学全集8　カラ
マーゾフの兄弟　上

ドストエフスキイ　著／米川正
夫　訳／小川国夫　蔵書

平凡社 1964/05/25

17253 書籍 紅毛碧眼日本語談議
ドメニコ・ラガナ　ほか著／小
川国夫　収載／小川国夫　蔵

小学館 1979/07/10

17205 書籍 日本語とわたし
ドメニコ・ラガナ　著／小川国
夫　収載／小川国夫　蔵書

文藝春秋 1975/10/01

17021 書籍 ラガナ一家のニッポン日記
ドメニコ・ラガナ　著／小川国
夫　蔵書

文藝春秋 1974/10/05

17132 書籍
続ラガナ一家のニッポン日記
（文庫）

ドメニコ・ラガナ　著／小川国
夫　関連／小川国夫　蔵書

角川書店 1983/12/10

17566 書籍 マルタン・ゲールの帰還
ナタリー・ゼーモン・デーヴィス
著／成瀬駒男　訳／小川国夫
蔵書

平凡社 1985/11/15

18175 書籍 ドン・キホーテへの招待
ハイメ・フェルナンデス　著／
柴田純子　訳／小川国夫　蔵

星雲社 1985/06/14

17796 書籍
バーソロミュー　ワールド　トラベ
ル　マップ　イスラエル　ヨルダン

バーソロミュー　／小川国夫
蔵書

丸善 0000/00/00

17789 書籍 ホメーロスのイーリアス物語
バーバラ・レオニ・ピカード　著
／高杉一郎　訳／小川国夫

岩波書店 1970/12/15

17964 書籍 生命ある若者
ピエル・パオロ・パゾリーニ　著
／米川良夫　訳／小川国夫

講談社 1970/11/28

17150 書籍 静岡聖光学院十年のあゆみ
ピエール・ロバート　編集責任
者／小川国夫　蔵書

静岡聖光学院中
高等学校

1978/11/25

17851
図録・
カタロ

ピサロ展
ピサロ展カタログ編集委員会
編集／小川国夫　蔵書

アート・ライフ 1984/00/00

71 書籍 遙かな海亀の島
ピーター・マシーセン　著／小
川国夫　共訳／青山南　共訳

講談社 1980/05/20

17904 書籍 FAR TORTUGA　（洋書）
ピーター・マシーセン　著／小
川国夫　関連／小川国夫　蔵

不明 1975/00/00

17569 書籍 死を前にした人間
フィリップ・アリエス　著／成瀬
駒男　訳／小川国夫　蔵書

みすず書房 1990/11/16

17568 書籍 日曜歴史家
フィリップ・アリエス　著／成瀬
駒男　訳／小川国夫　蔵書

みすず書房 1985/10/24

18071 書籍 聖書
フェデリコ・バルバロ　訳／小
川国夫　蔵書

講談社 1980/11/30

18069 書籍 聖書　知恵の書
フランシスコ会聖書研究所　訳
注者／小川国夫　蔵書

フランシスコ会聖
書研究所

1972/12/01

18070 書籍
聖書　トビト書・ユディト書・エステ
ル書

フランシスコ会聖書研究所　訳
注者／小川国夫　蔵書

フランシスコ会聖
書研究所

1972/12/15

18068 書籍 聖書　マカバイ記　上・下
フランシスコ会聖書研究所　訳
注者／小川国夫　蔵書

フランシスコ会聖
書研究所

1971/09/20

17888 書籍 続　内面の記録
フランソア・モーリアック　著／
杉捷夫　訳／小川国夫　蔵書

紀伊國屋書店 1969/04/30

17887 書籍 内面の記録
フランソア・モーリアック　著／
杉捷夫　訳／小川国夫　蔵書

紀伊國屋書店 1969/04/30

17976 書籍 車輪の下　（文庫）
ヘルマン・ヘッセ　著／小川国
夫　蔵書

新潮社 1998/05/25

17991 書籍
ボレル小説全集　第1巻　シャン
パヴェール－悖徳物語

ペトリュス・ボレル　著／金子
博　訳／小川国夫　蔵書

南柯書局 1980/06/30

17961 書籍 機械と狼
ボリス・ピリニャーク　著／工
藤正弘　ほか訳／小川国夫

白水社 1973/10/25

17958 書籍
晴れようとき　パステルナーク詩
集1956～1959

ボリース・パステルナーク　著
／工藤正弘　訳／小川国夫

響文社 1984/09/20
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17959 書籍 パステルナーク詩集
ボリース・パステルナーク　著
／工藤正弘　訳／小川国夫

小沢書店 1994/06/20

17591 書籍
L'OISEAU NOIR DANS LE
SOLEIL LEVANT　（洋書）

ポール・クローデル　著／小川
国夫　蔵書

不明 1929/04/10

18227 書籍
闇を熔かして訪れる影　オランダ
絵画序説

ポール・クローデル　著／渡辺
守章　訳／小川国夫　蔵書

朝日出版社 1980/12/25

18239 書籍 ゴーガン　私記
ポール・ゴーガン　著／前川堅
市　訳／小川国夫　蔵書

美術出版社 1972/01/20

18236 書籍 真昼の悪魔　下
ポール・ブールジエ　著／廣瀬
哲士　訳／小川国夫　蔵書

東京堂 1941/12/25

17049 書籍
群像  日本の作家23　大江健三
郎

マサオ・ミヨシ　ほか著／小川
国夫　収載／小川国夫　蔵書

小学館 1992/08/10

18246 書籍 Max Ernst　（ポストカード）
マックス・エルンスト　画／小川
国夫　蔵書

不明 0000/00/00

17889 書籍 悪徳の栄え
マルキ・ド・サド　著／澁澤龍
彦　訳／小川国夫　蔵書

現代思潮社 1965/02/15

17581 書籍 作者とは何か？
ミシェル・フーコー　著／清水
徹　ほか訳／小川国夫　蔵書

哲学書房 1990/09/15

17980 書籍 日は鉄格子に昇る　下
ミハイル・ジョーミン　著／工藤
正弘　訳／小川国夫　蔵書

講談社 1976/08/20

17979 書籍 日は鉄格子に昇る　上
ミハイル・ジョーミン　著／工藤
正弘　訳／小川国夫　蔵書

講談社 1976/08/20

17970 書籍 白鯨　上巻　（文庫）
メルヴィル　著／田中西二郎
訳／小川国夫　蔵書

新潮社 1961/11/05

18234 書籍 放浪生活 モオパッサン　／小川国夫　蔵 創藝社 1950/01/25

17850 書籍 モーリヤック著作集　第6巻
モーリヤック　著／小川国夫
蔵書

春秋社 1983/08/30

18023 書籍 イエスの生涯　（文庫）
モーリヤック　著／杉捷夫　訳
／小川国夫　蔵書

新潮社 1979/10/20

17793 書籍
ライフ　ワールド　ライブラリー
「スペイン」

ライフ編集部　編集／小川国
夫　蔵書

時事通信社 1963/06/05

17969 書籍 危険な関係　上　（文庫）
ラクロ　著／伊吹武彦　訳／小
川国夫　蔵書

創元社 1952/05/20

17727 書籍 キリスト伝説集
ラーゲルレーヴ　著／イシガオ
サム　訳者／小川国夫　蔵書

岩波書店 1983/12/16

17924 書籍
レナード・コーエン選詩集1　神話
を生きる

レナード・コーエン　著／諏訪
優　訳／小川国夫　蔵書

JCA 1978/02/10

17947 書籍
itinéraires romans en bourgogne
（洋書）

レーモン・ウルセル　著／小川
国夫　蔵書

不明 1976/00/00

18050 書籍 ユダの弁護人
ワルター・イェンス　著／小塩
節　ほか訳／小川国夫　蔵書

ヨルダン社 1980/03/20

17968 書籍 僧正殺人事件　（文庫）
ヴァン・ダイン　著／鈴木幸夫
初版／小川国夫　蔵書

角川書店 1961/08/05

17712 書籍 聖書物語　下巻　（文庫）
ヴァン・ルーン　著／前田晁
著／小川国夫　蔵書

岩波書店 1950/09/05

17711 書籍 聖書物語　上巻　（文庫）
ヴァン・ルーン　著／前田晁
著／小川国夫　蔵書

岩波書店 1950/09/01

18083 書籍 祈りの花束
ヴェロニカ・ズンデル　編／中
村妙子　訳／小川国夫　蔵書

新教出版社 1987/11/25

17565 書籍 エルザの夢 三光長治　著／小川国夫　蔵 法政大学出版局 1987/01/23
17362 書籍 ワーグナー　（文庫） 三光長治　著／小川国夫　蔵 新潮社 1990/07/25

16994 書籍 日本近代文学研究必携
三好行雄　編者／小川国夫
関連／小川国夫　蔵書

學燈社 1977/01/30

17784 書籍 萩原朔太郎詩集　（文庫）
三好達治　選者／小川国夫
蔵書

岩波書店 1986/06/10

17609 書籍 男たちの藩
三戸岡道夫　著／小川国夫
蔵書

栄光出版社 1993/03/20

17624 書籍 その日の夏 三枝和子　著／小川国夫　蔵 講談社 1987/05/30
17625 書籍 その冬の死 三枝和子　著／小川国夫　蔵 講談社 1989/02/10

14207 書籍
古典と現代　第47号　精選国語1
教材の研究

三樹彰　編集兼発行人／小川
国夫　収載／小川国夫　蔵書

明治書院 1982/05/10

14208 書籍
古典と現代　第47号　精選国語1
教材の研究

三樹彰　編集兼発行人／小川
国夫　収載／小川国夫　蔵書

明治書院 1982/05/10

14209 書籍
古典と現代　第47号　精選国語1
教材の研究

三樹彰　編集兼発行人／小川
国夫　収載／小川国夫　蔵書

明治書院 1982/05/10



8

ID
種別
分類

書名・資料名 著者名・作者名 発行所 発行年月日

「小川国夫の書斎」　書籍一覧

17098 書籍 旅への誘い
三浦哲郎　ほか著／小川国夫
収載／小川国夫　蔵書

作品社 1996/04/25

17682 書籍 英雄伝説　イエスと釈迦 三田誠広　著／小川国夫　蔵 講談社 1989/07/15

14248 書籍 精選　国語2
三角洋一　ほか著作者／小川
国夫　関連／小川国夫　蔵書

東京書籍 1999/02/10

18048 書籍
キリスト教文化研究所　紀要8
1989

上智大学キリスト教文化研究
所　発行／小川国夫　蔵書

上智大学キリスト
教文化研究所

1989/09/08

18072 書籍 聖書と理解
上智大学キリスト教文化研究
所　編／小川国夫　蔵書

あかし書房 1978/01/20

18011 書籍 福島啓司作品集
上田晃　発行者／小川国夫
蔵書

ギャラリーデコー
ル

1990/03/01

17550 書籍 歌集　流燈記 上田治史　著／小川国夫　蔵 不識書院 1990/02/25

17544 書籍 歌集　東野
上田治史　著／小川国夫　関
連／小川国夫　蔵書

ながらみ書房 1998/04/27

16980 書籍 内なる軌跡　七人の作家達
上総英郎　著／小川国夫　関
連／小川国夫　蔵書

朝文社 1990/09/10

17875 書籍
世界名画全集　続巻8　梅原龍三
郎

下中邦彦　編集兼発行者／小
川国夫　蔵書

平凡社 1961/06/30

17714 書籍
NEW TESTAMENT ROMAN
CATHOLIC VERSION

不明　著／小川国夫　蔵書 不明 1942/00/00

18193 書籍 二十歳のころ　第4集
不明　／小川国夫　収載／小
川国夫　蔵書

不明 1997/11/01

17596 書籍 SYMBOLES　（洋書）
不明　／小川国夫　研究／小
川国夫　蔵書

不明 0000/00/00

17573 書籍 the drawings of Van Gogh　（洋 不明　／小川国夫　蔵書 不明 0000/00/00

17589 書籍
LE CHEMIN DE SAINT-
JACQUES　（洋書）

不明　／小川国夫　蔵書 不明 0000/00/00

17742 書籍 ICONES BURUGARES （洋書） 不明　／小川国夫　蔵書 不明 0000/00/00
17747 書籍 House of OUR LADY　（洋書） 不明　／小川国夫　蔵書 不明 1960/00/00

17794 書籍
TOUT BURGOS COVARRUBIAS
ET SANTO DOMINGO DE SILOS
（洋書）

不明　／小川国夫　蔵書 不明 1974/00/00

17795 書籍 Historischer Schul=Atlas　（洋書） 不明　／小川国夫　蔵書 不明 1926/00/00

17860 書籍
L'ITALIE N.79　JANVIER 1955
（洋書）

不明　／小川国夫　蔵書 不明 1955/01/00

17910 書籍
500Jahre St.Jakob Rothenburg
ob der Tauber　（洋書）

不明　／小川国夫　蔵書 不明 1985/00/00

17956 書籍 LA CATEDRAL DE LEON　（洋 不明　／小川国夫　蔵書 不明 1974/00/00
17988 書籍 LA TUNISIE　（洋書） 不明　／小川国夫　蔵書 不明 1978/00/00
18036 書籍 petit atlas de l'art roman　（洋書） 不明　／小川国夫　蔵書 sequoia 1965/00/00
18076 書籍 M.le Duc　（洋書） 不明　／小川国夫　蔵書 不明 0000/00/00
18091 書籍 コーラン 不明　／小川国夫　蔵書 不明 0000/00/00
18092 書籍 コーラン簡易版 不明　／小川国夫　蔵書 0000/00/00
18242 書籍 LE VITRAIL　（洋書） 不明　／小川国夫　蔵書 不明 1976/00/00

18244 書籍
MÉDITERRANÉE ORIENTALE
（洋書）

不明　／小川国夫　蔵書 不明 1953/00/00

18247
図録・
カタロ

LE MUSÉE DU PÉRIGORD　（洋
書）

不明　／小川国夫　蔵書
ペリゴール美術
館

1971/05/17

18248 書籍
DE GEROEDERS VAN GOGH
（洋書）

不明　／小川国夫　蔵書 不明 1964/00/00

18249 書籍 picasso　（洋書） 不明　／小川国夫　蔵書 不明 1974/00/00
18250 書籍 ANGOULÊME　（洋書） 不明　／小川国夫　蔵書 不明 0000/00/00
17668 書籍 ATLAS　地図帳　（洋書） 不明　／小川国夫　蔵書 不明 0000/00/00
17583 書籍 EL CAMINO DE SANTIAGO　（洋 不明　／小川国夫　蔵書 不明 0000/00/00

17588 書籍
LA CATHEDRALE CHARTRES
（洋書）

不明　／小川国夫　蔵書 不明 0000/00/00

17590 書籍 SOLIGNAC-son Abbatiale　（洋 不明　／小川国夫　蔵書 不明 0000/00/00

17743 書籍
第27回　小学館文学賞　小学館
絵画賞　要項

不明　／小川国夫　蔵書 小学館 1978/11/00

17582 書籍 NOVGOROD　（洋書） 不明　／小川国夫　蔵書 不明 0000/00/00
17576 書籍 Van Gogh　（ポストカード） 不明　／小川国夫　蔵書 不明 0000/00/00

17587 書籍
L'ABBAYE DE MONTMAJOUR
（洋書）

不明　／小川国夫　蔵書 不明 0000/00/00

17584 書籍 LEON　（洋書） 不明　／小川国夫　蔵書 不明 0000/00/00
17586 書籍 LEON SPAIN　（洋書） 不明　／小川国夫　蔵書 不明 0000/00/00
17585 書籍 LEON spain　（洋書） 不明　／小川国夫　蔵書 不明 0000/00/00
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18124 書籍
The Chesterton Review　Vol.14
No.3 Augest 1988　（洋書）

不明　／小川国夫　関連／小
川国夫　蔵書

不明 1988/08/00

17241 書籍 中上健次全発言　1970～1978
中上健次　著／小川国夫　収
載／藤枝静男　収載／小川国
夫　蔵書

集英社 1978/10/10

14272 書籍
高校受験のための中学国語総整
理　応用練習編　上

中学国語総整理編集委員会
編集／小川国夫　関連／小川
国夫　蔵書

コンパニオン 1979/04/01

17695 書籍 花釉 中尾實信　著／小川国夫　蔵 鳥影社 1998/11/20

17528 書籍 中島光太郎詩集　たべる・のむ
中島光太郎　著／小川国夫
蔵書

檸檬社 1992/04/30

17084 書籍 歌集　苦しむ川
中川すみ江　著／小川国夫
収載／小川国夫　蔵書

短歌新聞社 1996/09/05

17638 書籍 続・能と能面の世界 中村保雄　著／小川国夫　蔵 淡交社 1972/11/25
17637 書籍 能と能面の世界 中村保雄　著／小川国夫　蔵 淡交社 1972/11/25
17640 書籍 能の面 中村保雄　著／小川国夫　蔵 河原書店 1972/07/30

17177 書籍 名文　（文庫）
中村明　著／小川国夫　収載
／小川国夫　蔵書

筑摩書房 1993/03/05

17020 書籍 名文
中村明　著／小川国夫　関連
／藤枝静男　関連／小川国夫
蔵書

筑摩書房 1979/03/30

17064 書籍 日本の名随筆　別巻89　生命
中村桂子　編者／小川国夫
収載／小川国夫　蔵書

作品社 1998/07/25

18201 書籍 ドームをぬける蒼い風
中村興資平展実行委員会　編
／小川国夫　収載／小川国夫
蔵書

中村興資平展実
行委員会

1989/10/01

18183 書籍 小川国夫試論
中江芳男　著／小川国夫　関
連／小川国夫　蔵書

奄美印刷 1966/06/20

17005 書籍 現代作家の精神分析
中野久夫　著／小川国夫　関
連／小川国夫　蔵書

ナツメ社 1980/03/05

17086 書籍 日本の名山14　富士山part2
串田孫一　ほか編者／小川国
夫　収載／小川国夫　蔵書

博白社 1997/12/30

16996 書籍 浄光寺の春
丹羽正　著／小川国夫　収載
／小川国夫　蔵書

冥草舎 1983/09/23

17346 書籍 浄光寺の春
丹羽正　著／小川国夫　収載
／小川国夫　蔵書

冥草舎 1983/09/23

16963 書籍 魂と舞踊　ロレンス・ダレル頌
丹羽正　著／小川国夫　収載
／小川国夫　蔵書

コーベブックス 1977/01/10

17073 書籍 変幻
丹羽正　著／小川国夫　収載
／小川国夫　蔵書

審美社 1971/05/14

17345 書籍 まだ手さぐりの天使 丹羽正　著／小川国夫　蔵書 冥草舎 1980/08/01
17347 書籍 ロレンス・ダレル論1 丹羽正　著／小川国夫　蔵書 不明 1970/12/01
17348 書籍 ロレンス・ダレル論2 丹羽正　著／小川国夫　蔵書 不明 1972/02/01
17349 書籍 ロレンス・ダレル論3 丹羽正　著／小川国夫　蔵書 不明 1972/12/01
17350 書籍 ロレンス・ダレル論4 丹羽正　著／小川国夫　蔵書 不明 1973/12/01

16964 書籍
魅せられた魂　小川国夫への手
紙

丹羽正　著／小川国夫　関連
／藤枝静男　関連／小川国夫
蔵書

小沢書店 1996/02/20

17821 書籍 主流俳句選集2巻
主流俳句選集刊行委員会　編
／田中波月　研究／小川国夫
蔵書

主流社 1991/09/22

17822 書籍
戦後口語俳句　主流賞作品集成
1951～2000

主流賞作品集成刊行委員会
編集人／田中波月　収載／小
川国夫　蔵書

書肆　青樹社 2001/03/30

18086 書籍 南日本民謠曲集 久保けんお　著／小川国夫 音楽之友社 1960/06/01

18135 書籍 芥川龍之介・その前後
久保田正文　著／小川国夫
蔵書

現文社 1967/04/30

17933
図録・
カタロ

生誕100年記念　ヘンリー・ミラー
絵画展

久保貞治郎　監修／小川国夫
蔵書

ブンユー社 1991/00/00

17010 書籍 現代国語の研究3　改訂版
久松潜一　ほか著／小川国夫
関連／小川国夫　蔵書

角川書店 1978/03/05

16982 書籍 高等学校　現代国語3　改訂版
久松潜一　ほか著／小川国夫
関連／小川国夫　蔵書

角川書店 1978/00/00

17185 書籍 日本の名随筆33　水
井上靖　編者／小川国夫　収
載／小川国夫　蔵書

作品社 1985/07/25
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17941 書籍 百八歳　平櫛田中翁
井原市立田中美術館　編集発
行／小川国夫　蔵書

井原市立田中美
術館

1980/09/25

18031 書籍 イスラーム哲学の原像 井筒俊彦　著／小川国夫　蔵 岩波書店 1980/05/20

18228
図録・
カタロ

古面の美　信仰と芸術
京都国立博物館　編集発行／
小川国夫　蔵書

京都国立博物館 1980/10/06

17854
図録・
カタロ

イタリア古版画展　15世紀から18
世紀

京都国立近代美術館　編集／
小川国夫　蔵書

光琳社 1977/00/00

17945
図録・
カタロ

フランス近代絵画名作展
京都市美術館　ほか編集／小
川国夫　蔵書

京都新聞社 1986/00/00

17923 書籍 芭蕉句集
今栄蔵　校注者／小川国夫
蔵書

新潮社 1982/06/10

17529 書籍 羽根の上を歩く 伊藤聚　著／小川国夫　蔵書 書肆山田 1985/05/25

14257 書籍 新現代文（下）
会田貞夫　ほか著作者／小川
国夫　関連／小川国夫　蔵書

右文書院 0000/00/00

18005 書籍 伝統と現代　第3巻　能と狂言
伝統芸術の会　編集／小川国
夫　蔵書

學藝書林 1970/04/25

18237 書籍 ロヨラのイグナチオ
佐々木孝　訳編者／小川国夫
蔵書

桂書房 1966/12/28

17096 書籍 群像　日本の作家9　 志賀直哉
佐佐木幸綱　ほか著／小川国
夫　収載／藤枝静男　収載／
小川国夫　蔵書

小学館 1991/12/10

18117 書籍 三浦綾子のこころ
佐古純一郎　著／小川国夫
蔵書

朝文社 1989/10/10

18225 書籍 日本の美術8　密教の美術 佐和隆研　著／小川国夫　蔵 平凡社 1964/08/20
17953 書籍 画集　花のある風景 佐藤亰　画／小川国夫　蔵書 佐藤泰正 1993/08/30
17948 書籍 佐藤勝彦の世界 佐藤勝彦　著／小川国夫　蔵 教育書籍 1981/08/10

18195 書籍 文芸読本　志賀直哉
佐藤晧三　発行者／小川国夫
収載／藤枝静男　収載／小川
国夫　蔵書

河出書房社 1976/09/15

17124 書籍 文学における海
佐藤泰正　編／小川国夫　収
載／小川国夫　蔵書

笠間書院 1983/11/21

16981 書籍 近代文学遠望
佐藤泰正　著／小川国夫　関
連／小川国夫　蔵書

国文社 1978/08/25

18126 書籍
佐藤泰正著作集4　芥川龍之介
論

佐藤泰正　著／小川国夫　関
連／小川国夫　蔵書

翰林書房 2000/09/20

17723 書籍
新約聖書1　マルコによる福音書
マタイによる福音書

佐藤研　訳者／小川国夫　蔵
書

岩波書店 1995/06/09

17724 書籍 新約聖書2　ルカ文書 佐藤研　訳者／小川国夫　蔵 岩波書店 1995/11/10

17120 書籍 犯罪の昭和史3
作品社編集部　編／小川国夫
収載／小川国夫　蔵書

作品社 1984/12/15

17012 書籍
高等学校　現代国語3　改訂版
学習書

全国高等学校通信制教育研
究会　編集著作者／小川国夫
関連／小川国夫　蔵書

日本放送出版協
会

1978/03/20

17499 書籍 村ごとの舞
八木洋行　写真・文／小川国
夫　蔵書

静岡新聞社 1984/10/31

17500 書籍
水脈の祭壇－大井川・安倍川・天
竜川

八木洋行　著／小川国夫　蔵
書

スガリ舎 1980/03/05

17490 書籍 スガリ　第1号　1979年 八木洋行　著／小川国夫　蔵 八木洋行 1979/00/00
17856 書籍 田中泯　天龍を舞う 八木洋行　著／小川国夫　蔵 静岡新聞社出版 1998/07/20
17501 書籍 ラジオドラマ　瀬戸川10話 八木洋行　著／小川国夫　蔵 のら企画 1998/07/01

17033 書籍 イエスと現代
八木誠一　著／小川国夫　収
載／小川国夫　蔵書

日本放送出版協
会

1977/02/20

18065 書籍
共同訳聖書の固有名詞の日本語
表記　新約聖書

共同訳聖書実行委員会　発行
／小川国夫　蔵書

共同訳聖書実行
委員会

1976/10/00

18056 書籍 ヨブ記　共同訳
共同訳聖書実行委員会　発行
／小川国夫　蔵書

日本聖書協会 1984/00/00

18057 書籍 ヨブ記　共同訳
共同訳聖書実行委員会　発行
／小川国夫　蔵書

日本聖書協会 1984/00/00

18058 書籍 ヨブ記　共同訳
共同訳聖書実行委員会　発行
／小川国夫　蔵書

日本聖書協会 1984/00/00

18059 書籍 ヨブ記　共同訳
共同訳聖書実行委員会　発行
／小川国夫　蔵書

日本聖書協会 1984/00/00

18060 書籍 ヨブ記　共同訳
共同訳聖書実行委員会　発行
／小川国夫　蔵書

日本聖書協会 1984/00/00

18061 書籍 ヨブ記　共同訳
共同訳聖書実行委員会　発行
／小川国夫　蔵書

日本聖書協会 1984/00/00
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18062 書籍 ヨブ記　共同訳
共同訳聖書実行委員会　発行
／小川国夫　蔵書

日本聖書協会 1984/00/00

18054 書籍 新約聖書　共同訳
共同訳聖書実行委員会　編／
小川国夫　蔵書

日本聖書協会 1978/10/00

17729 書籍 詩編（抜粋）　共同訳
共同訳聖書実行委員会　著／
小川国夫　蔵書

日本聖書協会 1983/03/00

18053 書籍 詩編（抜粋）　共同訳
共同訳聖書実行委員会　著／
小川国夫　蔵書

日本聖書協会 1983/03/00

17730 書籍 新約聖書　共同訳
共同訳聖書実行委員会　著／
小川国夫　蔵書

日本聖書協会 1979/11/00

17731 書籍 ヨブ記　共同訳
共同訳聖書実行委員会　著／
小川国夫　蔵書

日本聖書協会 1984/00/00

17746 書籍 新約聖書　共同訳について
共同訳聖書実行委員会　著／
小川国夫　関連／小川国夫

日本聖書協会 1979/11/00

17162 書籍 武田泰淳
兵藤正之助　著者代表／小川
国夫　収載／小川国夫　蔵書

冬樹社 1979/02/15

17717 書籍 教会の祈り
典礼司教委員会　編集／小川
国夫　蔵書

カトリック中央協
議会

1984/05/27

18090 書籍 海鳥のなげき 内海延吉　著／小川国夫　蔵 いさな書房 1960/05/01

18075 書籍 世界情勢と躍進日本外交史
内田茂文　編纂者／小川国夫
蔵書

日本図書刊行会 1941/03/25

17249 書籍 古典再入門
円地文子　ほか著／小川国夫
収載／小川国夫　蔵書

鎌倉書房 1981/05/01

17250 書籍 古典再入門
円地文子　ほか著／小川国夫
収載／小川国夫　蔵書

鎌倉書房 1981/05/01

18172 書籍 アーネスト・ヘミングウェイ
利沢行夫　著／利沢行夫　訳
／小川国夫　蔵書

冬樹社 1976/11/10

17942 書籍 前島秀章作品集3 前島秀章　著／小川国夫　蔵 研成社 1986/09/01

17050 書籍 前登志夫歌集
前登志夫　著／小川国夫　収
載／小川国夫　蔵書

小澤書店 1981/07/20

17518 書籍 歌集　鳥獣虫魚 前登志夫　著／小川国夫　蔵 小沢書店 1992/10/20
17519 書籍 歌集　青童子 前登志夫　著／小川国夫　蔵 短歌研究社 1997/04/21
17692 書籍 鳥辺山 加堂秀三　著／小川国夫　蔵 文藝春秋 1989/07/30

18200 書籍 語りえぬもののための変容
加納光於　著／小川国夫　収
載／小川国夫　蔵書

小沢書店 1981/07/30

18013
図録・
カタロ

KANO　加納光於　《胸壁にて》
1980

加納光於　著／小川国夫　蔵
書

不明 1980/00/00

18128 書籍
遠藤周作　おどけと哀しみ　わが
師との三十年

加藤宗哉　／小川国夫　蔵書 文藝春秋 1999/05/20

18108 書籍 戦後歌人論　現代短歌の二十人
加藤将之　編者／小川国夫
蔵書

清水弘文堂 1975/04/10

17684 書籍 生きている心臓　下 加賀乙彦　著／小川国夫　蔵 講談社 1991/07/10
17683 書籍 生きている心臓　上 加賀乙彦　著／小川国夫　蔵 講談社 1991/07/10
17631 書籍 炎都　下巻 加賀乙彦　著／小川国夫　蔵 新潮社 1996/05/30
17630 書籍 炎都　上巻 加賀乙彦　著／小川国夫　蔵 新潮社 1996/05/30
17629 書籍 小暗い森　下巻 加賀乙彦　著／小川国夫　蔵 新潮社 1991/09/25
17628 書籍 小暗い森　上巻 加賀乙彦　著／小川国夫　蔵 新潮社 1991/09/25
17687 書籍 海霧 加賀乙彦　著／小川国夫　蔵 潮出版社 1990/06/25
17627 書籍 岐路　下巻 加賀乙彦　著／小川国夫　蔵 新潮社 1988/06/10
17626 書籍 岐路　上巻 加賀乙彦　著／小川国夫　蔵 新潮社 1988/06/10
17686 書籍 湿原　下巻 加賀乙彦　著／小川国夫　蔵 朝日新聞社 1985/09/30
17685 書籍 湿原　上巻 加賀乙彦　著／小川国夫　蔵 朝日新聞社 1985/09/30
17694 書籍 ヴィーナスのえくぼ 加賀乙彦　著／小川国夫　蔵 中央公論社 1989/10/20

18046 書籍 切支丹風土記
助野健太郎　編者代表／小川
国夫　蔵書

宝文堂 1960/08/05

17464 書籍 都市の常民たち
勝又浩　著／藤枝静男　関連
／小川国夫　蔵書

勉誠社 1994/04/08

16968 書籍
小川国夫文学の出発  『アポロン
の島』

勝呂奏　著／小川国夫　関連
／小川国夫　蔵書

双文社 1993/07/20

18161
図録・
カタロ

野見山暁治展
北九州市立美術館　編集・発
行／小川国夫　蔵書

北九州市立美術
館

1983/00/00

17906
図録・
カタロ

平野遼の世界展　THE WORLD
OF RYO HIRANO

北九州市立美術館　編集・発
行／小川国夫　蔵書

北九州市立美術
館

1987/00/00

18022 書籍 北井一夫写真集　三里塚
北井一夫　写真／小川国夫
蔵書

のら社 1975/03/21
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17874 書籍 渡し舟
北井一夫　写真／小川国夫
蔵書

角川書店 1976/11/15

17955 書籍 北井一夫作品集1　抵抗 北井一夫　著／小川国夫　蔵 未来社 1965/08/15

16933 書籍
現代日本文学大系　92　現代名
作集（2）

北原武夫　著者代表／小川国
夫　収載／小川国夫　蔵書

筑摩書房 1973/03/23

17620 書籍 革命は来たれども 北影一　著／小川国夫　蔵書 河出書房新社 1987/06/20
18159 書籍 北村さゆり挿画集 北村さゆり　著／小川国夫　蔵 Ｆ倶楽部 1998/06/01
17618 書籍 寒い部屋 北里蓉子　著／小川国夫　蔵 審美社 1994/05/24

16823
図録・
カタロ

千葉勝展　個展パンフレット
千葉勝　著／小川国夫　収載
／小川国夫　蔵書

不明 1987/00/00

17492 書籍 定本　東海文学探訪
南信一　著／小川国夫　関連
／藤枝静男　関連／田中波月
関連

静岡谷島屋 1980/05/01

18079 書籍 失われた神話への旅　ギリシア 南原実　訳／小川国夫　蔵書 白水社 1982/02/25

17117 書籍
川端康成文学賞　全作品　２　（１
９８７～１９９８　第１４回～第２５

古井由吉　ほか著／小川国夫
蔵書

新潮社 1999/06/20

17225 書籍 水　（文庫）
古井由吉　著者／小川国夫
収載／小川国夫　蔵書

集英社 1980/02/25

17009 書籍 「内向の世代」論
古屋健三　著／小川国夫　関
連／小川国夫　蔵書

慶應義塾大学出
版会

1998/07/25

17649 書籍 能の世界　（文庫） 古川久　著／小川国夫　蔵書 社会思想社 1972/04/30

17024 書籍 戦後の文学
古林尚　ほか著／小川国夫
関連／藤枝静男　関連／小川
国夫　蔵書

有斐閣 1978/05/30

18074 書籍 隠れキリシタン 古野清人　著／小川国夫　蔵 至文堂 1972/06/10

16941 書籍 風船乗りの夢
司修　著／小川国夫　収載／
小川国夫　蔵書

小沢書店 1978/09/30

17809 書籍 青猫 司修　著／小川国夫　蔵書 東京書籍 1985/10/06

17672 書籍
エレナ！　萩原朔太郎〔郷土望景
詩〕幻想

司修　著／小川国夫　蔵書 小沢書店 1993/12/15

17698 書籍 奏迷宮 司修　著／小川国夫　蔵書 河出書房新社 1991/03/08
17697 書籍 迷霧 司修　著／小川国夫　蔵書 講談社 1993/04/20

17071 書籍 樹霊　（新装版）
司馬遼太郎　著者代表／小川
国夫　収載／藤枝静男　収載
／小川国夫　蔵書

人文書院 1997/07/20

17190 書籍 樹霊
司馬遼太郎　著者代表／小川
国夫　収載／藤枝静男　収載
／小川国夫　蔵書

人文書院 1976/06/30

17226 書籍 樹霊
司馬遼太郎　著者代表／小川
国夫　収載／藤枝静男　収載
／小川国夫　蔵書

人文書院 1976/06/30

17254 書籍 吉増剛造詩集3　頭脳の塔
吉増剛造　著／小川国夫　収
載／小川国夫　蔵書

河出書房新社 1977/12/15

17807 書籍 詩集　頭脳の塔 吉増剛造　著／小川国夫　蔵 青地社 1971/11/10
17808 書籍 スコットランド紀行 吉増剛造　著／小川国夫　蔵 書肆山田 1989/02/10
17806 書籍 「雪の島」あるいは「エミリーの幽 吉増剛造　著／小川国夫　蔵 集英社 1998/10/10

17157 書籍 〈非知〉へ－〈信〉の構造「対話篇」
吉本隆明　ほか著者／小川国
夫　収載／小川国夫　蔵書

春秋社 1993/12/25

17219 書籍 吉本隆明が語る戦後55年　第5巻
吉本隆明　ほか著／小川国夫
収載／小川国夫　蔵書

三交社 2001/06/25

17255 書籍 思想の流儀と原則
吉本隆明　著／小川国夫　収
載／小川国夫　蔵書

勁草書房 1976/07/31

17256 書籍 思想の流儀と原則
吉本隆明　著／小川国夫　収
載／小川国夫　蔵書

勁草書房 1976/07/31

17038 書籍 増補　思想の流儀と原則
吉本隆明　著／小川国夫　収
載／小川国夫　蔵書

勁草書房 1986/06/10

17027 書籍 吉本隆明「五つの対話」
吉本隆明　著／小川国夫　収
載／小川国夫　蔵書

新潮社 1990/10/25

17028 書籍 吉本隆明「五つの対話」
吉本隆明　著／小川国夫　収
載／小川国夫　蔵書

新潮社 1990/10/25

17029 書籍 吉本隆明「五つの対話」
吉本隆明　著／小川国夫　収
載／小川国夫　蔵書

新潮社 1990/10/25

17264 書籍 吉本隆明全対談集　第2巻
吉本隆明　著／小川国夫　収
載／小川国夫　蔵書

青土社 1988/01/18

17265 書籍 吉本隆明全対談集　第3巻
吉本隆明　著／小川国夫　収
載／小川国夫　蔵書

青土社 1988/02/18
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17266 書籍 吉本隆明全対談集　第4巻
吉本隆明　著／小川国夫　収
載／小川国夫　蔵書

青土社 1988/03/19

17144 書籍 吉田勝彦版画集
吉田勝彦　著／小川国夫　収
載／小川国夫　蔵書

形象社 1983/12/10

16887
図録・
カタロ

吉田多最　けしき展　図録
吉田多最　著／小川国夫　収
載／小川国夫　蔵書

松坂屋 1997/00/00

14256 書籍 精選　現代文
吉田熈生　ほか著作者／小川
国夫　関連／小川国夫　蔵書

東京書籍 1999/02/10

17257 書籍 酔っぱらい読本・陸
吉行淳之介　編者／小川国夫
収載／藤枝静男　収載／小川
国夫　蔵書

講談社 1979/07/28

17517 書籍 詩集　自然渋滞 吉野弘　著／小川国夫　蔵書 花神社 1989/08/05

16869
図録・
カタロ
グ

チャペル・アワー　月報第46号
1974年

同志社大学宗教部　編集・発
行／小川国夫　収載／小川国
夫　蔵書

同志社大学宗教
部

1974/05/11

16870
図録・
カタロ
グ

チャペル・アワー　月報第46号
1974年

同志社大学宗教部　編集・発
行／小川国夫　収載／小川国
夫　蔵書

同志社大学宗教
部

1974/05/11

17898 書籍 ギリシア神話　下巻 呉茂一　著／小川国夫　蔵書 新潮社 1957/05/15
18039 書籍 私たちにとって聖書とは何なのか 和田幹男　著／小川国夫　蔵 女子パウロ会 1986/06/01
17645 書籍 演能前後 喜多実　著／小川国夫　蔵書 光風社書店 1969/08/30

17681 書籍 殉愛　（文庫）
四反田五郎　著／小川国夫
蔵書

1988/07/25

17983 書籍
現代詩手帖特装版　ポール・ボウ
ルズ

四方田犬彦　監修人／小川国
夫　蔵書

思潮社 1990/07/20

17659 書籍 謠曲講義
国文学大講座刊行会　著／小
川国夫　蔵書

日本文学社 1935/01/05

17263 書籍 あなたも文章が書ける
国文学編集部　編者／小川国
夫　収載／小川国夫　蔵書

学燈社 1977/08/30

17916
図録・
カタロ

1988年　第62回国画会版画部画
集

国画会版画部　発行／小川国
夫　蔵書

国画会版画部 1988/00/00

17864
図録・
カタロ

ホドラー展
国立西洋美術館　監修／小川
国夫　蔵書

朝日新聞東京本
社企画部

1975/00/00

18016
図録・
カタロ

アルノルト・ベックリーン展
国立西洋美術館　編集／小川
国夫　蔵書

国立西洋美術館 1987/00/00

17937
図録・
カタロ

イタリア・ルネッサンス美術展
国立西洋美術館　著／小川国
夫　蔵書

1980/00/00

18203
図録・
カタロ

ムンク版画展　（図録）
土方定一　ほか　編集委員／
小川国夫　収載／小川国夫

日本経済新聞社
西武美術館

1977/00/00

17652 書籍 改訂増補　謠稽古の心得 坂元雪鳥　著／小川国夫　蔵 こんや謠曲書肆 1931/03/01
18006 書籍 女の学問　城景都画集 城景都　著／小川国夫　蔵書 青木画廊 1977/07/27

17200 書籍 現代文学のフロンティア
埴谷雄高　ほか著／小川国夫
収載／藤枝静男　収載／小川
国夫　蔵書

出帆社 1975/12/05

17374 書籍
大岡昇平　埴谷雄高　二つの同
時代史

埴谷雄高　ほか著／藤枝静男
関連／小川国夫　蔵書

岩波書店 1984/07/23

17110 書籍 日本の名随筆14　夢
埴谷雄高　編者／小川国夫
収載／小川国夫　蔵書

作品社 1984/01/25

17341 書籍 精神のリレー　講演集
埴谷雄高　著者代表／小川国
夫　収載／小川国夫　蔵書

河出書房新社 1976/12/15

17216 書籍 現代文学大系66　現代名作集4
埴谷雄高　著者代表／小川国
夫　収載／藤枝静男　収載／
小川国夫　蔵書

筑摩書房 1968/06/10

17232 書籍 現代文学大系66　現代名作集4
埴谷雄高　著者代表／小川国
夫　収載／藤枝静男　収載／
小川国夫　蔵書

筑摩書房 1970/02/10

17258 書籍 現代文学大系66　現代名作集4
埴谷雄高　著者代表／小川国
夫　収載／藤枝静男　収載／
小川国夫　蔵書

筑摩書房 1968/06/10

17134 書籍 死霊1　（文庫）
埴谷雄高　著／小川国夫　収
載／小川国夫　蔵書

講談社 2003/02/10

17340 書籍 精神のリレー講演集　新装版
埴谷雄高　著／小川国夫　収
載／小川国夫　蔵書

河出書房新社 1997/05/10

17338 書籍 生命・宇宙・人類
埴谷雄高　著／小川国夫　収
載／小川国夫　蔵書

角川春樹事務所 1996/04/05
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17322 書籍 超時と没我
埴谷雄高　著／小川国夫　収
載／小川国夫　蔵書

未來社 1996/04/10

17323 書籍 超時と没我
埴谷雄高　著／小川国夫　収
載／小川国夫　蔵書

未來社 1996/04/10

17230 書籍 埴谷雄高作品集１１　紀行文集
埴谷雄高　著／小川国夫　収
載／小川国夫　蔵書

河出書房新社 1979/08/20

17281 書籍 埴谷雄高全集　第16巻
埴谷雄高　著／小川国夫　収
載／小川国夫　蔵書

講談社 2000/09/20

17339 書籍 埴谷雄高ドストエフスキイ全論集
埴谷雄高　著／小川国夫　収
載／小川国夫　蔵書

講談社 1979/07/04

17282 書籍 埴谷雄高全集　第18巻
埴谷雄高　著／小川国夫　収
載／藤枝静男　関連／小川国
夫　蔵書

講談社 2001/01/20

17330 書籍 意識　革命　宇宙 埴谷雄高　著／小川国夫　蔵 河出書房新社 1975/09/30
17333 書籍 欧州紀行 埴谷雄高　著／小川国夫　蔵 中央公論社 1979/01/30
17287 書籍 架空と現実 埴谷雄高　著／小川国夫　蔵 南北社 1968/07/30
17307 書籍 架空と現実 埴谷雄高　著／小川国夫　蔵 未來社 1969/07/30
17305 書籍 渦動と天秤 埴谷雄高　著／小川国夫　蔵 未來社 1968/12/15
17302 書籍 鐘と遊星 埴谷雄高　著／小川国夫　蔵 未來社 1975/09/20
17301 書籍 兜と冥府 埴谷雄高　著／小川国夫　蔵 未來社 1970/06/30
17300 書籍 橄欖と塋窟 埴谷雄高　著／小川国夫　蔵 未來社 1972/06/20
17306 書籍 凝視と密着 埴谷雄高　著／小川国夫　蔵 未來社 1969/06/30
17321 書籍 幻視者宣言　－映画・音楽・文学 埴谷雄高　著／小川国夫　蔵 三一書房 1994/03/31
17324 書籍 現代のドストエフスキー 埴谷雄高　著／小川国夫　蔵 新潮社 1981/12/05
17288 書籍 光速者　宇宙・人間・想像力 埴谷雄高　著／小川国夫　蔵 作品社 1979/09/30
17326 書籍 思索的渇望の世界 埴谷雄高　著／小川国夫　蔵 中央公論社 1976/01/25
17315 書籍 瞬発と残響 埴谷雄高　著／小川国夫　蔵 未來社 1996/06/20
17331 書籍 生老病死 埴谷雄高　著／小川国夫　蔵 三輪書店 1994/12/20
17369 書籍 死霊 埴谷雄高　著／小川国夫　蔵 講談社 1976/04/22
17135 書籍 死霊3　（文庫） 埴谷雄高　著／小川国夫　蔵 講談社 2003/04/10
17136 書籍 死霊3　（文庫） 埴谷雄高　著／小川国夫　蔵 講談社 2003/04/10
17368 書籍 死霊3 埴谷雄高　著／小川国夫　蔵 講談社 1996/07/30
17293 書籍 死霊六章 埴谷雄高　著／小川国夫　蔵 講談社 1981/09/08
17294 書籍 死霊七章 埴谷雄高　著／小川国夫　蔵 講談社 1984/11/26
17295 書籍 死霊七章 埴谷雄高　著／小川国夫　蔵 講談社 1984/11/26
17296 書籍 死霊八章 埴谷雄高　著／小川国夫　蔵 講談社 1986/11/20
17297 書籍 死霊九章 埴谷雄高　著／小川国夫　蔵 講談社 1995/12/20
17290 書籍 姿なき司祭 埴谷雄高　著／小川国夫　蔵 河出書房新社 1970/09/30
17303 書籍 石棺と年輪－影絵の世界 埴谷雄高　著／小川国夫　蔵 未來社 1976/06/10
17316 書籍 戦後の先行者たち 埴谷雄高　著／小川国夫　蔵 影書房 1984/04/28
17314 書籍 跳躍と浸潤 埴谷雄高　著／小川国夫　蔵 未來社 1996/05/20
17334 書籍 ドストエフスキイ　その生涯と作品 埴谷雄高　著／小川国夫　蔵 日本放送出版協 1965/12/20
17289 書籍 内界の青い花 埴谷雄高　著／小川国夫　蔵 作品社 1980/08/30
17335 書籍 謎とき『大審問官』 埴谷雄高　著／小川国夫　蔵 福武書店 1990/04/15
17366 書籍 埴谷雄高思想論集 埴谷雄高　著／小川国夫　蔵 講談社 1973/05/12
17292 書籍 埴谷雄高準詩集 埴谷雄高　著／小川国夫　蔵 水兵社 1979/11/15
17365 書籍 埴谷雄高政治論集 埴谷雄高　著／小川国夫　蔵 講談社 1973/04/12
17317 書籍 埴谷雄高独白「死霊」の世界 埴谷雄高　著／小川国夫　蔵 日本放送出版協 1997/07/25
17367 書籍 埴谷雄高文学論集 埴谷雄高　著／小川国夫　蔵 講談社 1973/06/12
17329 書籍 簿明のなかの思想 埴谷雄高　著／小川国夫　蔵 筑摩書房 1978/05/20
17304 書籍 彌撒と鷹 埴谷雄高　著／小川国夫　蔵 未來社 1966/11/15
17311 書籍 微塵と出現 埴谷雄高　著／小川国夫　蔵 未來社 1982/11/30
17320 書籍 無限と中軸 埴谷雄高　著／小川国夫　蔵 未來社 1990/11/30
17308 書籍 黙示と発端 埴谷雄高　著／小川国夫　蔵 未來社 1974/04/05
17309 書籍 黙示と発端 埴谷雄高　著／小川国夫　蔵 未來社 1974/04/05
17291 書籍 闇のなかの黒い馬 埴谷雄高　著／小川国夫　蔵 河出書房新社 1970/06/20
17328 書籍 闇の中の黒い馬 埴谷雄高　著／小川国夫　蔵 河出書房新社 1975/11/15
17332 書籍 螺旋と蒼穹 埴谷雄高　著／小川国夫　蔵 未来社 1995/09/20

17336 書籍 滑車と風洞
埴谷雄高　著／小川国夫　関
連／小川国夫　蔵書

未來社 1991/02/20

17275 書籍 埴谷雄高全集　第10巻
埴谷雄高　著／小川国夫　関
連／小川国夫　蔵書

講談社 1999/09/20

17277 書籍 埴谷雄高全集　第12巻
埴谷雄高　著／小川国夫　関
連／小川国夫　蔵書

講談社 2000/01/20

17278 書籍 埴谷雄高全集　第13巻
埴谷雄高　著／小川国夫　関
連／小川国夫　蔵書

講談社 2000/03/20
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17279 書籍 埴谷雄高全集　第14巻
埴谷雄高　著／小川国夫　関
連／小川国夫　蔵書

講談社 2000/05/20

17268 書籍 埴谷雄高全集　第2巻
埴谷雄高　著／小川国夫　関
連／小川国夫　蔵書

講談社 1998/07/20

17269 書籍 埴谷雄高全集　第4巻
埴谷雄高　著／小川国夫　関
連／小川国夫　蔵書

講談社 1998/09/20

17270 書籍 埴谷雄高全集　第5巻
埴谷雄高　著／小川国夫　関
連／小川国夫　蔵書

講談社 1998/11/20

17271 書籍 埴谷雄高全集　第6巻
埴谷雄高　著／小川国夫　関
連／小川国夫　蔵書

講談社 1999/01/20

17273 書籍 埴谷雄高全集　第8巻
埴谷雄高　著／小川国夫　関
連／小川国夫　蔵書

講談社 1999/05/20

17274 書籍 埴谷雄高全集　第9巻
埴谷雄高　著／小川国夫　関
連／小川国夫　蔵書

講談社 1999/07/20

17319 書籍 雁と胡椒
埴谷雄高　著／小川国夫　関
連／藤枝静男　関連／小川国
夫　蔵書

未來社 1990/07/20

17318 書籍 重力と真空
埴谷雄高　著／小川国夫　関
連／藤枝静男　関連／小川国
夫　蔵書

未來社 1991/08/30

17286 書籍 戦後の文学者たち
埴谷雄高　著／小川国夫　関
連／藤枝静男　関連／小川国
夫　蔵書

構想社 1976/11/16

17325 書籍 虹と睡蓮
埴谷雄高　著／小川国夫　関
連／藤枝静男　関連／小川国
夫　蔵書

未来社 1995/05/30

17337 書籍 蓮と海嘯
埴谷雄高　著／小川国夫　関
連／藤枝静男　関連／小川国
夫　蔵書

未來社 1977/11/05

17267 書籍 埴谷雄高全集　第1巻
埴谷雄高　著／小川国夫　関
連／藤枝静男　関連／小川国
夫　蔵書

講談社 1998/04/20

17276 書籍 埴谷雄高全集　第11巻
埴谷雄高　著／小川国夫　関
連／藤枝静男　関連／小川国
夫　蔵書

講談社 1999/11/20

17280 書籍 埴谷雄高全集　第15巻
埴谷雄高　著／小川国夫　関
連／藤枝静男　関連／小川国
夫　蔵書

講談社 2000/07/20

17283 書籍 埴谷雄高全集　第19巻
埴谷雄高　著／小川国夫　関
連／藤枝静男　関連／小川国
夫　蔵書

講談社 2001/03/20

17272 書籍 埴谷雄高全集　第7巻
埴谷雄高　著／小川国夫　関
連／藤枝静男　関連／小川国
夫　蔵書

講談社 1999/03/20

17312 書籍 単独と永劫
埴谷雄高　著／藤枝静男　収
載／小川国夫　蔵書

未來社 1983/03/05

17313 書籍 覚醒と寂滅
埴谷雄高　著／藤枝静男　関
連／小川国夫　蔵書

未來社 1986/04/20

17299 書籍 暈と極冠
埴谷雄高　著／藤枝静男　関
連／小川国夫　蔵書

未來社 1984/05/30

17310 書籍 天啓と窮極
埴谷雄高　著／藤枝静男　関
連／小川国夫　蔵書

未來社 1976/12/25

17298 書籍 天頂と潮汐
埴谷雄高　著／藤枝静男　関
連／小川国夫　蔵書

未來社 1980/12/25

17284 書籍 埴谷雄高全集　別巻
埴谷雄高全集編集部　編／小
川国夫　関連／藤枝静男　関
連／小川国夫　蔵書

講談社 2001/05/20

18041 書籍 新約聖書　福音書 塚本虎二　訳／小川国夫　蔵 岩波書店 1982/12/20

17039 書籍 けさひらく言葉　その一
塚本邦雄　著／小川国夫　収
載／小川国夫　蔵書

毎日新聞社 1982/06/05

17817 書籍 歌集　黄金律 塚本邦雄　著／小川国夫　蔵 花曜社 1991/04/20
17810 書籍 歌集　詩魂玲瓏 塚本邦雄　著／小川国夫　蔵 柊書房 1998/10/30
17816 書籍 歌集　波瀾 塚本邦雄　著／小川国夫　蔵 花曜社 1989/08/13
17814 書籍 歌集　豹変 塚本邦雄　著／小川国夫　蔵 花曜社 1984/08/15
17815 書籍 歌集　不変律 塚本邦雄　著／小川国夫　蔵 花曜社 1988/03/15
17818 書籍 歌集　魔王 塚本邦雄　著／小川国夫　蔵 書肆季節社 1993/03/01
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17811 書籍 歌集　ラテン吟遊 塚本邦雄　著／小川国夫　蔵 短歌新聞社 1989/04/20
17812 書籍 自選歌集　寵歌 塚本邦雄　著／小川国夫　蔵 花曜社 1987/11/20

17820 書籍
自註現代俳句シリーズ・6期　24
関森勝夫集

塚本邦雄　著／小川国夫　蔵
書

俳人協会 1990/03/15

17813 書籍 世紀末花伝書 塚本邦雄　著／小川国夫　蔵 文藝春秋 1993/12/25

17221 書籍 日光写真
塩山真也　著／小川国夫　収
載／小川国夫　蔵書

アディン書房 1980/08/01

17787 書籍 阿含経典　第2巻
増谷文雄　訳者／小川国夫
蔵書

筑摩書房 1979/05/25

17788 書籍 阿含経典　第4巻
増谷文雄　訳者／小川国夫
蔵書

筑摩書房 1979/09/25

18222 書籍
Ich der Kater　吾輩は猫である
（洋書）

夏目漱石　著／小川国夫　蔵
書

不明 1996/00/00

17962 書籍
袖珍本　【複刻版】　こころ　道草
明暗

夏目漱石　著／小川国夫　蔵
書

岩波書店 1984/01/10

17644 書籍 雅楽 多忠龍　著／小川国夫　蔵書 六興商会出版部 1942/12/01

17018 書籍 現代文学史序説　文体と思想
大久保典夫　著／小川国夫
関連／小川国夫　蔵書

笠間書院 1987/09/18

16986 書籍 作家のインデックス
大倉舜二　著／小川国夫　関
連／藤枝静男　関連／小川国
夫　蔵書

集英社 1998/11/10

17053 書籍 大原富枝全集　第4巻 大原富枝　著／小川国夫　蔵 小沢書店 1995/09/30

17905 書籍 世界名作全集3　千一夜物語
大場正史　訳者／小川国夫
蔵書

平凡社 1963/02/01

17156 書籍 100Mt.FUJI 神々の宿る山
大山行男　著／小川国夫　収
載／小川国夫　蔵書

作品社 1995/08/05

18142 書籍 大岡信著作集　第4巻　詩論1 大岡信　著／小川国夫　蔵書 青土社 1977/04/25
17521 書籍 詩集　火の遺言 大岡信　著／小川国夫　蔵書 花神社 1994/06/30
17481 書籍 歌集　童女半跏 大岡博　著／小川国夫　蔵書 牧羊社 1973/12/15

17285 書籍 埴谷雄高全集　月報
大庭みな子　他著／小川国夫
蔵書

講談社 0000/00/00

17891 書籍 ウィリアム・フォークナー研究
大橋健三郎　著／小川国夫
蔵書

南雲堂 1996/04/25

17992 書籍 古典アメリカ文学を語る
大橋健三郎　著／小川国夫
蔵書

南雲堂 1992/07/10

17897 書籍 文学とアメリカ3
大橋健三郎教授還暦記念論
文集刊行委員会　編／小川国
夫　収載／小川国夫　蔵書

南雲堂 1980/12/10

17895 書籍 文学とアメリカ1
大橋健三郎教授還暦記念論
文集刊行委員会　編／小川国
夫　蔵書

南雲堂 1980/08/25

17896 書籍 文学とアメリカ2
大橋健三郎教授還暦記念論
文集刊行委員会　編／小川国
夫　蔵書

南雲堂 1980/09/10

17148 書籍 大沼映夫画集
大沼映夫　著／小川国夫　収
載／小川国夫　蔵書

求龍堂 1987/09/21

17149 書籍 大沼映夫画集
大沼映夫　著／小川国夫　収
載／小川国夫　蔵書

求龍堂 1987/09/21

18019
図録・
カタロ

大沼映夫　1977-1978
大沼映夫　著／小川国夫　蔵
書

GALERIE
humanité

1978/05/18

18021
図録・
カタロ

大沼映夫　ドローイング
大沼映夫　著／小川国夫　蔵
書

GALERIE
humanité

1985/11/25

17997 書籍 大沼映夫画集 大沼映夫　著／小川国夫　蔵 求龍堂 0000/00/00

18020
図録・
カタロ

今日の素描シリーズ6　大沼映夫
ドローイング　1976・1979

大沼映夫　著／小川国夫　蔵
書

GALERIE
humanité

1978/11/19

18073 書籍 イ・フィオレッテイ 大澤章　訳／小川国夫　蔵書 エンデルレ書店 1948/12/05
17954 書籍 大町糺作品集 大町糺　著／小川国夫　蔵書 求龍堂 1984/04/20
17472 書籍 大畑専詩集 大畑専　著／小川国夫　蔵書 芸風書院 1982/03/20
17543 書籍 詩　随筆集　道 大畑専　著／小川国夫　蔵書 近代文藝社 1984/12/25
17473 書籍 随筆集　流燈温泉 大畑専　著／小川国夫　蔵書 龍書房 1978/12/01
17466 書籍 道元禅　無常の中を行く 大賀渓生　　著／小川国夫 樹林社 1987/10/05
18078 書籍 スペイン巡礼 天本英世　著／小川国夫　蔵 話の特集 1980/06/01

17858 書籍 桂花抄　太田京子作品集
太田京子　沖六鵬に師事　著
／小川国夫　蔵書

木耳社 1997/11/15

17062 書籍 日本の名随筆88　石
奈良本辰也　編者／小川国夫
収載／小川国夫　蔵書

作品社 1990/02/25
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18120 書籍 住相還相　奥野健男評論集下巻 奥野健男　著／小川国夫　蔵 阿部出版 1990/12/15
17423 書籍 島尾敏雄 奥野健男　著／小川国夫　蔵 泰流社 1977/12/25

17025 書籍 現代文学風土記
奥野健男　著／小川国夫　関
連／藤枝静男　関連／小川国
夫　蔵書

集英社 1976/11/25

16936 書籍
少年少女日本文学館　第20巻
サアカスの馬・童謡

安岡章太郎　ほか著／小川国
夫　収載／小川国夫　蔵書

講談社 1987/04/18

18204 書籍 ふるさと百話　第1巻
安本博　ほか著／小川国夫
蔵書

静岡新聞社 1974/01/20

18213 書籍 ふるさと百話　第10巻
安本博　ほか著／小川国夫
蔵書

静岡新聞社 1973/09/01

18209 書籍 ふるさと百話　第6巻
安本博　ほか著／小川国夫
蔵書

静岡新聞社 1974/01/20

18210 書籍 ふるさと百話　第7巻
安本博　ほか著／小川国夫
蔵書

静岡新聞社 1974/01/20

18212 書籍 ふるさと百話　第9巻
安本博　ほか著／小川国夫
蔵書

静岡新聞社 1973/05/01

17861
図録・
カタロ
グ

第17回安田火災東郷青児美術館
大賞　馬越陽子　魂を揺さぶる人
間の讃歌

安田火災東郷青児美術館　編
集／小川国夫　蔵書

安田火災美術財
団

1994/00/00

17522 書籍 詩集　あしたもね 宗左近　著／小川国夫　蔵書 思潮社 1989/07/25

18166 書籍 宝生流・声の百番集20　蝉丸
宝生九郎　監修／小川国夫
蔵書

筑摩書房 1970/12/25

18167 書籍 宝生流・声の百番集25　融
宝生九郎　監修／小川国夫
蔵書

筑摩書房 1969/10/25

18168 書籍 宝生流・声の百番集30　班女
宝生九郎　監修／小川国夫
蔵書

筑摩書房 1968/10/11

18169 書籍 宝生流・声の百番集40　弱法師
宝生九郎　監修／小川国夫
蔵書

筑摩書房 1971/02/25

18164 書籍 宝生流・声の百番集4　井筒
宝生九郎　監修／小川国夫
蔵書

筑摩書房 1970/10/25

18165 書籍
宝生流・声の百番集9　通小町・
富士太鼓

宝生九郎　監修／小川国夫
蔵書

筑摩書房 1970/11/25

17034 書籍
日本文学研究資料新集19　芥川
龍之介・理智と抒情

宮坂覺　編者／小川国夫　収
載／小川国夫　蔵書

有精堂出版 1993/06/15

17363 書籍 詩集　幻の塔 宮崎雄行　著／小川国夫　蔵 沖積舎 2000/12/10
17670 書籍 薩摩とイギリスの出会い 宮澤眞一　著／小川国夫　蔵 高城書房出版 1987/09/14

17169 書籍 決定版　自然の心　名峰百景
家庭画報　編／小川国夫　収
載／小川国夫　蔵書

世界文化社 1980/10/01

17170 書籍 決定版　御仏の心　日本の仏像
家庭画報　編／小川国夫　収
載／小川国夫　蔵書

世界文化社 1979/10/01

17925 書籍 伊東静夫詩集　（文庫）
富士正晴　ほか編者／小川国
夫　蔵書

新潮社 1964/06/30

17922 書籍 芭蕉文集
富山奏　校注者／小川国夫
蔵書

新潮社 1985/10/20

17099 書籍 ダンテ　神曲　【煉獄篇】
寿岳文章　訳者／小川国夫
蔵書

集英社 1987/09/18

17715 書籍 旧約聖書物語　（全） 小出正吾　著／小川国夫　蔵 審美社 1967/02/20
17716 書籍 新約聖書物語　（全） 小出正吾　著／小川国夫　蔵 1966/00/00
18044 書籍 聖地巡礼 小出正吾　著／小川国夫　蔵 審美社 1970/12/25
17192 書籍 句集　喪服 小宮山遠　著／小川国夫　蔵 三青社 1969/03/20

17646 書籍
日本古典鑑賞講座　第15巻　謡
曲・狂言・花伝書

小山弘志　編／小川国夫　蔵
書

角川書店 1971/10/30

18122 書籍 梶井基次郎 小山榮雅　著／小川国夫　蔵 皆美社 1975/08/10
10759 書籍 その声に拠りて 小川国夫　ほか 小沢書店 1976/01/10
10757 書籍 途にて　小川国夫対談集 小川国夫　ほか 小沢書店 1975/10/20

16990
図録・
カタロ

小川国夫　司修　遊子随想展
小川国夫　収載／司修　収載
／小川国夫　蔵書

不明 1989/00/00

8521 書籍
隠された無限　往復書簡「終末」
の彼方に

小川国夫　収載／埴谷雄高
収載

岩波書店 1988/10/28

17054 書籍 JEUNESSE
小川国夫　収載／小川国夫
蔵書

不明 2007/01/00

16866
図録・
カタロ

芥川龍之介全集カタログ
小川国夫　収載／小川国夫
蔵書

岩波書店 1977/00/00

16860
図録・
カタロ

磯田光一著作集　第1巻　附録
小川国夫　収載／小川国夫
蔵書

小沢書店 1990/06/20
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16861
図録・
カタロ

磯田光一著作集　第1巻　附録
小川国夫　収載／小川国夫
蔵書

小沢書店 1990/06/20

16859
図録・
カタロ

一茶全集　月報6
小川国夫　収載／小川国夫
蔵書

信濃毎日新聞社 1978/03/00

16879
図録・
カタロ

大原富枝全集　第4巻　附録
小川国夫　収載／小川国夫
蔵書

不明 1995/09/00

16880
図録・
カタロ

大原富枝全集　第4巻　附録
小川国夫　収載／小川国夫
蔵書

不明 1995/09/00

16881
図録・
カタロ

大原富枝全集　第4巻　附録
小川国夫　収載／小川国夫
蔵書

不明 1995/09/00

16882
図録・
カタロ

大原富枝全集　第4巻　附録
小川国夫　収載／小川国夫
蔵書

不明 1995/09/00

17193 書籍 小川国夫に聞く
小川国夫　収載／小川国夫
蔵書

喫茶アンデルセ
ン

1972/10/16

17055 書籍 枯木（韓国語版）
小川国夫　収載／小川国夫
蔵書

不明 2006/04/28

17116 書籍
川端康成文学賞　全作品　１　（１
９７４～１９８６　第１回～第１３回）

小川国夫　収載／小川国夫
蔵書

新潮社 1999/06/20

17218 書籍 紀行全集世界体験　7南欧
小川国夫　収載／小川国夫
蔵書

河出書房新社 1978/04/24

16840
図録・
カタロ

近代日本キリスト教文学全集　月
報15

小川国夫　収載／小川国夫
蔵書

教文館 0000/00/00

16841
図録・
カタロ

近代日本キリスト教文学全集　月
報15

小川国夫　収載／小川国夫
蔵書

教文館 0000/00/00

16842
図録・
カタロ

近代日本キリスト教文学全集　月
報15

小川国夫　収載／小川国夫
蔵書

教文館 0000/00/00

16843
図録・
カタロ

近代日本キリスト教文学全集　月
報15

小川国夫　収載／小川国夫
蔵書

教文館 0000/00/00

16844
図録・
カタロ

近代日本キリスト教文学全集　月
報15

小川国夫　収載／小川国夫
蔵書

教文館 0000/00/00

17213 書籍
現代日本キリスト教文学全集　16
物と心

小川国夫　収載／小川国夫
蔵書

教文館 1974/01/20

17243 書籍
現代の文学37　黒井千次　清水
邦夫　小川国夫　後藤明生

小川国夫　収載／小川国夫
蔵書

講談社 1973/05/30

16863
図録・
カタロ

集英社　国語辞典　刊行案内パ
ンフレット

小川国夫　収載／小川国夫
蔵書

集英社 0000/00/00

17042 書籍 信仰の言葉と風土
小川国夫　収載／小川国夫
蔵書

真宗大谷派職員
組合

1979/08/20

17217 書籍 信仰の言葉と風土
小川国夫　収載／小川国夫
蔵書

真宗大谷派職員
組合

1979/06/10

16856
図録・
カタロ

ドストエフスキー読本
小川国夫　収載／小川国夫
蔵書

新潮社 0000/00/00

16857
図録・
カタロ

ドストエフスキー読本
小川国夫　収載／小川国夫
蔵書

新潮社 0000/00/00

16858
図録・
カタロ

ドストエフスキー読本
小川国夫　収載／小川国夫
蔵書

新潮社 0000/00/00

17080 書籍 文学の視界
小川国夫　収載／小川国夫
蔵書

作家講演編集部 1977/07/15

17088 書籍 闇のなかの夢想　映画学講義
小川国夫　収載／小川国夫
蔵書

朝日出版社 1982/12/25

17206 書籍 闇のなかの夢想　映画学講義
小川国夫　収載／小川国夫
蔵書

朝日出版社 1982/12/25

17209 書籍
歴史をつくる女たち1　愛と憎しみ
の原型

小川国夫　収載／小川国夫
蔵書

集英社 1983/09/20

17235 書籍 私の中の日本人　続
小川国夫　収載／藤枝静男
収載／小川国夫　蔵書

新潮社 1977/11/05

17236 書籍 私の中の日本人　続
小川国夫　収載／藤枝静男
収載／小川国夫　蔵書

新潮社 1977/11/05

85 書籍 新富嶽百景 小川国夫　文／英伸三　写真 岩波書店 1984/05/25

17058 書籍 日本の名随筆79　港
小川国夫　編者／小川国夫
収載／小川国夫　蔵書

作品社 1989/05/25

17059 書籍 日本の名随筆79　港
小川国夫　編者／小川国夫
収載／小川国夫　蔵書

作品社 1989/05/25

17060 書籍 日本の名随筆79　港
小川国夫　編者／小川国夫
収載／小川国夫　蔵書

作品社 1989/05/25
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17061 書籍 日本の名随筆79　港
小川国夫　編者／小川国夫
収載／小川国夫　蔵書

作品社 1989/05/25

10767 書籍 天草灘 小川国夫　著 潮出版社 1977/11/15
10749 書籍 或る聖書 小川国夫　著 筑摩書房 1974/02/15
12028 書籍 イエス・キリストの生涯を読む 小川国夫　著 河出書房新社 2009/01/30
10743 書籍 海からの光 小川国夫　著 河出書房新社 1971/12/10
8515 書籍 王歌 小川国夫　著 角川書店 1988/01/12
1516 書籍 小川国夫作品集　第1巻　（特装 小川国夫　著 河出書房新社 1976/01/30
1517 書籍 小川国夫作品集　第2巻　（特装 小川国夫　著／藤枝静男　収 河出書房新社 1974/11/30
1519 書籍 小川国夫作品集　第3巻　（特装 小川国夫　著 河出書房新社 1975/01/30
1520 書籍 小川国夫作品集　第4巻　（特装 小川国夫　著 河出書房新社 1975/06/30
1521 書籍 小川国夫作品集　第5巻　（特装 小川国夫　著 河出書房新社 1975/10/30
1522 書籍 小川国夫作品集　第6巻　（特装 小川国夫　著／藤枝静男　関 河出書房新社 1975/04/15
10744 書籍 小川国夫集 小川国夫　著 河出書房新社 1971/12/25
6253 書籍 小川国夫全集　1 小川国夫　著 小沢書店 1992/04/30
6260 書籍 小川国夫全集　2 小川国夫　著 小沢書店 1992/08/20
6263 書籍 小川国夫全集　3 小川国夫　著 小沢書店 1992/01/30
6269 書籍 小川国夫全集　4 小川国夫　著 小沢書店 1991/11/20
6275 書籍 小川国夫全集　5 小川国夫　著／藤枝静男　収 小沢書店 1992/11/20
6280 書籍 小川国夫全集　6 小川国夫　著 小沢書店 1991/09/20
6283 書籍 小川国夫全集　7 小川国夫　著 小沢書店 1993/02/20
4377 書籍 小川国夫全集　8 小川国夫　著 小沢書店 1995/11/20
6289 書籍 小川国夫全集　9 小川国夫　著 小沢書店 1993/05/20
4382 書籍 小川国夫全集　10 小川国夫　著 小沢書店 1995/08/20
4386 書籍 小川国夫全集　11 小川国夫　著 小沢書店 1995/01/20
19652 書籍 小川国夫全集　12 小川国夫　著 小沢書店 1994/03/20
4390 書籍 小川国夫全集　13 小川国夫　著 小沢書店 1995/03/30
4396 書籍 小川国夫全集　14 小川国夫　著 小沢書店 1995/10/20
10752 書籍 小川国夫光と闇 小川国夫　著 おりじん書房 1974/09/30
14099 書籍 襲いかかる聖書 小川国夫　著 岩波書店 2010/09/28
3954 書籍 想う人 小川国夫　著 小沢書店 1980/03/30
6323 書籍 回想の島尾敏雄 小川国夫　著 小沢書店 1987/11/12
10784 書籍 悲しみの港 小川国夫　著 朝日新聞社 1994/01/01
10750 書籍 彼の故郷 小川国夫　著 講談社 1974/08/20
10758 書籍 雲間の星座 小川国夫　著 冬樹社 1975/10/25
2237 書籍 試みの岸 小川国夫　著 河出書房新社 1975/10/30
10754 書籍 ゴッホ 小川国夫　著 平凡社 1975/07/10
6330 書籍 サハラの港 小川国夫　著 小沢書店 1981/01/30

6333 書籍
静かな林　（先駆文学館開館記念
版）

小川国夫　著 先駆文学館 1973/07/30

10771 書籍 親和力 小川国夫　著 小沢書店 1978/11/20
6335 書籍 ステンドグラス 小川国夫　著 平凡社 1977/12/08
10790 書籍 聖書と終末論 小川国夫　著 小沢書店 1998/09/15
10751 書籍 青銅時代 小川国夫　著 新潮社 1974/09/10
10740 書籍 生のさ中に 小川国夫　著 審美社 1970/04/08
6366 書籍 黙っているお袋 小川国夫　著 小沢書店 1995/06/20
2480 書籍 地中海の慰め　旅と物語の思い 小川国夫　著 小沢書店 1989/01/15
475 書籍 血と幻 小川国夫　著 小沢書店 1979/10/30
10782 書籍 跳躍台 小川国夫　著 文藝春秋 1990/10/25
10761 書籍 天の花　淵の声　能界遊歩 小川国夫　著 角川書店 1976/06/30
10773 書籍 遠い百合 小川国夫　著 書肆山田 1979/04/30
10261 書籍 遠つ海の物語 小川国夫　著 岩波書店 1989/11/28
11687 書籍 止島 小川国夫　著 講談社 2008/05/30
11684 書籍 虹よ消えるな 小川国夫　著 講談社 2008/05/30
5901 書籍 ハシッシ・ギャング 小川国夫　著 文芸春秋 1998/08/30
10765 書籍 花深き 小川国夫　著 湯川書房 1977/03/30
10742 書籍 一房の葡萄 小川国夫　著 冬樹社 1970/12/25
10747 書籍 漂泊視界 小川国夫　著 冬樹社 1972/12/25
10769 書籍 舷にて 小川国夫　著 冬樹社 1977/12/15
10785 書籍 マグレブ、誘惑として 小川国夫　著 講談社 1995/01/01
10780 書籍 遊子随想 小川国夫　著 岩波書店 1989/06/28
10745 書籍 悠蔵が残したこと 小川国夫　著 審美社 1972/02/14
10312 書籍 夕波帖　随筆集 小川国夫　著 幻戯書房 2006/12/12
1890 書籍 予期しない照明  全紀行2 小川国夫　著 作品社 1980/06/30
13797 書籍 弱い神 小川国夫　著 講談社 2010/04/08
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6392 書籍
ヨーロッパ古寺巡礼　パリからサ
ンチャゴまで

小川国夫　著 平凡社 1976/10/08

10755 書籍 流域 小川国夫　著 河出書房新社 1975/07/25
10777 書籍 流木集 小川国夫　著 小沢書店 1986/07/20
6412 書籍 リラの頃、カサブランカへ 小川国夫　著 冥草舎 1972/06/26
4495 書籍 冷静な熱狂　美術論集 小川国夫　著 筑摩書房 1980/07/30
6418 書籍 若潮の頃 小川国夫　著 新潮社 1982/11/15
3928 書籍 私の聖書 小川国夫　著 岩波書店 1994/10/28
6311 書籍 ヴァン・ゴッホ 小川国夫　著 小沢書店 1986/11/20
10766 書籍 小川国夫の手紙　１９５１～１９７ 小川国夫　著／丹羽正　編著 麥書房 1977/06/05
10791 書籍 宗教論争 小川国夫　著／吉本隆明 小沢書店 1998/11/20
17966 書籍 彼の故郷　（文庫） 小川国夫　著／小川国夫　蔵 講談社 1977/07/15

10746 書籍
かくて耳開け　小川国夫対談集
（新装版）

小川国夫　著／島尾敏雄　ほ
か

集英社 1972/05/31

10763 書籍 夢と現実　六日間の対話 小川国夫　著／島尾敏雄　著 筑摩書房 1976/12/15
10768 書籍 彼に尋ねよ 小川国夫　著／藤枝静男　ほ 小沢書店 1977/11/20
3615 書籍 アポロンの島 小川国夫　著／藤枝静男　収 審美社 1967/07/10
3801 書籍 昼行燈ノート 小川国夫　著／藤枝静男　関 文芸春秋 1997/06/15
467 書籍 藤枝静男と私 小川国夫　著／藤枝静男　関 小沢書店 1993/11/20
6386 書籍 藤枝静男と私 小川国夫　著／藤枝静男　関 小沢書店 1993/11/20

19604

絵は
がき・
案内
はがき

アングレーム大聖堂　（絵はがき）
小川国夫　関連／小川国夫
蔵書

17381
雑書
類

故　島尾敏雄先生　葬儀ミサなら
びに告別式次第

小川国夫　関連／小川国夫
蔵書

不明 0000/00/00

19605

絵は
がき・
案内
はがき

サン・サヴァン・シュル・ガルタン
プ修道院　（絵はがき）

小川国夫　関連／小川国夫
蔵書

16956 書籍 一九五二年　一七歳
小川悦子　著／小川国夫　収
載／小川国夫　蔵書

沖積舎 1989/12/20

18220 書籍 ふるさと百話　第20巻
小川龍彦　ほか著／小川国夫
収載／小川国夫　蔵書

静岡新聞社 1978/02/03

18207 書籍 ふるさと百話　第4巻
小川龍彦　ほか著／小川国夫
蔵書

静岡新聞社 1972/02/01

18214 書籍 ふるさと百話　第11巻
小川龍彦　ほか著／小川国夫
関連／藤枝静男　関連／小川
国夫　蔵書

静岡新聞社 1974/10/01

18215 書籍 ふるさと百話　第11巻
小川龍彦　ほか著／小川国夫
関連／藤枝静男　関連／小川
国夫　蔵書

静岡新聞社 1974/10/01

17046 書籍 思い出のしずおか
小川龍彦　著／小川国夫　収
載／小川国夫　蔵書

中日新聞ショッ
パー社

1976/02/21

17139 書籍 思い出のしずおか
小川龍彦　著／小川国夫　収
載／小川国夫　蔵書

中日新聞ショッ
パー社

1976/02/21

17737 書籍
聖アンナ教会百年史　1878～
1978

小林元　著／小川国夫　関連
／小川国夫　蔵書

聖アンナ・藤枝カ
トリック教会

1978/11/26

16883 書籍 追悼　竹田京一
小林治助　編／竹田京一　関
連／小川国夫　関連／加藤ま
さを　関連

不明 2000/08/08

17598 書籍 ファン・ゴッホ書簡全集　第1巻
小林秀雄　ほか監修者／小川
国夫　蔵書

みすず書房 1974/12/20

17599 書籍 ファン・ゴッホ書簡全集　第2巻
小林秀雄　ほか監修者／小川
国夫　蔵書

みすず書房 1974/12/20

17600 書籍 ファン・ゴッホ書簡全集　第3巻
小林秀雄　ほか監修者／小川
国夫　蔵書

みすず書房 1975/03/20

17601 書籍 ファン・ゴッホ書簡全集　第4巻
小林秀雄　ほか監修者／小川
国夫　蔵書

みすず書房 1975/05/20

17602 書籍 ファン・ゴッホ書簡全集　第5巻
小林秀雄　ほか監修者／小川
国夫　蔵書

みすず書房 1975/06/20

17603 書籍 ファン・ゴッホ書簡全集　第6巻
小林秀雄　ほか監修者／小川
国夫　蔵書

みすず書房 1976/01/20

17725 書籍 新約聖書3　ヨハネ文書 小林稔　訳者／小川国夫　蔵 岩波書店 1995/08/21

17726 書籍
新約聖書4　パウロの名による書
簡　公同書簡　ヨハネの黙示録

小林稔　訳者／小川国夫　蔵
書

岩波書店 1996/02/20
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17666 書籍 室町能楽記 小林静雄　著／小川国夫　蔵 檜書店 1935/10/27

17938 書籍 夢人館1　フンデルトワッサー
小柳玲子　企画・編集／小川
国夫　蔵書

岩崎美術社 1988/11/01

18008 書籍 静岡の四季
小森孝之　監修／小川国夫
蔵書

国書刊行会 1981/06/01

17693 書籍 さりげなく北の街 小檜山博　著／小川国夫　蔵 河出書房新社 1994/06/24
17932 書籍 ヘタでいい　ヘタがいい 小池邦夫　著／小川国夫　蔵 風の碑社 1993/11/23

17779 書籍 小泉八雲集　（文庫）
小泉八雲　著／上田和夫　訳
／小川国夫　蔵書

新潮社 1975/03/15

16903
図録・
カタロ

夏目漱石展
小田切進　代表／小川国夫
収載／小川国夫　蔵書

日本近代文学館 1987/05/28

17224 書籍
日本の短編小説　昭和　下　（文
庫）

小田切進　編者／小川国夫
収載／小川国夫　蔵書

潮出版社 1973/08/20

17183 書籍
日本の短編小説　昭和　下　（文
庫）

小田切進　編／小川国夫　収
載／小川国夫　蔵書

潮出版社 1986/10/15

18088 書籍 帆艇
小田千馬木　著／小川国夫
蔵書

日本機動艇協会
「舵」発行所

1943/07/25

17520 書籍 詩集　ナフタリンの臭う場所
小長谷清実　著／小川国夫
蔵書

れんが書房 1981/06/30

18089 書籍 東海遠洋漁業株式会社三十年史
尾川昇　編纂者／小川国夫
蔵書

東海遠洋漁業株
式会社

1937/08/10

17047 書籍 地中海　文明と風土を訪ねて1
山と溪谷社　編集／小川国夫
収載／小川国夫　蔵書

山と溪谷社 1975/12/01

18085 書籍
シルクロード2　イラン・イラク・シリ
ア・トルコ

山と溪谷社　編集／小川国夫
蔵書

山と溪谷社 1973/12/01

18084 書籍 地中海　文明と風土を訪ねて2
山と溪谷社　編集／小川国夫
蔵書

山と溪谷社 1976/03/20

17866 書籍
毎日書道講座　第12巻　書の鑑
賞

山崎大抱　編者／小川国夫
関連／小川国夫　蔵書

毎日新聞社 1990/03/10

17651 書籍 日本の名著10　世阿弥
山崎正和　責任編集／小川国
夫　蔵書

中央公論社 1969/10/10

16811 書籍 文章論
山崎苳子　ほか編著者／小川
国夫　収載／小川国夫　蔵書

大阪芸術大学通
信教育部

2001/04/01

18107 書籍 新しきミューズ
山形和美　編者／小川国夫
蔵書

新教出版社 1987/05/20

17719 書籍 ガラリヤの道 山本七平　著／小川国夫　蔵 講談社 1984/09/25
17718 書籍 旧約の風景 山本七平　著／小川国夫　蔵 講談社 1982/10/15
17720 書籍 十字架への道 山本七平　著／小川国夫　蔵 講談社 1984/10/15
18028 書籍 聖書の常識 山本七平　著／小川国夫　蔵 講談社 1980/10/01

16957 書籍 日本の古典18　松尾芭蕉
山本健吉　訳者／小川国夫
収載／小川国夫　蔵書

河出書房新社 1972/08/29

17129 書籍 酒呑みに献げる本　続　（文庫）
山本容朗　著／小川国夫　収
載／小川国夫　蔵書

光文社 1985/12/20

17130 書籍 酒呑みに献げる本　続　（文庫）
山本容朗　著／小川国夫　収
載／小川国夫　蔵書

光文社 1985/12/20

17145 書籍 山本美智代印刷画集　銀鍍金
山本美智代　著／小川国夫
収載／小川国夫　蔵書

前衛社 1970/04/01

17782 書籍 平家物語　下　（文庫）
山田孝雄　校訂者／小川国夫
蔵書

岩波書店 1954/02/10

17547 書籍 ひきがえると月
山田幸平　著／小川国夫　関
連／小川国夫　蔵書

編集工房ノア 2001/11/10

17679 書籍 人間関係 山田智彦　著／小川国夫　蔵 福武書店 1987/02/16
18123 書籍 性の歪みに映るもの 岡庭昇　著／小川国夫　蔵書 青豹書房 1987/09/10

17623 書籍 飽食の予言 岡庭昇　著／小川国夫　蔵書
情報センター出
版局

1988/10/31

17615 書籍 一休伝説 岡松和夫　著／小川国夫　蔵 講談社 1991/04/20

16993 書籍 旅する作家たち
岡田喜秋　著／小川国夫　関
連／小川国夫　蔵書

牧羊社 1984/12/15

16999 書籍 私の文章作法
岡田喜秋　著／小川国夫　関
連／小川国夫　蔵書

ぎょうせい 1978/07/15

16991 書籍
静岡県の文学散歩　作家と名作
の里めぐり

岡田英雄　著／小川国夫　関
連／藤枝静男　関連／小川国
夫　蔵書

静岡新聞社 1977/03/10

16992 書籍
静岡県の文学散歩　作家と名作
の里めぐり

岡田英雄　著／小川国夫　関
連／藤枝静男　関連／小川国
夫　蔵書

静岡新聞社 1977/03/10
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17045 書籍 プリスマ　川村二郎をめぐる変奏
岡部仁　ほか著者／小川国夫
収載／小川国夫　蔵書

小沢書店 1991/10/15

17123 書籍 プリスマ　川村二郎をめぐる変奏
岡部仁　ほか著者／小川国夫
収載／小川国夫　蔵書

小沢書店 1991/10/15

17483 書籍 隠国 岩崎芳生　著／小川国夫　蔵 審美社 1985/04/17
17485 書籍 詩集　L氏への別れうた 岩崎芳生　著／小川国夫　蔵 樹海社 1988/11/19
17470 書籍 橋の眺め 岩崎芳生　著／小川国夫　蔵 審美社 1993/01/30
17482 書籍 水舟の空 岩崎芳生　著／小川国夫　蔵 審美社 1997/03/24

17487 書籍 詩集　金子光晴の墓、ほか
岩崎芳生　著／小川国夫　関
連／小川国夫　蔵書

崙の会 1998/12/08

17484 書籍 ほの昏きわが港
岩崎芳生　著／小川国夫　関
連／小川国夫　蔵書

思潮社 1996/02/25

18025 書籍 キリスト教入門 岩村信二　著／小川国夫　蔵 キリスト新聞社 1978/08/25

17993 書籍
EQUIPE DE CINEMA No.43　ルー
ドウィヒ

岩波律子　編集・発行人／小
川国夫　蔵書

岩波ホール 1980/11/08

17070 書籍
エッセイの贈りもの3　『図書』
1938-1998

岩波書店編集部　編者／小川
国夫　収載／小川国夫　蔵書

岩波書店 1999/05/26

18238 書籍 セザンヌの手紙 岩田満寿夫　／小川国夫　蔵 日下部書店 1942/07/20
17424 書籍 島尾敏雄私記 岩谷征捷　著／小川国夫　蔵 近代文學社 1992/09/01
17486 書籍 詩集　湾頭 岩﨑豊市　著／小川国夫　蔵 樹海社 1991/05/01
17510 書籍 詩集　湾頭 岩﨑豊市　著／小川国夫　蔵 樹海社 1991/05/01
17691 書籍 風間 岳信也　著／小川国夫　蔵書 彩流社 1987/04/10
17690 書籍 東京妖かし 岳信也　著／小川国夫　蔵書 河出書房新社 1990/12/10
17689 書籍 水の旅立ち 岳信也　著／小川国夫　蔵書 文藝春秋 1989/11/30

17387 書籍 島尾敏雄作品集5
島尾敏雄　著／小川国夫　収
載／小川国夫　蔵書

晶文社 1967/07/30

17418 書籍 夢の中での日常・死の棘
島尾敏雄　著／小川国夫　収
載／小川国夫　蔵書

ほるぷ出版 1985/08/01

17419 書籍 夢の中での日常・死の棘
島尾敏雄　著／小川国夫　収
載／小川国夫　蔵書

ほるぷ出版 1985/08/01

17375 書籍 内にむかう旅　島尾敏雄対談集 島尾敏雄　著／小川国夫　蔵 泰流社 1976/11/30
17376 書籍 硝子障子のシルエット 島尾敏雄　著／小川国夫　蔵 創樹社 1972/02/25
17377 書籍 帰巣者の憂鬱 島尾敏雄　著／小川国夫　蔵 みすず書房 1955/03/20
17379 書籍 月下の渦潮 島尾敏雄　著／小川国夫　蔵 沖積舎 1980/08/18
17380 書籍 現代の文学15　島尾敏雄 島尾敏雄　著／小川国夫　蔵 講談社 19973/10/16
17383 書籍 島尾敏雄作品集1 島尾敏雄　著／小川国夫　蔵 晶文社 1961/07/20
17384 書籍 島尾敏雄作品集2 島尾敏雄　著／小川国夫　蔵 晶文社 1961/09/20
17385 書籍 島尾敏雄作品集3 島尾敏雄　著／小川国夫　蔵 晶文社 1962/04/20
17386 書籍 島尾敏雄作品集4 島尾敏雄　著／小川国夫　蔵 晶文社 1961/07/20
17388 書籍 島尾敏雄詩集 島尾敏雄　著／小川国夫　蔵 深夜叢書社 1987/07/01

17390 書籍
島尾敏雄非小説集成　第1巻　南
島篇1

島尾敏雄　著／小川国夫　蔵
書

冬樹社 1973/02/28

17391 書籍
島尾敏雄非小説集成　第2巻　南
島篇2

島尾敏雄　著／小川国夫　蔵
書

冬樹社 1973/04/05

17392 書籍
島尾敏雄非小説集成　第3巻　南
島篇3

島尾敏雄　著／小川国夫　蔵
書

冬樹社 1973/05/10

17393 書籍
島尾敏雄非小説集成　第4巻　文
学篇1

島尾敏雄　著／小川国夫　蔵
書

冬樹社 1973/06/20

17396 書籍 島の果て 島尾敏雄　著／小川国夫　蔵 出版書肆パトリア 1957/07/15
17397 書籍 出発は遂に訪れず 島尾敏雄　著／小川国夫　蔵 新潮社 1964/02/29
17398 書籍 震洋発進 島尾敏雄　著／小川国夫　蔵 潮出版社 1987/07/30
17399 書籍 過ぎゆく時の中で 島尾敏雄　著／小川国夫　蔵 新潮社 1983/03/05
17400 書籍 続　日の移ろい 島尾敏雄　著／小川国夫　蔵 中央公論社 1986/08/26
17401 書籍 単独旅行者 島尾敏雄　著／小川国夫　蔵 真善美社 1948/10/30
17402 書籍 東北と奄美の昔ばなし 島尾敏雄　著／小川国夫　蔵 創樹社 1973/04/05
17403 書籍 日記抄 島尾敏雄　著／小川国夫　蔵 潮出版社 1981/06/25
17404 書籍 日本の作家 島尾敏雄　著／小川国夫　蔵 おりじん書房 1974/09/10
17405 書籍 日本の作家たち 島尾敏雄　著／小川国夫　蔵 沖積舎 1989/07/28
17406 書籍 日の移ろい 島尾敏雄　著／小川国夫　蔵 中央公論社 1976/11/30
17407 書籍 日のちぢまり 島尾敏雄　著／小川国夫　蔵 新潮社 1965/10/30
17408 書籍 日を繋げて 島尾敏雄　著／小川国夫　蔵 中央公論社 1968/07/05
17411 書籍 ヤポネシア考　島尾敏雄対談集 島尾敏雄　著／小川国夫　蔵 葦書房 1977/11/10
17412 書籍 ヤポネシア序説 島尾敏雄　著／小川国夫　蔵 創樹社 1977/02/24
17414 書籍 夢のかげを求めて　東欧紀行 島尾敏雄　著／小川国夫　蔵 河出書房新社 1975/03/25
17415 書籍 夢の系列 島尾敏雄　著／小川国夫　蔵 中央大学出版部 1971/11/15
17416 書籍 夢の系列 島尾敏雄　著／小川国夫　蔵 中央大学出版部 1971/11/15
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17417 書籍 夢の中での日常 島尾敏雄　著／小川国夫　蔵 講談社 1971/09/24
17420 書籍 幼年記　島尾敏雄初期作品集 島尾敏雄　著／小川国夫　蔵 弓立社 1973/11/30
17421 書籍 琉球弧の視点から 島尾敏雄　著／小川国夫　蔵 講談社 1969/02/20

17378 書籍 記夢志
島尾敏雄　著／小川国夫　関
連／小川国夫　蔵書

冥草社 1973/01/01

17389 書籍 島尾敏雄による島尾敏雄
島尾敏雄　著／小川国夫　関
連／小川国夫　蔵書

青銅社 1981/06/25

17394 書籍
島尾敏雄非小説集成　第5巻　文
学篇2

島尾敏雄　著／小川国夫　関
連／小川国夫　蔵書

冬樹社 1973/07/31

17395 書籍
島尾敏雄非小説集成　第6巻　文
学篇3

島尾敏雄　著／小川国夫　関
連／小川国夫　蔵書

冬樹社 1973/10/05

17409 書籍 南風のさそい
島尾敏雄　著／小川国夫　関
連／小川国夫　蔵書

泰流社 1978/12/12

17410 書籍 南島通信
島尾敏雄　著／小川国夫　関
連／小川国夫　蔵書

潮出版社 1976/10/25

17413 書籍 夢日記
島尾敏雄　著／小川国夫　関
連／小川国夫　蔵書

河出書房新社 1978/05/25

17422 書籍 私の文学遍歴
島尾敏雄　著／小川国夫　関
連／小川国夫　蔵書

未来社 1966/03/31

17636 書籍 誓子山脈の人々 島村正　著／小川国夫　蔵書 古川書房 1988/12/25

17125 書籍 島田修二歌集
島田修二　著／小川国夫　収
載／小川国夫　蔵書

国文社 1978/07/10

17207 書籍 島田修二歌集
島田修二　著／小川国夫　収
載／小川国夫　蔵書

国文社 1978/07/10

17859 書籍
国際科学技術博覧会　EXPO'85
集英社館ニューズ特別号

崎山祥一　発行人／小川国夫
蔵書

集英社国際科学
技術博覧会事務

1984/08/01

17634 書籍 稲作文化の世界観 嶋田義仁　著／小川国夫　蔵 平凡社 1998/03/18

17688 書籍 熱い神
川久保とくお　著／小川国夫
蔵書

日本随筆家協会 1985/09/25

16997 書籍 内部の季節の豊穣
川村二郎　著／小川国夫　関
連／小川国夫　蔵書

小沢書店 1978/09/20

17960 書籍 眠る故郷　工藤正広作品集 工藤正広　著／小川国夫　蔵 白馬書房 1980/01/10

17881 書籍
パステルナークの研究　詩人の
夏

工藤正広　著／小川国夫　蔵
書

北海道大学図書
刊行会

1988/02/25

14247 書籍 精選　国語1　新訂版
市古貞次　ほか著作者／小川
国夫　関連／小川国夫　蔵書

明治書院 1988/01/20

17908 書籍 市川正三－無言譜とその周辺 市川正三　著／小川国夫　蔵 不明 1990/08/00

16976 書籍 同時代の作家たち
庄司肇　著／小川国夫　関連
／小川国夫　蔵書

沖積舎 2001/10/10

17621 書籍 猿島の七日間 彦一彦　作・絵／小川国夫　蔵 福武書店 1990/08/30

17065 書籍
群像　日本の作家11　芥川龍之
介

後藤明生　ほか著／小川国夫
収載／小川国夫　蔵書

小学館 1991/04/10

18118 書籍 芭蕉古池伝説 復本一郎　著／小川国夫　蔵 大修館書店 1988/04/25

16967 書籍 詩集　再洗礼
徳重敏寛　著／小川国夫　収
載／小川国夫　蔵書

武蔵野書房 1988/12/24

18035 書籍 旧約聖書の悪妻たち 志村武　著／小川国夫　蔵書 ナツメ社 1980/04/15

16958 書籍
現代日本文学大系34　志賀直哉
集

志賀直哉　著／小川国夫　収
載／藤枝静男　収載／小川国
夫　蔵書

筑摩書房 1968/11/15

17052 書籍 志賀直哉全集　第１巻
志賀直哉　著／小川国夫　収
載／藤枝静男　収載／小川国
夫　蔵書

岩波書店 1973/05/18

17650 書籍 観阿弥と世阿弥
戸井田道三　著／小川国夫
蔵書

岩波書店 1972/07/10

17657 書籍 狂言　落魄した神々の変貌
戸井田道三　著／小川国夫
蔵書

平凡社 1973/04/16

17643 書籍 能芸論
戸井田道三　著／小川国夫
蔵書

勁草書房 1973/05/01

17654 書籍 新日本謠曲物語 戸川秋骨　著／小川国夫　蔵 謠曲界発行所 1940/11/15

18205 書籍 ふるさと百話　第2巻
戸田山瀚　ほか著／小川国夫
蔵書

静岡新聞社 1974/01/20

18206 書籍 ふるさと百話　第3巻
戸田山瀚　ほか著／小川国夫
蔵書

静岡新聞社 1973/01/25

18218 書籍 ふるさと百話　第13巻
戸田山瀚　ほか著／藤枝静男
収載／小川国夫　蔵書

静岡新聞社 1975/04/15

17671 書籍 歴史文化都市への飛翔 戸谷松司　著／小川国夫　蔵 龍田市太郎 1993/10/01
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17160 書籍 世界の遺産　姫路城
播磨学研究所　編／小川国夫
収載／小川国夫　蔵書

神戸新聞総合出
版センター

1994/08/20

16975 書籍 書き出し美術館
教育社編集部　編者／小川国
夫　関連／小川国夫　蔵書

教育社 1989/11/30

17002 書籍
NHK趣味の手帳より　本とその周
辺

文化出版局編集部　編者／小
川国夫　関連／小川国夫　蔵

文化出版局 1977/04/20

16884
図録・
カタロ

駿府城　平成の天守よ甦れ
文化環境計画研究所　編／小
川国夫　収載／小川国夫　蔵

駿府城再建準備
委員会

1996/03/00

17092 書籍 無名時代の私　（文庫）
文藝春秋　編者／小川国夫
収載／小川国夫　蔵書

文芸春秋 1995/03/10

17127 書籍 動物との日々　（文庫）
文藝春秋　編／小川国夫　収
載／小川国夫　蔵書

文芸春秋 1993/04/10

17128 書籍 動物との日々　（文庫）
文藝春秋　編／小川国夫　収
載／小川国夫　蔵書

文芸春秋 1993/04/10

17678 書籍
耳ぶくろ　'88年版ベスト・エッセイ
集

日本エッセイスト・クラブ　編者
／小川国夫　蔵書

文藝春秋 1983/08/01

18043 書籍 遙かなるものへの憧憬
日本キリスト教文学会　編者
／小川国夫　蔵書

笠間書院 1982/04/10

17168 書籍
Japanese　Literature　Today
No.13　MARCH　 1995年

日本ペンクラブ　発行／小川
国夫　収載／小川国夫　蔵書

日本ペンクラブ 1988/04/00

17167 書籍
japanese　literature　today／
litterature　japonaise
d'aujourd'hui　No.20　1995年

日本ペンクラブ　発行／小川
国夫　収載／小川国夫　蔵書

日本ペンクラブ 1995/00/00

17233 書籍 純愛小説名作選　（文庫）
日本ペンクラブ　編者／小川
国夫　収載／小川国夫　蔵書

集英社 1979/05/25

17180 書籍 国宝への旅7　西海風韻
日本放送出版協会　編者／小
川国夫　収載／小川国夫　蔵

日本放送出版協
会

1997/05/20

18186 書籍
私の好きな美術館　ＮＨＫ日曜美
術館から

日本放送出版協会　編／小川
国夫　収載／小川国夫　蔵書

日本放送出版協
会

1993/05/30

17260 書籍 NHK歴史と人間5
日本放送協会　編者／小川国
夫　収載／小川国夫　蔵書

日本放送出版協
会

1978/09/20

17261 書籍 NHK歴史と人間5
日本放送協会　編者／小川国
夫　収載／小川国夫　蔵書

日本放送出版協
会

1978/09/20

17013 書籍
NHK　高校現代国語3　通信高校
講座　1978年度

日本放送協会　編集／小川国
夫　関連／小川国夫　蔵書

日本放送出版協
会

1978/04/01

14245 書籍
NHK通信高校講座　高校現代国
語3　1979年度

日本放送協会　編集／小川国
夫　関連／小川国夫　蔵書

日本放送出版協
会

1979/04/01

14246 書籍
NHK通信高校講座　高校現代国
語3　1979年度　教材本文

日本放送協会　編集／小川国
夫　関連／小川国夫　蔵書

日本放送出版協
会

1979/04/01

17095 書籍
日本文学研究大成　芥川龍之介
2

日本文学研究大成刊行会　監
修／小川国夫　収載／小川国
夫　蔵書

国書刊行会 1995/09/27

17229 書籍
日本文学研究資料叢書　志賀直
哉

日本文学研究資料刊行会　編
者／小川国夫　収載／小川国
夫　蔵書

有精堂出版 1970/06/10

17126 書籍 文学　1987
日本文芸家協会　編纂者／小
川国夫　収載／小川国夫　蔵

講談社 1987/04/20

17067 書籍 文学　1988
日本文芸家協会　編纂者／小
川国夫　収載／小川国夫　蔵

講談社 1988/04/18

18304 書籍 文学　1995
日本文芸家協会　編纂者／小
川国夫　収載／小川国夫　蔵

講談社 1995/04/20

17188 書籍 文学　1996
日本文芸家協会　編纂者／小
川国夫　収載／小川国夫　蔵

講談社 1996/04/20

17189 書籍 文学　1999
日本文芸家協会　編纂者／小
川国夫　収載／小川国夫　蔵

講談社 1999/04/20

17186 書籍 文学　1973
日本文芸家協会　編纂者／小
川国夫　収載／藤枝静男　収
載／小川国夫　蔵書

講談社 1973/06/20

17187 書籍 文学　1974
日本文芸家協会　編纂者／小
川国夫　収載／藤枝静男　収
載／小川国夫　蔵書

講談社 1974/05/20

16932 書籍 文学選集37　昭和47年版
日本文芸家協会　編纂／小川
国夫　収載／小川国夫　蔵書

講談社 1972/05/12

16930 書籍 文学選集32　昭和42年版
日本文芸家協会　編纂／小川
国夫　収載／藤枝静男　収載
／小川国夫　蔵書

講談社 1967/05/10
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16931 書籍 文学選集35　昭和45年版
日本文芸家協会　編纂／小川
国夫　収載／藤枝静男　関連
／小川国夫　蔵書

講談社 1970/05/28

17093 書籍 大きなお世話　エッセイ'96
日本文芸家協会　編者／小川
国夫　収載／小川国夫　蔵書

光村図書出版 1996/07/20

17220 書籍 新茶とアカシア
日本文芸家協会　編者／小川
国夫　収載／小川国夫　蔵書

光村図書出版 2001/06/25

17032 書籍 待ち遠しい春　エッセイ'97
日本文芸家協会　編者／小川
国夫　収載／小川国夫　蔵書

光村図書出版 1997/07/10

17069 書籍 夜となく昼となく　エッセイ'98
日本文芸家協会　編者／小川
国夫　収載／小川国夫　蔵書

光村図書出版 1998/07/10

17222 書籍
現代短編名作選8　1966-1968
（文庫）

日本文芸家協会　編者／小川
国夫　収載／藤枝静男　収載
／小川国夫　蔵書

講談社 1980/03/15

17223 書籍
現代短編名作選8　1966-1968
（文庫）

日本文芸家協会　編者／小川
国夫　収載／藤枝静男　収載
／小川国夫　蔵書

講談社 1980/03/15

18002
図録・
カタロ

田村耕一回顧展
日本経済新聞社　編集・発行
／小川国夫　蔵書

日本経済新聞社 1990/00/00

18055 書籍
共同訳聖書の固有名詞の日本語
表記　旧約聖書

日本聖書協会　発行／小川国
夫　蔵書

日本聖書協会 1980/01/00

18063 書籍 聖書翻訳研究　No.12 1976年2月
日本聖書協会　発行／小川国
夫　蔵書

日本聖書協会 1976/02/00

18064 書籍 聖書　新共同訳について
日本聖書協会　発行／小川国
夫　関連／小川国夫　蔵書

日本聖書協会 1987/09/15

17744 書籍
聖書翻訳研究　No.15 1978年10
月

日本聖書協会　編／小川国夫
蔵書

日本聖書協会 1978/10/00

17745 書籍 聖書翻訳研究　No.16 1979年6月
日本聖書協会　編／小川国夫
蔵書

日本聖書協会 1979/06/00

17094 書籍 人生の僅かな時間
日本近代文学館　編者／小川
国夫　収載／藤枝静男　収載
／小川国夫　蔵書

小学館 1998/01/10

17063 書籍 日本の名随筆　別巻21　巡礼
早坂暁　編者／小川国夫　収
載／藤枝静男　収載／小川国
夫　蔵書

作品社 1992/11/25

16612 書籍
現代国語研究資料　作家・作品
論集1

旺文社　編者／小川国夫　関
連／小川国夫　蔵書

旺文社 1976/03/25

16613 書籍
現代国語研究資料　作家・作品
論集1

旺文社　編者／小川国夫　関
連／小川国夫　蔵書

旺文社 1976/03/25

18087 書籍 大奄美史 昇曙夢　著／小川国夫　蔵書 奄美社 1949/12/25

18199 書籍
自分の著作について語る21人の
大家　（上）

明治書院教科書編集部　編者
／小川国夫　収載／小川国夫
蔵書

明治書院 1997/05/20

17372 書籍 埴谷雄高論 月村敏行　著／小川国夫　蔵 講談社 1978/03/24

18208 書籍 ふるさと百話　第5巻
望月茂　ほか著／小川国夫
蔵書

静岡新聞社 1972/05/01

18211 書籍 ふるさと百話　第8巻
望月董弘　ほか著／小川国夫
蔵書

静岡新聞社 1973/02/01

18024 書籍 修道院 朝倉文市　著／小川国夫　蔵 講談社 1995/09/14

17082 書籍 自分と出会う
朝日新聞「こころ」のページ
編者／小川国夫　収載／小川
国夫　蔵書

朝日新聞社 1990/04/20

17083 書籍 自分と出会う
朝日新聞「こころ」のページ
編者／小川国夫　収載／小川
国夫　蔵書

朝日新聞社 1990/07/10

18231
図録・
カタロ

尾張徳川家　能楽名宝
朝日新聞大阪本社企画部　図
録編集／小川国夫　蔵書

朝日新聞大阪本
社企画部

1988/00/00

17939
図録・
カタロ

第6回宮本三郎記念賞　大沼映
夫展

朝日新聞東京本社企画第1部
編集／小川国夫　蔵書

朝日新聞東京本
社企画第1部

1988/00/00

16835
図録・
カタロ
グ

司修　挿画展図録　小川国夫『悲
しみの港』

朝日新聞東京本社文化企画
局企画第一部　編集／小川国
夫　収載／小川国夫　蔵書

朝日新聞社 1993/00/00

16836
図録・
カタロ
グ

司修　挿画展図録　小川国夫『悲
しみの港』

朝日新聞東京本社文化企画
局企画第一部　編集／小川国
夫　収載／小川国夫　蔵書

朝日新聞社 1993/00/00
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17852
図録・
カタロ

バルチュス展
朝日新聞社　ほか編集／小川
国夫　蔵書

朝日新聞社 1984/00/00

17853
図録・
カタロ

バルチュス展
朝日新聞社　ほか編集／小川
国夫　蔵書

朝日新聞社 1984/00/00

16971 書籍 新人国記1
朝日新聞社　編／小川国夫
関連／藤枝静男　関連／小川
国夫　蔵書

朝日新聞社 1982/09/30

18192 書籍 しずおかの顔100人
朝日新聞静岡支局　編著者／
小川国夫　関連／小川国夫

羽衣出版 1998/07/25

17203 書籍
奇抜の人－埴谷雄高のことを27
人はこう語った－

木村俊介　著／小川国夫　収
載／小川国夫　蔵書

平凡社 1999/02/19

17728 書籍
旧約聖書概説　第20巻　信徒の
ための聖書講解－旧約

木田献一　著／小川国夫　蔵
書

聖文舎 1983/05/20

17108 書籍 日本の名随筆32　魚
末廣恭雄　編者／小川国夫
収載／小川国夫　蔵書

作品社 1985/06/25

17428 書籍 『白樺』派の作家と作品 本多秋五　著　／小川国夫 未来社 1968/09/15
17429 書籍 戦後文学史論 本多秋五　著／小川国夫　蔵 新潮社 1971/10/25
17430 書籍 戦後文学の作家と作品 本多秋五　著／小川国夫　蔵 冬樹社 1971/12/15
17431 書籍 戦時戦後の先行者たち 本多秋五　著／小川国夫　蔵 晶文社 1963/09/01
17432 書籍 増補『戦争と平和』論 本多秋五　著／小川国夫　蔵 冬樹社 1970/10/30
17437 書籍 続物語戦後文学史 本多秋五　著／小川国夫　蔵 新潮社 1962/11/30
17433 書籍 トルストイ論集 本多秋五　著／小川国夫　蔵 武蔵野書房 1988/01/31

17427 書籍 一閃の光
本多秋五　著／藤枝静男　関
連／小川国夫　蔵書

筑摩書房 1993/08/25

17434 書籍 古い記憶の井戸
本多秋五　著／藤枝静男　関
連／小川国夫　蔵書

武蔵野書房 1982/05/30

17435 書籍 物語戦後文学史
本多秋五　著／藤枝静男　関
連／小川国夫　蔵書

新潮社 1960/12/10

17436 書籍 物語戦後文学史　完結編
本多秋五　著／藤枝静男　関
連／小川国夫　蔵書

1965/06/30

17467 書籍 句集　淡青 本宮鼎三　著／小川国夫　蔵 深夜叢書 1988/11/03

17147 書籍 能観賞入門
本田欽三　企画／小川国夫
収載／小川国夫　蔵書

淡交社 1981/12/14

16831
図録・
カタロ

杉村孝作品集
杉村孝　著／小川国夫　収載
／小川国夫　蔵書

不明 0000/00/00

16832
図録・
カタロ

杉村孝作品集
杉村孝　著／小川国夫　収載
／小川国夫　蔵書

不明 0000/00/00

16833
図録・
カタロ

杉村孝作品集
杉村孝　著／小川国夫　収載
／小川国夫　蔵書

不明 0000/00/00

16834
図録・
カタロ

杉村孝作品集
杉村孝　著／小川国夫　収載
／小川国夫　蔵書

不明 0000/00/00

17635 書籍 東海道五十三次抄
杉浦明平　著／小川国夫　蔵
書

オリジン出版セン
ター

1994/02/20

17525 書籍 詩集　岸の倫理 李沂東　著／小川国夫　蔵書 風社 1988/10/15
17571 書籍 落葉 村山暁生　著／小川国夫　蔵 1990/10/19

18156
図録・
カタロ

ピエール・ボナール展　1980年
村木明　監修／小川国夫　蔵
書

読売新聞社 1980/00/00

17677 書籍 あぢさゐ供養頌 村松定孝　著／小川国夫　蔵 新潮社 1988/06/05
17994 書籍 ルートヴィヒ 村田經和　著／小川国夫　蔵 劇書房 1981/10/25

17869
図録・
カタロ

佐伯祐三展
東京国立近代美術館　著／小
川国夫　蔵書

朝日新聞社 1978/00/00

18026 書籍 霊の賛歌
東京女子跣足カルメル会　訳
／小川国夫　蔵書

ドン・ボスコ社 1974/08/22

18157
図録・
カタロ

ルドン展カタログ
東京新聞　編集・発行／小川
国夫　蔵書

東京新聞 1980/00/00

14258 書籍 新詳説　国語便覧
東京書籍　発行者／小川国夫
関連／小川国夫　蔵書

東京書籍 1995/02/01

16961 書籍 写真集　作家の肖像
東販「新刊ニュース」　編者／
小川国夫　関連／小川国夫

影書房 1987/06/30

16962 書籍 写真集　作家の肖像
東販「新刊ニュース」　編者／
小川国夫　関連／小川国夫

影書房 1987/06/30

17865 書籍 日本の美術9　第100号　雪舟 松下隆章　編／小川国夫　蔵 至文堂 1974/09/15

17981 書籍
世界文学全集1　ホメロス／アポ
ロニオス

松平千秋　ほか訳／小川国夫
蔵書

講談社 1982/06/01

17604 書籍 彼岸花－魅力ある男たちへの鎮 松本慶子　著／小川国夫　蔵 青娥書房 1989/10/05
17879 書籍 アウグスティヌス 松村克己　著／小川国夫　蔵 弘文堂書房 1947/06/10
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17710 書籍 近畿キリシタン史話 松田毅一　著／小川国夫　蔵 中央出版 1949/06/05

17026 書籍 砂の上の黒い太陽
林栄美子　編者／小川国夫
収載／小川国夫　蔵書

人文書院 1996/11/10

17121 書籍 句集　岸の黄
柚木紀子　著／小川国夫　収
載／小川国夫　蔵書

角川書店 1990/12/02

17515 書籍 句集　岸の黄
柚木紀子　著／小川国夫　収
載／小川国夫　蔵書

角川書店 1990/12/02

16938 書籍 句集　麵麭の韻
柚木紀子　著／小川国夫　収
載／小川国夫　蔵書

角川書店 1999/09/10

16959 書籍 句集　麵麭の韻
柚木紀子　著／小川国夫　収
載／小川国夫　蔵書

角川書店 1994/09/10

17539 書籍 世界の聖域15　シャルトルの大聖 柳宗玄　著／小川国夫　蔵書 講談社 1980/05/20

17540 書籍
世界の聖域16　サンティヤゴの巡
礼路

柳宗玄　著／小川国夫　蔵書 講談社 1980/07/20

17780 書籍 生さぬ仲 柳川春葉　著／小川国夫　蔵 中央公論社 1934/09/25
18116 書籍 牧野信一　イデアの猟人 柳沢孝子　著／小川国夫　蔵 小沢書店 1990/05/20

18187 書籍 柴田南雄　歌垣
柴田南雄　作曲／小川国夫
収載／小川国夫　蔵書

全音楽譜出版社 1989/07/25

18188 書籍 柴田南雄　歌垣
柴田南雄　作曲／小川国夫
収載／小川国夫　蔵書

全音楽譜出版社 1989/07/25

18189 書籍 柴田南雄　歌垣
柴田南雄　作曲／小川国夫
収載／小川国夫　蔵書

全音楽譜出版社 1989/07/25

16867
図録・
カタロ
グ

ルリユール　栃折久美子個展パ
ンフレット

栃折久美子　編集・レイアウト
／小川国夫　収載／小川国夫
蔵書

不明 1975/00/00

17819 書籍 歌集　香木 桜井淑　著／小川国夫　蔵書 新声社 1983/08/25
18143 書籍 伊藤整 桶谷秀昭　著／小川国夫　蔵 新潮社 1994/04/15
18138 書籍 昭和精神史 桶谷秀昭　著／小川国夫　蔵 文藝春秋 1992/06/25
17990 書籍 ドストエフスキイ 桶谷秀昭　著／小川国夫　蔵 河出書房新社 1978/11/10

17202 書籍 仰ぎ見る富士は永遠
梅原龍三郎　ほか著／小川国
夫　収載／藤枝静男　収載／
小川国夫　蔵書

作品社 1988/10/10

18240 書籍 世界の美術23　ピカソ
梅原龍三郎　ほか責任編集者
／小川国夫　蔵書

河出書房新社 1963/12/18

17201 書籍
高校生のための文章読本　御採
用見本

梅田卓夫　ほか編／小川国夫
収載／小川国夫　蔵書

筑摩書房 1986/03/25

18000
図録・
カタロ

大沼映夫　ドローイング展
梅田画廊　編集／小川国夫
蔵書

不明 1986/06/10

17676 書籍 朝までに 森内俊雄　著／小川国夫　蔵 福武書店 1984/01/15
17675 書籍 晒し井 森内俊雄　著／小川国夫　蔵 講談社 1997/05/30
17674 書籍 谷川の水を求めて 森内俊雄　著／小川国夫　蔵 河出書房新社 1994/07/20
17696 書籍 風船ガムの少女 森内俊雄　著／小川国夫　蔵 福武書店 1988/08/05

18134 書籍
森川達也評論集成5　折々の発
言　エッセイ・時評ほか

森川達也　著／小川国夫　収
載／小川国夫　蔵書

審美社 1997/04/30

17426 書籍 島尾敏雄論 森川達也　著／小川国夫　蔵 審美社 1965/10/21
17370 書籍 埴谷雄高論 森川達也　著／小川国夫　蔵 審美社 1968/09/30

16945 書籍 森有正全集　第1巻
森有正　著／小川国夫　収載
／小川国夫　蔵書

筑摩書房 1978/06/26

17234 書籍
世界　知の旅1　神々とエーゲ海
の誘惑　ギリシア

森本哲郎　編集責任／小川国
夫　収載／小川国夫　蔵書

小学館 1987/01/10

17158 書籍
世界　知の旅6　情熱の光　哀愁
の影　スペイン

森本哲郎　責任編集／小川国
夫　収載／小川国夫　蔵書

小学館 1986/04/20

18080 書籍
世界　知の旅4　砂漠と華麗なる
神秘　アラビア

森本哲郎　責任編集／小川国
夫　蔵書

小学館 1987/02/10

18081 書籍
世界　知の旅5　永遠の美の光芒
イタリア

森本哲郎　責任編集／小川国
夫　蔵書

小学館 1987/02/10

17647 書籍 能のおもて
森田拾史郎　編者／小川国夫
蔵書

芳賀書店 1976/07/10

17078 書籍 読書日録大全
植田康夫　編者／小川国夫
関連／小川国夫　蔵書

講談社 1989/12/10

17214 書籍
現代日本キリスト教文学全集　17
聖書の世界

椎名麟三　ほか著／小川国夫
収載／小川国夫　蔵書

教文館 1974/04/10

17215 書籍
現代日本キリスト教文学全集　18
キリスト教と文学

椎名麟三　ほか著／小川国夫
収載／小川国夫　蔵書

教文館 1974/07/20

17211 書籍
現代日本キリスト教文学全集  9
幼年と青春

椎名麟三　ほか著／小川国夫
収載／小川国夫　蔵書

教文館 1973/06/20
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17613 書籍 忘れなば抄 椎窓猛　著／小川国夫　蔵書 梓書院 1999/09/01
18045 書籍 イスラエルの歴史 榊原康夫　著／小川国夫　蔵 小峯書店 1976/08/20

16942 書籍 詩集　獐鹿の歌
横塚光雄　著／小川国夫　収
載／小川国夫　蔵書

河出書房新社 1977/12/15

16943 書籍 詩集　獐鹿の歌
横塚光雄　著／小川国夫　収
載／小川国夫　蔵書

河出書房新社 1977/12/15

16988 書籍 明虹倶楽部作品集　明虹60
橋本清一郎　監修／小川国夫
肖像写真／小川国夫　蔵書

明虹倶楽部 1989/10/01

16989 書籍 人生旅人　橋本清一郎作品集
橋本清一郎　著／小川国夫
関連／小川国夫　蔵書

アート写真室 1989/10/00

17523 書籍 正津勉詩集
正津勉　著／小川国夫　収載
／小川国夫　蔵書

思潮社 1982/08/01

17524 書籍 詩集　冬の旅 正津勉　著／小川国夫　蔵書 河出書房新社 1988/09/30

17669 書籍 能楽大辞典
正田章次郎　著／小川国夫
蔵書

吉川弘文館 1908/11/05

17673 書籍 銀座は緑なりき
武田勝彦　ほか著／小川国夫
蔵書

六興出版 1988/10/20

17113 書籍 立原正秋　人と文学
武田勝彦　編著者／小川国夫
収載／小川国夫　蔵書

創林社 1981/07/20

17458 書籍 立原文学への道
武田勝彦　編著者／小川国夫
関連／小川国夫　蔵書

創林社 1982/10/25

18127 書籍 極北の旋律　八木義徳の世界 武田友寿　著／小川国夫　蔵 中西出版 1988/06/10
18141 書籍 遠藤周作の文学 武田友寿　著／小川国夫　蔵 聖文舎 1975/09/01
18137 書籍 この人を見よ　私の小林秀雄 武田友寿　著／小川国夫　蔵 教文社 1987/04/10

17019 書籍 救魂の文学
武田友寿　著／小川国夫　関
連／小川国夫　蔵書

講談社 1974/06/28

18303 書籍 作家の印象
武田友寿　著／小川国夫　／
小川国夫　蔵書

中央出版社 1976/10/05

17106 書籍 「死霊」論　頭蓋のシンフォニイ
武田泰淳　ほか著／小川国夫
収載／小川国夫　蔵書

洋泉社 1985/05/25

18190 書籍
近代日本キリスト教文学全集　第
8巻

武藤富男　発行者／小川国夫
収載／小川国夫　蔵書

教文館 1974/10/10

18191 書籍
近代日本キリスト教文学全集　第
8巻

武藤富男　発行者／小川国夫
収載／小川国夫　蔵書

教文館 1974/10/10

17044 書籍 ふるさと文学館　第55巻　海外編
水上勉　ほか監修者／小川国
夫　収載／小川国夫　蔵書

ぎょうせい 1995/09/15

17043 書籍 ふるさと文学館　第26巻　静岡
水上勉　ほか監修者／小川国
夫　収載／藤枝静男　収載／
小川国夫　蔵書

ぎょうせい 1994/12/15

16939 書籍 パリ東駅から
永江史朗　　著／小川国夫
収載／小川国夫　蔵書

黒船出版 1981/04/15

17066 書籍 群像　日本の作家22　遠藤周作
江藤淳　ほか著／小川国夫
収載／小川国夫　蔵書

小学館 1991/08/10

16827
図録・
カタロ

木村一生の世界
池田20世紀美術館　企画／小
川国夫　収載／小川国夫　蔵

池田20世紀美術
館

1989/06/01

16837
図録・
カタロ

司修の世界展
池田20世紀美術館　企画／小
川国夫　収載／小川国夫　蔵

池田20世紀美術
館

1986/00/00

17934
図録・
カタロ

新表現展　8人の鬼才たち
池田20世紀美術館　企画／小
川国夫　蔵書

池田20世紀美術
館

1985/00/00

18003
図録・
カタロ

針生鎮郎の世界
池田20世紀美術館　企画／小
川国夫　蔵書

池田20世紀美術
館

1990/00/00

17597 書籍 巡礼の道絵巻 池田宗弘　著／小川国夫　蔵 形文社 1990/07/25

16934 書籍 四季八十彩　日本人の衣食住
池田彌三郎　監修／小川国夫
収載／藤枝静男　収載／小川
国夫　蔵書

日清製粉 1980/05/03

18014
図録・
カタロ

MASUO IKEDA STAEMPFLI
池田満寿夫　著／小川国夫
蔵書

不明 1974/00/00

17936 書籍
池田満寿夫水彩画カレンダー
1975年

池田満寿夫　著／小川国夫
蔵書

南天子画廊 1975/00/00

18158 書籍 池田満寿夫の陶芸3
池田満寿夫　著／小川国夫
蔵書

美術出版社 1990/01/20

16985 書籍 顔カオカオス　池谷俊一写真集
池谷俊一　著／小川国夫　収
載／小川国夫　蔵書

主婦の友社 1990/12/06

17783 書籍 萩原朔太郎詩集　（文庫）
河上徹太郎　編者／小川国夫
蔵書

新潮社 1989/10/25
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17617 書籍 告発屋さがし
河野修一郎　著／小川国夫
蔵書

集英社 1989/05/25

17085 書籍 河野多惠子全集　第3巻
河野多惠子　著／小川国夫
収載／小川国夫　蔵書

新潮社 1995/02/10

16769 書籍 沼津　（中学校編）
沼津市教育委員会　著／小川
国夫　蔵書

蘭契社書店 1965/04/10

17079 書籍 遠藤周作の研究
泉秀樹　編者／小川国夫　収
載／小川国夫　蔵書

実業之日本社 1979/06/25

17707 書籍 かがやく水の時代 津島佑子　著／小川国夫　蔵 新潮社 1994/05/25

17143 書籍 津田季穂画集
津田季穂　画／小川国夫　収
載／小川国夫　蔵書

高宮画廊 1980/07/10

18162 書籍 津田季穂画集
津田季穂　監修／小川国夫
蔵書

ベニウズ 1968/11/23

18146 書籍
川端文学　花を描く　牧進展
1988

浅木正勝　ほか企画／小川国
夫　関連／小川国夫　蔵書

浅木丸栄堂 1988/03/00

18224 書籍 新映画事典
浅沼圭司　ほか編集／小川国
夫　蔵書

美術出版社 1980/09/20

17917
図録・
カタロ

浦上蒼穹堂　10周年展
浦上蒼穹堂　発行／小川国夫
蔵書

浦上蒼穹堂 1989/00/00

17632 書籍 おどける父 浦野興治　著／小川国夫　蔵 青弓社 1989/11/15

18202 書籍 表現者の肖像
海田悠　写真／小川国夫　収
載／小川国夫　蔵書

マルチ　グラ
フィックス

2000/01/01

17142 書籍 海野光弘全作品集
海野光弘全作品集委員会　企
画編集／小川国夫　収載／小
川国夫　蔵書

海野光弘全作品
集委員会事務局

1984/11/23

17171 書籍
静岡県の昭和史　近代百年の記
録　上下巻

海野福寿　編／小川国夫　収
載／小川国夫　蔵書

毎日新聞社 1983/09/30

16978 書籍 新文芸読本　芥川龍之介
清水勝　発行者／小川国夫
収載／小川国夫　蔵書

河出書房新社 1990/07/31

18196 書籍 文芸読本　松尾芭蕉
清水勝　発行者／小川国夫
収載／小川国夫　蔵書

河出書房新書 1978/02/26

18197 書籍 人生読本　友だち
清水勝　発行者／小川国夫
収載／藤枝静男　収載／小川
国夫　蔵書

河出書房新社 1979/10/15

18198 書籍 人生読本　旅
清水勝　発行者／小川国夫
収載／藤枝静男　関連／小川
国夫　蔵書

河出書房新社 1980/03/15

17738 書籍 マルコ福音書講解説教1 渡辺信夫　著／小川国夫　蔵 新教出版 1980/03/20
17739 書籍 マルコ福音書講解説教2 渡辺信夫　著／小川国夫　蔵 新教出版 1978/08/20

18104 書籍 はしばみの詩
渡辺外喜三郎　著／小川国夫
蔵書

勘奈庵 1987/12/10

17238 書籍 時間の部屋
渡辺守章　著／小川国夫　収
載／小川国夫　蔵書

朝日出版社 1980/12/25

17239 書籍 時間の部屋
渡辺守章　著／小川国夫　収
載／小川国夫　蔵書

朝日出版社 1980/12/25

17642 書籍 仮面と身体 渡辺守章　著／小川国夫　蔵 朝日出版社 1978/05/01
18115 書籍 島崎藤村を読み直す 渡辺廣士　著／小川国夫　蔵 創樹社 1994/06/25
17926 書籍 死後の世界 渡辺照宏　著／小川国夫　蔵 岩波書店 1961/10/30
17541 書籍 渡部雄吉写真集　STAINED 渡部雄吉　著／小川国夫　蔵 主婦と生活社 1972/10/15

17498 書籍 滝沢の田遊び
滝沢八坂神社田遊び保存会
発行者／小川国夫　蔵書

滝沢八坂神社田
遊び保存会

1979/03/31

17658 書籍 校注　世間胸算用 潁原退蔵　著／小川国夫　蔵 明治書院 1951/05/30

17461 書籍 遊子の誘惑　小川国夫写真集2
澤本行央　編集発行者／小川
国夫　収載／藤枝静男　関連
／小川国夫　蔵書

澤本行央 1992/03/31

17462 書籍 遊子の誘惑　小川国夫写真集2
澤本行央　編集発行者／小川
国夫　収載／藤枝静男　関連
／小川国夫　蔵書

澤本行央 1992/03/31

17463 書籍 遊子の誘惑　小川国夫写真集2
澤本行央　編集発行者／小川
国夫　収載／藤枝静男　関連
／小川国夫　蔵書

澤本行央 1992/03/31

16888 書籍 遊子の誘惑　小川国夫写真集
澤本行央　編集／小川国夫
収載／藤枝静男　関連／小川
国夫　蔵書

澤本行央 1989/11/28
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16889 書籍 遊子の誘惑　小川国夫写真集
澤本行央　編集／小川国夫
収載／藤枝静男　関連／小川
国夫　蔵書

澤本行央 1989/11/28

16890 書籍 遊子の誘惑　小川国夫写真集
澤本行央　編集／小川国夫
収載／藤枝静男　関連／小川
国夫　蔵書

澤本行央 1989/11/28

16891 書籍 遊子の誘惑　小川国夫写真集
澤本行央　編集／小川国夫
収載／藤枝静男　関連／小川
国夫　蔵書

澤本行央 1989/11/28

16892 書籍 遊子の誘惑　小川国夫写真集
澤本行央　編集／小川国夫
収載／藤枝静男　関連／小川
国夫　蔵書

澤本行央 1989/11/28

16893 書籍 遊子の誘惑　小川国夫写真集
澤本行央　編集／小川国夫
収載／藤枝静男　関連／小川
国夫　蔵書

澤本行央 1989/11/28

16894 書籍 遊子の誘惑　小川国夫写真集
澤本行央　編集／小川国夫
収載／藤枝静男　関連／小川
国夫　蔵書

澤本行央 1989/11/28

16895 書籍 遊子の誘惑　小川国夫写真集
澤本行央　編集／小川国夫
収載／藤枝静男　関連／小川
国夫　蔵書

澤本行央 1989/11/28

16896 書籍 遊子の誘惑　小川国夫写真集
澤本行央　編集／小川国夫
収載／藤枝静男　関連／小川
国夫　蔵書

澤本行央 1989/11/28

16897 書籍 遊子の誘惑　小川国夫写真集
澤本行央　編集／小川国夫
収載／藤枝静男　関連／小川
国夫　蔵書

澤本行央 1989/11/28

16898 書籍 遊子の誘惑　小川国夫写真集
澤本行央　編集／小川国夫
収載／藤枝静男　関連／小川
国夫　蔵書

澤本行央 1989/11/28

17141 書籍
新潮古代美術館4　永遠のギリシ
ア

澤柳大五郎　ほか著者／小川
国夫　収載／小川国夫　蔵書

新潮社 1979/11/10

18150 書籍
新潮古代美術館4　永遠のギリシ
ア

澤柳大五郎　ほか著者／小川
国夫　収載／小川国夫　蔵書

新潮社 1979/11/10

17900 書籍 ギリシャ　風土と文化 瀬川三郎　著／小川国夫　蔵 未来社 1969/06/10

16954 書籍 火村卓造句集　奔り火
火村卓造　著／小川国夫　収
載／小川国夫　蔵書

牧羊社 1992/12/18

16974 書籍 熊本の文学
熊本近代文学研究会　著／小
川国夫　関連／小川国夫　蔵

審美社 1985/09/30

14249 書籍 現代国語1　新修2版
熊沢龍　ほか著作者／小川国
夫　関連／小川国夫　蔵書

明治書院 1979/01/20

14250 書籍 現代国語1　新修2版
熊沢龍　ほか著作者／小川国
夫　関連／小川国夫　蔵書

明治書院 1979/01/20

17474 書籍 句集　水炎

熊谷愛子　「寒椿」「頂点」「海
廊」同人、「逢」主宰、現代俳
句協会会員、静岡市在住　著
／小川国夫　蔵書

花神社 1990/05/30

17963 書籍
アラビア・ノート　アラブの原像を
求めて

片倉もとこ　著／小川国夫　蔵
書

日本放送出版協
会

1980/01/10

17242 書籍 古鏡　片山静枝歌集
片山静枝　著／小川国夫　収
載／小川国夫　蔵書

短歌新聞社 1976/01/15

17709 書籍 ある明治の福祉像 片岡弥吉　著／小川国夫　蔵 日本放送出版協 1977/01/20

17030 書籍
新潮古典文学アルバム13　平家
物語

牧野和夫　編集・発行執筆／
小川国夫　収載／小川国夫

新潮社 1990/05/10

16972 書籍 テキストの魅惑　出会いと照応
牧野留美子　著／小川国夫
関連／小川国夫　蔵書

新教出版社 1995/03/25

17975 書籍 世界映画名作全史　現代編　（文 猪俣勝人　著／小川国夫　蔵 社会思想社 1975/11/30
17974 書籍 世界映画名作全史　戦後編　（文 猪俣勝人　著／小川国夫　蔵 社会思想社 1982/01/05
17665 書籍 忠孝鑑　後編 現世庵　著／小川国夫　蔵書 1900/11/30
17664 書籍 忠孝鑑　前編 現世庵　著／小川国夫　蔵書 1900/11/30
18171 書籍 謠曲集　下 田中允　校註／小川国夫　蔵 朝日新聞社 1973/01/10
18170 書籍 謠曲集　中 田中允　校註／小川国夫　蔵 朝日新聞社 1972/02/25

17212 書籍
現代日本キリスト教文学全集　15
自然と生活

田中千禾夫　ほか著／小川国
夫　収載／小川国夫　蔵書

教文館 1973/03/20

17210 書籍
現代日本キリスト教文学全集  6
信仰と懐疑

田中澄江　ほか著／小川国夫
収載／小川国夫　蔵書

教文館 1973/05/20
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17648 書籍 日本の古典16　能・狂言集
田中澄江　ほか訳者／小川国
夫　蔵書

河出書房新社 1972/04/25

17721 書籍 奇蹟の聖地ルルド 田中澄江　著／小川国夫　蔵 講談社 1984/11/19

17608 書籍 髪の環
田久保英夫　著／小川国夫
蔵書

講談社 1976/07/16

17231 書籍 この金色の不定形な液体
田村隆一　編／小川国夫　収
載／小川国夫　蔵書

新潮社 1979/08/20

17475 書籍 潮の華
町田志津子　著／小川国夫
蔵書

思潮社 1990/12/20

17199 書籍 現代作家掌編小説集　上
白井達男　編集発行人／小川
国夫　収載／小川国夫　蔵書

朝日ソノラマ 1974/08/08

17327 書籍 埴谷雄高
白川正芳　著者代表／小川国
夫　蔵書

冬樹社 1976/09/12

17371 書籍 埴谷雄高論 白川正芳　著／小川国夫　蔵 深夜叢書 1967/06/15

18119 書籍 不可視の文学
白川正芳　著／小川国夫　関
連／小川国夫　蔵書

潮出版社 1974/07/25

17173 書籍
白川義員作品集　愛蔵版　新約
聖書の世界

白川義員　著／小川国夫　収
載／小川国夫　蔵書

小学館 1983/10/11

17001 書籍 現代の作家101人
百目鬼恭三郎　著／小川国夫
関連／藤枝静男　関連／小川
国夫　蔵書

新潮社 1975/10/20

16960 書籍 相田昭写真集　作家の周辺
相田昭　著／小川国夫　関連
／小川国夫　蔵書

新潮社 1994/10/20

17056 書籍 昭和文学全集　第1巻
相賀徹夫　発行人／小川国夫
収載／小川国夫　蔵書

小学館 1987/05/01

17228 書籍 昭和文学全集　第24巻
相賀徹夫　発行人／小川国夫
収載／小川国夫　蔵書

小学館 1988/08/01

18233 書籍
名宝日本の美術15　姫路城と二
條城

相賀徹夫　編集著作／横塚光
雄　訳／小川国夫　蔵書

小学館 1987/02/20

17680 書籍 素顔の時間　（文庫） 眉村卓　著／小川国夫　蔵書 角川書店 1988/02/10

17251 書籍
神・ひと・そして愛　矢代静一対談
集

矢代静一　著／小川国夫　収
載／小川国夫　蔵書

聖文舎 1977/05/10

17252 書籍
神・ひと・そして愛　矢代静一対談
集

矢代静一　著／小川国夫　収
載／小川国夫　蔵書

聖文舎 1977/05/10

17722 書籍 奇蹟の聖地ファチマ 矢代静一　著／小川国夫　蔵 講談社 1987/10/20

18066 書籍 イエス伝
矢内原忠雄　著／小川国夫
蔵書

角川書店 1968/12/20

18139 書籍 梶井基次郎論 石川弘　著／小川国夫　蔵書 荒野発行所 1964/03/24

17633 書籍
写真報告　大虐殺　カンボジア、
ベトナム1979

石川文洋　著／小川国夫　蔵
書

朝日ソノラマ 1980/01/18

17118 書籍 樹の中の鬼　対談集
石牟礼道子　／小川国夫　収
載／小川国夫　蔵書

朝日新聞社 1983/02/28

1523 書籍
小川国夫作品集　別巻　（特装
版）

磯田光一　編／小川国夫　関
連／藤枝静男　収載

河出書房新社 1975/08/29

16862
図録・
カタロ

磯田光一著作集　刊行案内パン
フレット

磯田光一　著／小川国夫　蔵
書

小沢書店 0000/00/00

17457
図録・
カタロ

立原正秋展
神奈川近代文学館　編集／小
川国夫　収載／小川国夫　蔵

神奈川近代文学
館

1997/04/12

17425 書籍 島尾敏雄書誌
神戸市外国語大学図書館　編
集／小川国夫　蔵書

神戸市外国語大
学

1991/10/28

17786 書籍 白鷺のうた
神戸新聞姫路支社　編者／小
川国夫　蔵書

神戸新聞姫路支
社

1983/04/25

17619 書籍 エジプトひとり旅 神津拓夫　著／小川国夫　蔵 沖積舎 1993/10/01

17999
図録・
カタロ

岡本博展　羊歯の国から　1988
秋山孝夫　発行者／小川国夫
蔵書

アートムー 1988/10/17

14252 書籍 高等学校用　国語1
秋山虔　ほか著作者／小川国
夫　関連／小川国夫　蔵書

筑摩書房 0000/00/00

17247 書籍 作家の世界　埴谷雄高
秋山駿　編者／小川国夫　収
載／藤枝静男　関連／小川国
夫　蔵書

番町書房 1977/11/15

18130 書籍 秋山駿批評1 秋山駿　著／小川国夫　蔵書 小沢書店 1973/05/20
18131 書籍 秋山駿批評2 秋山駿　著／小川国夫　蔵書 小沢書店 1975/06/10
18132 書籍 秋山駿批評3 秋山駿　著／小川国夫　蔵書 小沢書店 1976/08/20
18133 書籍 秋山駿批評4 秋山駿　著／小川国夫　蔵書 小沢書店 1981/03/20
18129 書籍 地下室の手記 秋山駿　著／小川国夫　蔵書 徳間書店 1974/06/10
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17000 書籍 批評のスタイル
秋山駿　著／小川国夫　関連
／小川国夫　蔵書

アディン書房 1978/12/25

17023 書籍 秋山駿文芸時評
秋山駿　著／小川国夫　関連
／藤枝静男　関連／小川国夫
蔵書

河出書房新社 1975/02/28

17003 書籍 本の顔　本の声
秋山駿　著／小川国夫　関連
／藤枝静男　関連／小川国夫
蔵書

福武書店 1982/05/29

17614 書籍 鼻毛を伸ばした赤ん坊 稲上説雄　著／小川国夫　蔵 審美社 1993/02/08
17920 書籍 方丈記・無名抄新解 稲村徳　著／小川国夫　蔵書 新塔社 1974/02/10

18219 書籍 ふるさと百話　第17巻
稲森道三郎　ほか著／小川国
夫　蔵書

静岡新聞社 1976/04/10

17491 書籍 服織の中勘助　その生活と文学
稲森道三郎　著／小川国夫
蔵書

麹香書屋 1990/01/30

17112 書籍 美しい村
立原正秋　著／小川国夫　収
載／小川国夫　蔵書

角川書店 1980/10/30

17208 書籍 美しい村
立原正秋　著／小川国夫　収
載／小川国夫　蔵書

角川書店 1980/10/30

17040 書籍 男の美学　（文庫）
立原正秋　著／小川国夫　収
載／小川国夫　蔵書

角川書店 1986/07/30

17041 書籍 男の美学　（文庫）
立原正秋　著／小川国夫　収
載／小川国夫　蔵書

角川書店 1985/02/20

17114 書籍 男の美学　（文庫）
立原正秋　著／小川国夫　収
載／小川国夫　蔵書

角川書店 1984/12/25

17115 書籍 男の美学　（文庫）
立原正秋　著／小川国夫　収
載／小川国夫　蔵書

角川書店 1984/12/25

17068 書籍
冬の二人　立原正秋・小川国夫
往復書簡

立原正秋　著／小川国夫　収
載／小川国夫　蔵書

創林社 1982/04/10

17076 書籍
日本の美を求めて　風土と伝統
立原正秋対談集

立原正秋　著／小川国夫　収
載／藤枝静男　収載／小川国
夫　蔵書

角川書店 1983/01/31

17077 書籍
日本の美を求めて　風土と伝統
立原正秋対談集

立原正秋　著／小川国夫　収
載／藤枝静男　収載／小川国
夫　蔵書

角川書店 1983/01/31

3586 書籍
冬の二人　立原正秋　小川国夫
往復書簡

立原正秋　著／小川国夫　著 小沢書店 1996/08/20

17471 書籍
CLIFF'S EDGE THE ARCHER
TORCHLIGT NO

立原正秋　著／小川国夫　蔵
書

不明 0000/00/00

17460 書籍 美しい村　（文庫） 立原正秋　著／小川国夫　蔵 角川書店 1972/12/20
17452 書籍 恋人たち 立原正秋　著／小川国夫　蔵 光風社書店 1965/01/20
17455 書籍 たびびと 立原正秋　著／小川国夫　蔵 文芸春秋 1977/03/20
17459 書籍 日本の庭 立原正秋　著／小川国夫　蔵 新潮社 1977/04/25
17454 書籍 幼年時代 立原正秋　著／小川国夫　蔵 新潮社 1974/02/20

17453 書籍 夢幻のなか
立原正秋　著／小川国夫　関
連／藤枝静男　関連／小川国
夫　蔵書

新潮社 1976/07/10

17164 書籍 水晶の死－1980年代追悼文集
立松和平　編者／小川国夫
収載／藤枝静男　収載／小川
国夫　蔵書

鈴木出版 1991/02/19

17198 書籍
海の声、山の耳　立松和平対談
集

立松和平　著／小川国夫　収
載／小川国夫　蔵書

展転社 1988/03/15

17240 書籍
海の声、山の耳　立松和平対談
集

立松和平　著／小川国夫　収
載／小川国夫　蔵書

展転社 1988/03/15

18194 書籍 二十歳のころ
立花隆　著／小川国夫　収載
／小川国夫　蔵書

新潮社 1998/12/25

17178 書籍
二十歳のころ　1　1937-1958
（文庫）

立花隆　著／小川国夫　収載
／小川国夫　蔵書

新潮社 2002/01/01

17179 書籍
二十歳のころ　2　1960-2001
（文庫）

立花隆　著／小川国夫　蔵書 新潮社 2002/01/01

16977 書籍 流木を詩う
竹内凱子　著／小川国夫　収
載／小川国夫　蔵書

青菁堂 1997/06/25

17072 書籍 私の読書遍歴
竹内行雄　発行者／小川国夫
収載／小川国夫　蔵書

かのう書房 1983/11/25

17122 書籍 私の読書術
竹内行雄　発行者／小川国夫
収載／藤枝静男　収載／小川
国夫　蔵書

かのう書房 1984/07/10
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18051 書籍 沢山保羅
笠井秋生　ほか著／小川国夫
蔵書

日本基督教団出
版局

1977/10/20

18140 書籍 続　日本の近代小説 篠田一士　著／小川国夫　蔵 集英社 1975/09/30

17007 書籍
創造の現場から　文芸時評1979
～1986

篠田一士　著／小川国夫　関
連／小川国夫　蔵書

小沢書店 1988/07/20

18105 書籍 大岡・中原・富永 粟津則雄　著／小川国夫　蔵 第三文明社 1976/10/30

18106 書籍 文学の内面
粟津則雄　著／小川国夫　関
連／小川国夫　蔵書

立風書房 1980/01/31

14255 書籍 精選　新国語2　現代文編
紅野敏郎　ほか著作者／小川
国夫　関連／小川国夫　蔵書

明治書院 1995/01/20

17087 書籍
鑑賞日本現代文学　第7巻　志賀
直哉

紅野敏郎　編者／小川国夫
収載／小川国夫　蔵書

角川書店 1981/05/30

16944 書籍
新潮日本文学アルバム70　島尾
敏雄

紅野謙介　編集・評伝／小川
国夫　収載／小川国夫　蔵書

新潮社 1995/09/10

17107 書籍
新潮日本文学アルバム70　島尾
敏雄

紅野謙介　編集・評伝／小川
国夫　収載／小川国夫　蔵書

新潮社 1995/09/10

17667 書籍 般若心経講話
細川道契　編集兼発行者／小
川国夫　蔵書

永平寺出張所 1930/03/01

17089 書籍 地球化時代のキリスト教
聖心女子大学キリスト教文化
研究所　編者／小川国夫　収
載／小川国夫　蔵書

春秋社 1998/01/30

17090 書籍 地球化時代のキリスト教
聖心女子大学キリスト教文化
研究所　編者／小川国夫　収
載／小川国夫　蔵書

春秋社 1998/01/30

17262 書籍 私の文章作法
聖教新聞社　編者／小川国夫
収載／小川国夫　蔵書

聖教新聞社 1974/04/20

17496 書籍 駄馬6　1969年5月
臼井太衛　編集・発行／小川
国夫　蔵書

臼井太衛 1969/05/25

17497 書籍 駄馬7　1969年11月
臼井太衛　編集・発行／小川
国夫　蔵書

臼井太衛 1969/11/00

17502 書籍 水車むらへようこそ
臼井太衛　著／小川国夫　関
連／小川国夫　蔵書

樹心社 1993/12/20

18034 書籍 私の旧約聖書　（文庫） 色川武大　著／小川国夫　蔵 中央公論社 1991/09/10

17181 書籍 奉教人の死
芥川龍之介　著／小川国夫
収載／小川国夫　蔵書

新潮社 2001/09/20

17182 書籍 奉教人の死
芥川龍之介　著／小川国夫
収載／小川国夫　蔵書

新潮社 2001/09/20

17174 書籍
ゲルマニウムの夜　王国記1　（文
庫）

花村萬月　著／小川国夫　収
載／小川国夫　蔵書

文芸春秋 2001/11/10

17175 書籍
ゲルマニウムの夜　王国記1　（文
庫）

花村萬月　著／小川国夫　収
載／小川国夫　蔵書

文芸春秋 2001/11/10

17131 書籍 ブエナ・ビスタ　王国記2　（文庫）
花村萬月　著／小川国夫　収
載／小川国夫　蔵書

文芸春秋 2002/11/10

17035 書籍 詩集　聖家族
茫博　著／小川国夫　収載／
小川国夫　蔵書

樹海社 1988/07/15

17508 書籍 詩集　聖家族
茫博　著／小川国夫　収載／
小川国夫　蔵書

樹海社 1988/07/15

17509 書籍 詩集　L氏への別れうた 茫博　著／小川国夫　蔵書 樹海社 1988/11/19
17735 書籍 新約聖書とグノーシス主義 荒井献　著／小川国夫　蔵書 岩波書店 1986/01/16

17137 書籍 民話は生きている
荒巻義雄　ほか著者／小川国
夫　収載／小川国夫　蔵書

作品社 1998/04/25

18121 書籍 小説の現在 菅野昭正　著／小川国夫　蔵 中央公論社 1974/07/30
17880 書籍 旧約聖書抄 萩原晃　訳者／小川国夫　蔵 中央出版社 1947/11/25

18136 書籍 現代詩文庫　1009　萩原朔太郎
萩原朔太郎　著／小川国夫
蔵書

思潮社 1975/10/10

18030 書籍 イスラーム　（回教） 蒲生礼一　著／小川国夫　蔵 岩波書店 1980/06/30
17921 書籍 映像の詩学 蓮實重彦　著／小川国夫　蔵 筑摩書房 1979/02/15
18232 書籍 黒川能面図譜 薗部澄　写真／小川国夫　蔵 東北出版企画 1979/02/01
17516 書籍 狩行百句 藤井亘　著／小川国夫　蔵書 永田書房 1988/09/20

17031 書籍 日本の名随筆90　道
藤原新也　編者／小川国夫
収載／藤枝静男　収載／小川
国夫　蔵書

作品社 1990/04/25

17785 書籍 城　その美と構成 藤岡通夫　著／小川国夫　蔵 保育社 1982/02/01
17655 書籍 訳註　西鶴全集　第5巻 藤村作　著／小川国夫　蔵書 至文堂 1951/10/25
17656 書籍 訳註　西鶴全集　第7巻 藤村作　著／小川国夫　蔵書 至文堂 1952/09/01
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16826
図録・
カタロ
グ

江崎武男の世界と会員新作展
藤枝美術協会・企画展実行委
員会　発行・編集／小川国夫
収載／小川国夫　蔵書

1997/00/00

16824
図録・
カタロ
グ

彫刻家　杉本西佑の世界と会員
展

藤枝美術協会・企画展実行委
員会　発行・編集／小川国夫
収載／小川国夫　蔵書

藤枝美術協会・
企画展実行委員
会

1990/00/00

16825
図録・
カタロ
グ

彫刻家　杉本西佑の世界と会員
展

藤枝美術協会・企画展実行委
員会　発行・編集／小川国夫
収載／小川国夫　蔵書

藤枝美術協会・
企画展実行委員
会

1990/00/00

17237 書籍 作家の姿勢
藤枝静男　著／小川国夫　収
載／小川国夫　蔵書

作品社 1980/12/15

17438 書籍 愛国者たち 藤枝静男　著／小川国夫　蔵 講談社 1973/11/24
17439 書籍 或る年の冬　或る年の夏 藤枝静男　著／小川国夫　蔵 講談社 1971/10/12
17440 書籍 異床同夢 藤枝静男　著／小川国夫　蔵 河出書房新社 1975/08/29
17441 書籍 悲しいだけ 藤枝静男　著／小川国夫　蔵 講談社 1979/02/15
17442 書籍 悲しいだけ・欣求浄土　（文庫） 藤枝静男　著／小川国夫　蔵 講談社 1988/12/10
17443 書籍 凶徒津田三蔵 藤枝静男　著／小川国夫　蔵 講談社 1961/05/10
17444 書籍 空気頭 藤枝静男　著／小川国夫　蔵 講談社 1967/10/12
17445 書籍 欣求浄土 藤枝静男　著／小川国夫　蔵 講談社 1970/08/28
17446 書籍 小感軽談 藤枝静男　著／小川国夫　蔵 筑摩書房 1975/07/15
17447 書籍 田紳有楽 藤枝静男　著／小川国夫　蔵 講談社 1976/05/12
17448 書籍 壜の中の水 藤枝静男　著／小川国夫　蔵 講談社 1965/07/18
17449 書籍 ヤゴの分際 藤枝静男　著／小川国夫　蔵 講談社 1963/09/01
17450 書籍 落第免状 藤枝静男　著／小川国夫　蔵 講談社 1968/10/12

17100 書籍 藤枝静男著作集　第１巻
藤枝静男　著／小川国夫　解
説／小川国夫　蔵書

講談社 1976/07/20

17101 書籍 藤枝静男著作集　第２巻
藤枝静男　著／小川国夫　解
説／小川国夫　蔵書

講談社 1976/09/12

17102 書籍 藤枝静男著作集　第３巻
藤枝静男　著／小川国夫　解
説／小川国夫　蔵書

講談社 1976/11/12

17103 書籍 藤枝静男著作集　第４巻
藤枝静男　著／小川国夫　解
説／小川国夫　蔵書

講談社 1977/01/16

17104 書籍 藤枝静男著作集　第５巻
藤枝静男　著／小川国夫　解
説／小川国夫　蔵書

講談社 1977/03/12

17105 書籍 藤枝静男著作集　第６巻
藤枝静男　著／小川国夫　解
説／小川国夫　蔵書

講談社 1977/05/28

17514 書籍 歌集　振り返るなよ 藤田三郎　著／小川国夫　蔵 短歌研究社 1992/03/18

17204 書籍 私の文章修業
藤田雄三　発行者／小川国夫
収載／小川国夫　蔵書

朝日新聞社 1979/03/30

17245 書籍 私の文章修業
藤田雄三　発行者／小川国夫
収載／小川国夫　蔵書

朝日新聞社 1979/05/10

17246 書籍 私の文章修業
藤田雄三　発行者／小川国夫
収載／小川国夫　蔵書

朝日新聞社 1979/09/20

18109 書籍 漱石と白樺派 西垣勤　著／小川国夫　蔵書 有精堂 1990/06/10

18040 書籍 十字架の聖ヨハネ詩集
西宮カルメル会修道院訳註
訳／小川国夫　蔵書

ドン・ボスコ社 1982/11/15

17944
図録・
カタロ

レオナルド・ダ・ビンチ最後の晩餐
展

西武美術館　主催／小川国夫
蔵書

西武美術館・朝
日新聞社

1986/00/00

16983 書籍 昭和　二万日の全記録　第11巻
講談社　編集／小川国夫　収
載／小川国夫　蔵書

講談社 1990/03/24

17151 書籍 昭和　二万日の全記録　第12巻
講談社　編集／小川国夫　収
載／小川国夫　蔵書

講談社 1990/05/24

16984 書籍 昭和　二万日の全記録　第14巻
講談社　編集／小川国夫　収
載／小川国夫　蔵書

講談社 1990/07/24

17048 書籍
ポートロマン港の詩3　東海の海
鳴りはるか

講談社　編集／小川国夫　収
載／藤枝静男　関連／加藤ま
さを　関連

講談社 1981/12/15

17792 書籍 スペイン・ポルトガル
講談社出版研究所　編集／小
川国夫　蔵書

講談社 1983/02/10

17133 書籍
戦後短篇小説再発見1　青春の
光と影　（文庫）

講談社文芸文庫　編／小川国
夫　収載／小川国夫　蔵書

講談社 2004/06/03

17176 書籍
戦後短篇小説再発見1　青春の
光と影　（文庫）

講談社文芸文庫　編／小川国
夫　収載／小川国夫　蔵書

講談社 2002/03/01

17661 書籍 源氏物語　巻1
谷崎潤一郎　訳者／小川国夫
蔵書

中央公論社 1951/08/05
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17662 書籍 源氏物語　巻3
谷崎潤一郎　訳者／小川国夫
蔵書

中央公論社 1951/12/10

17527 書籍 海の夫人 谷川健一　著／小川国夫　蔵 河出書房新社 1989/10/20
17468 書籍 鰯の頭は鰯の頭 谷川昇　著／小川国夫　蔵書 隕石社 1982/10/31
17488 書籍 夜の樹たちの踊り 谷川昇　著／小川国夫　蔵書 樹海社 1987/07/20
17493 書籍 児童文学のキーワード 谷本誠剛　著／小川国夫　蔵 中教出版 1987/11/20

16885
図録・
カタロ
グ

椿会展　1995　図録
資生堂企業文化部　企画・編
集／小川国夫　収載／小川国
夫　蔵書

資生堂企業文化
部

1995/05/09

16886
図録・
カタロ
グ

椿会展　1995　図録
資生堂企業文化部　企画・編
集／小川国夫　収載／小川国
夫　蔵書

資生堂企業文化
部

1995/05/09

16998 書籍 昭和文学60場面集1　自然篇
赤祖父哲二　編著者／小川国
夫　関連／小川国夫　蔵書

中教出版 1988/12/20

17616 書籍 定家の歌一首 赤羽淑　著／小川国夫　蔵書 桜楓社 1976/05/25

17109 書籍 日本の名随筆56　海
辻邦生　編者／小川国夫　収
載／小川国夫　蔵書

作品社 1987/06/25

16951 書籍 辻邦生作品　全六巻　5
辻邦生　著／小川国夫　収載
／小川国夫　蔵書

河出書房新社 1973/03/30

17611 書籍 銀杏散りやまず 辻邦生　著／小川国夫　蔵書 新潮社 1989/09/20

17704 書籍
海辺の墓地から　辻邦生第1エッ
セー集

辻邦生　著／小川国夫　蔵書 新潮社 1974/01/10

17610 書籍 神々の愛でし海 辻邦生　著／小川国夫　蔵書 中央公論社 1988/11/25
17469 書籍 北の岬 辻邦生　著／小川国夫　蔵書 筑摩書房 1970/09/25
17702 書籍 椎の木のほとり 辻邦生　著／小川国夫　蔵書 中央公論社 1988/01/20
17612 書籍 睡蓮の午後 辻邦生　著／小川国夫　蔵書 福武書店 1990/05/15
16947 書籍 辻邦生作品　全六巻　1 辻邦生　著／小川国夫　蔵書 河出書房新社 1972/11/30
16948 書籍 辻邦生作品　全六巻　2 辻邦生　著／小川国夫　蔵書 河出書房新社 1972/10/30
16949 書籍 辻邦生作品　全六巻　3 辻邦生　著／小川国夫　蔵書 河出書房新社 1972/12/20
16950 書籍 辻邦生作品　全六巻　4 辻邦生　著／小川国夫　蔵書 河出書房新社 1973/02/27
16952 書籍 辻邦生作品　全六巻　6 辻邦生　著／小川国夫　蔵書 河出書房新社 1973/01/30
17701 書籍 天使の鼓笛隊 辻邦生　著／小川国夫　蔵書 筑摩書房 1992/06/25
17703 書籍 遙かなる旅への追想 辻邦生　著／小川国夫　蔵書 新潮社 1992/04/20
17364 書籍 鴎外探索 近藤春彦　著／小川国夫　蔵 沖積舎 1985/08/20
17546 書籍 宮澤賢治への接近 近藤春彦　著／小川国夫　蔵 河出書房新社 2001/10/20

16953 書籍 春の祭典
近藤晴彦　著／小川国夫　収
載／小川国夫　蔵書

河出書房新社 1993/10/30

17057 書籍 私の文章修業
週刊朝日　編者／小川国夫
収載／小川国夫　蔵書

朝日新聞社 1984/02/20

17159 書籍 七色の風船
進藤純孝　著／小川国夫　関
連／小川国夫　蔵書

集英社 1976/04/10

17373 書籍
埴谷雄高と神秘宇宙－ユングと
の邂逅

遠丸立　著／小川国夫　蔵書 武蔵野書房 1989/08/15

17931 書籍
碧眼の天女物語　もうひとつの羽
衣伝説

遠藤まゆみ　文／小川国夫
蔵書

ニシガイ 1984/10/01

17194 書籍
日本人はキリスト教を信じられる
か　対談集

遠藤周作　著／小川国夫　収
載／小川国夫　蔵書

講談社 1977/08/30

17195 書籍
日本人はキリスト教を信じられる
か　対談集

遠藤周作　著／小川国夫　収
載／小川国夫　蔵書

講談社 1977/08/30

17051 書籍
遠藤周作文学全集　第6巻　短篇
小説1

遠藤周作　著／小川国夫　蔵
書

新潮社 1999/10/10

17622 書籍
遠藤周作文学全集第6巻　沈黙・
母なるもの

遠藤周作　著／小川国夫　蔵
書

新潮社 1975/02/20

17639 書籍 謡曲文学 里井陸郎　著／小川国夫　蔵 河原書店 1966/08/15

17660 書籍 謠曲名作　十六番集釈
野々村戒三　著／小川国夫
蔵書

早稲田大学出版
部

1936/06/28

14251 書籍 新編　現代国語2
野地潤家　ほか著作者／小川
国夫　関連／小川国夫　蔵書

学校図書 1980/01/15

17530 書籍 日本の名随筆8　死
野坂昭如　編者／小川国夫
収載／藤枝静男　収載／小川
国夫　蔵書

作品社 1983/03/25

17504 書籍 石の民俗 野本寛一　著／小川国夫　蔵 雄山閣 1975/11/15
17495 書籍 大井川－その風土と文化 野本寛一　著／小川国夫　蔵 静岡新聞社 1979/07/26

17507 書籍 子守唄再発見
野本寛一　著／小川国夫　蔵
書

静岡県民俗芸能
研究会

1982/12/15

17506 書籍 軒端の民俗学 野本寛一　著／小川国夫　蔵 白水社 1989/10/20
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17505 書籍 民俗探訪　石と日本人 野本寛一　著／小川国夫　蔵 樹石社 1982/08/05

17503 書籍 峠　文学と伝説の旅
野本寛一　著／小川国夫　関
連／小川国夫　蔵書

雄山閣 1978/09/15

17995 書籍 祈りの画集　戦没画学生の記録
野見山暁治　ほか著／小川国
夫　蔵書

日本放送出版協
会

1977/08/01

18160 書籍 しま
野見山暁治　著／小川国夫
蔵書

光村教育図書 1999/04/24

17563 書籍 空のかたち
野見山暁治　著／小川国夫
蔵書

筑摩書房 1994/09/25

17791 書籍 スペイン・ポルトガル
野間省一　発行者／小川国夫
蔵書

講談社 1980/05/26

17244 書籍 愛句百句
金子兜太　著／小川国夫　収
載／小川国夫　蔵書

講談社 1978/06/15

17919 書籍 歎異抄聞思録　（下） 金子大榮　著／小川国夫　蔵 コマ文庫 1980/11/20
17918 書籍 歎異抄領解　歎異抄聞思録 金子大榮　著／小川国夫　蔵 コマ文庫 1983/07/30

17871
図録・
カタロ

金守世士夫版画展　湖山・不二
金守世士夫　発行人／小川国
夫　蔵書

東京銀座　和光 1998/01/26

16966 書籍 文士とっておきの話
金田浩一呂　著／小川国夫
関連／小川国夫　蔵書

講談社 1991/11/25

17163 書籍 現代俳句全集3
鈴木六林男　著者代表／小川
国夫　収載／小川国夫　蔵書

立風書房 1977/11/05

16946 書籍 句集　悪霊
鈴木六林男　著／小川国夫
収載／小川国夫　蔵書

角川書店 1985/01/30

17074 書籍 佛像と私　二十一人の心の旅
鈴木勤　発行人／小川国夫
収載／小川国夫　蔵書

世界文化社 1994/11/01

17155 書籍 美しい日本5　湖のロマン
鈴木勤　編集兼発行人／小川
国夫　収載／小川国夫　蔵書

世界文化社 1981/00/00

17154 書籍 南欧の旅
鈴木勤　編集兼発行人／小川
国夫　収載／小川国夫　蔵書

世界文化社 1972/04/20

17790 書籍 TRAVEL IN SPAIN スペインの旅
鈴木勤　編集兼発行人／小川
国夫　蔵書

世界文化社 1971/04/20

17872 書籍 日本の古典5　源氏物語
鈴木勤　編集兼発行人／小川
国夫　蔵書

世界文化社 1977/00/00

17873 書籍 日本の古典8　徒然草　方丈記
鈴木勤　編集兼発行人／小川
国夫　蔵書

世界文化社 1977/00/00

17855 書籍 SPAZIO No.45
鈴木敏恵　編集人／小川国夫
蔵書

日本オリベッティ
株式会社　広報

1992/07/30

17915 書籍 SPAZIO No.42 1990
鈴木敏恵　編集人／小川国夫
蔵書

日本オリベッティ
株式会社　広報

1990/12/25

16973 書籍 少年譜　秋葉の里
鈴木智之　著／小川国夫　収
載／小川国夫　蔵書

創林社 1983/10/30

17927 書籍 画集　鈴木治雄　（1990.4－ 鈴木治雄　著／小川国夫　蔵 牧羊社 1993/03/22
18004 書籍 観世寿夫－至花の風姿 銕仙会　編者／小川国夫　蔵 平凡社 1979/11/20

17857
図録・
カタロ

鏡花文学賞二十五周年記念誌
鏡花幻創

鏡花文学賞二十五周年記念
誌編集委員会　著／小川国夫

金沢市 1999/03/30

18216 書籍 ふるさと百話　第12巻
長倉智恵雄　ほか著／小川国
夫　蔵書

静岡新聞社 1975/02/01

18217 書籍 ふるさと百話　第12巻
長倉智恵雄　ほか著／小川国
夫　蔵書

静岡新聞社 1975/02/01

17153 書籍 不滅の建築10　姫路城天守閣
長峰八州男　編集人／小川国
夫　収載／小川国夫　蔵書

毎日新聞社 1989/03/28

17868 書籍 磯見輝夫全版画　1971-1983
長谷川公之　編者／小川国夫
蔵書

叢文社 1983/09/26

18093 書籍 ハンニバル
長谷川博隆　著／小川国夫
蔵書

清水書院 1976/07/30

18114 書籍
われ発見せり　書肆ユリイカ・伊
達得夫

長谷川郁夫　著／小川国夫
蔵書

書肆山田 1992/06/15

18145 書籍 中原中也　魂とリズム 長野隆　編者／小川国夫　蔵 有精堂出版 1992/02/05

17733 書籍 旧約聖書　ヨブ記
関根正雄　訳者／小川国夫
蔵書

岩波書店 1983/07/15

18235 書籍 佐伯祐三 阪本勝　著／小川国夫　蔵書 日動出版部 1976/02/16

14254 書籍 高等学校　国語1　新版
阿川弘之　ほか著作者／小川
国夫　関連／小川国夫　蔵書

学校図書 0000/00/00

17196 書籍 わが青春わが文学
阿川弘之　ほか著／小川国夫
収載／小川国夫　蔵書

集英社 1977/09/10
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17227 書籍 わが青春わが文学
阿川弘之　ほか著／小川国夫
収載／小川国夫　蔵書

集英社 1977/09/10

17184 書籍 日本の名随筆15　旅
阿川弘之　編者／小川国夫
収載／小川国夫　蔵書

作品社 1983/09/25

16955 書籍 鑑賞赤尾兜子百句
阿波野青畝　著／小川国夫
収載／小川国夫　蔵書

立風書房 1994/03/20

16828
図録・
カタロ

青木鐵夫　版画展
青木鐵夫　著／小川国夫　収
載／小川国夫　蔵書

不明 1988/00/00

16829
図録・
カタロ

青木鐵夫　版画展
青木鐵夫　著／小川国夫　収
載／小川国夫　蔵書

不明 1988/00/00

16830
図録・
カタロ

青木鐵夫　版画展
青木鐵夫　著／小川国夫　収
載／小川国夫　蔵書

不明 1988/00/00

18052 書籍 「十字架の神学」の成立 青野太潮　著／小川国夫　蔵 ヨルダン社 1989/06/20

17037 書籍 バーズアイ新富獄百景
静岡出版社　著／小川国夫
収載／小川国夫　蔵書

静岡新聞社 1997/06/21

17161 書籍 バーズアイ新富獄百景
静岡新聞社　編／小川国夫
収載／小川国夫　蔵書

静岡出版社 1997/06/21

17140 書籍
伊藤勉黄の芸術　－人間、愛、色
彩の詩－

静岡新聞社出版局　編／小川
国夫　収載／小川国夫　蔵書

静岡新聞社 1995/05/01

16987 書籍
静岡県文化奨励賞二十五周年記
念誌

静岡県教育委員会　編集・発
行／小川国夫　関連／藤枝静
男　関連／青木幽渓　関連

静岡県教育委員
会

1987/03/15

17489 書籍 静岡県の民謡
静岡県民俗芸能研究会　著／
小川国夫　蔵書

静岡新聞社 1983/03/23

17870
図録・
カタロ

静物　ことばなき物たちの祭典
静岡県立美術館　編集・発行
／小川国夫　蔵書

静岡県立美術館 1990/00/00

17138 書籍
サッカー60年のあゆみ　創立60
周年記念

静岡県立藤枝東高等学校　企
画・編集／小川国夫　収載／
小川国夫　蔵書

静岡県立藤枝東
高等学校

1982/11/20

16965 書籍 静岡県と作家たち 近代の文学誌
静岡近代文学研究会　編／小
川国夫　関連／藤枝静男　関
連／小野庵保蔵　関連

静岡新聞社 1996/01/11

17146 書籍
雙葉　父の会200回例会記念　特
別講演集

静岡雙葉学園父の会　編集／
小川国夫　収載／小川国夫

静岡雙葉学園父
の会

1990/10/18

18012 書籍 旅役者
須藤典夫　写真／小川国夫
蔵書

静岡新聞社 1985/12/01

17351 書籍 飯島耕一詩集1 飯島耕一　著／小川国夫　蔵 小沢書店 1978/01/15
17352 書籍 飯島耕一詩集1 飯島耕一　著／小川国夫　蔵 小沢書店 1978/01/15
17353 書籍 飯島耕一詩集2 飯島耕一　著／小川国夫　蔵 小沢書店 1978/02/20
17359 書籍 現代詩が若かったころ 飯島耕一　著／小川国夫　蔵 みすず書房 1994/07/22
17356 書籍 シュルレアリスムという伝説 飯島耕一　著／小川国夫　蔵 みすず書房 1992/06/22
17357 書籍 定型論争 飯島耕一　著／小川国夫　蔵 風媒社 1991/12/10
17361 書籍 虹の喜劇 飯島耕一　著／小川国夫　蔵 思潮社 1988/07/15
17360 書籍 虹橋 飯島耕一　著／小川国夫　蔵 福武書店 1989/11/15
17355 書籍 バルザック随想 飯島耕一　著／小川国夫　蔵 青土社 1993/11/30
17354 書籍 四旬節なきカルナヴァル 飯島耕一　著／小川国夫　蔵 書肆山田 1987/07/25
17358 書籍 六波羅カプリチョス 飯島耕一　著／小川国夫　蔵 書肆山田 1999/07/10
17594 書籍 ピカソ 飯田善國　著／小川国夫　蔵 岩波書店 1983/02/14
17593 書籍 震える空間 飯田善國　著／小川国夫　蔵 小沢書店 1981/04/20
17592 書籍 見えない彫刻 飯田善國　著／小川国夫　蔵 小沢書店 1977/03/20

17989 書籍 ポール・オースター
飯野友幸　編者／小川国夫
蔵書

彩流社 1996/03/31

18094 書籍
世界歴史の旅　フランス・ロマネ
スク

饗庭孝男　編者／小川国夫
蔵書

山川出版社 1999/05/20

17119 書籍 島尾敏雄研究
饗庭孝男　編／小川国夫　収
載／小川国夫　蔵書

冬樹社 1976/11/30

18098 書籍 神なき詩の神学
饗庭孝男　著／小川国夫　収
載／小川国夫　蔵書

青土社 1972/10/30

17022 書籍
石と光の思想　ヨーロッパで考え
たこと

饗庭孝男　著／小川国夫　蔵
書

勁草書房 1971/04/20

18102 書籍 近代の解体－知識人の文学 饗庭孝男　著／小川国夫　蔵 河出書房新社 1976/04/30
18100 書籍 近代の孤独 饗庭孝男　著／小川国夫　蔵 集英社 1973/05/20
18101 書籍 シエナ幻想 饗庭孝男　著／小川国夫　蔵 皆美社 1974/12/15
18096 書籍 昭和文学私論 饗庭孝男　著／小川国夫　蔵 小沢書店 1976/10/20
18097 書籍 絶対への渇望 饗庭孝男　著／小川国夫　蔵 勁草書房 1972/11/20
18095 書籍 太宰治論 饗庭孝男　著／小川国夫　蔵 講談社 1976/12/08
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18103 書籍 批評と表現 饗庭孝男　著／小川国夫　蔵 文藝春秋 1979/06/10

16979 書籍 想像力の風景
饗庭孝男　著／小川国夫　関
連／小川国夫　蔵書

泰流社 1976/09/10

18099 書籍 遡行と予見
饗庭孝男　著／小川国夫　関
連／小川国夫　蔵書

審美社 1970/09/30

16940 書籍 隣りの男
香取俊介　著／小川国夫　収
載／小川国夫　蔵書

皆美社 1981/07/13

17663 書籍 能謠新考　世阿弥に照らす 香西精　著／小川国夫　蔵書 檜書店 1972/10/18
17653 書籍 鬼の研究 馬場あき子　著／小川国夫 三一書房 1971/09/05

14253 書籍 高等学校　国語1
馬淵和夫　ほか著作者／小川
国夫　関連／小川国夫　蔵書

大修館書店 1982/04/01

17940
図録・
カタロ

生命の詩　1984-1988　馬越陽子
展

馬越陽子　著／小川国夫　蔵
書

生活の友社 1988/00/00

17607 書籍 愛日 高井有一　著／小川国夫　蔵 講談社 1994/09/24
17705 書籍 高らかな挽歌 高井有一　著／小川国夫　蔵 新潮社 1999/01/30
17606 書籍 塵の都に 高井有一　著／小川国夫　蔵 講談社 1988/05/10
17706 書籍 夜の蟻 高井有一　著／小川国夫　蔵 筑摩書房 1989/05/30

17456 書籍 立原正秋
高井有一　著／小川国夫　関
連／藤枝静男　関連／小川国
夫　蔵書

新潮社 1991/11/10

17465 書籍 歌集　染浄 高原博　著／小川国夫　蔵書 短歌新聞社 1977/08/15
17494 書籍 高原博遺稿集 高原博　著／小川国夫　蔵書 短歌新聞社 1989/09/05
18144 書籍 椎名麟三論 高堂要　著／小川国夫　蔵書 新教出版社 1989/02/25
17605 書籍 六道の沙汰－平家の女と男たち 高山路爛　著／小川国夫　蔵 文芸社 1999/10/01

17700 書籍 終りからの始め
高岡忠洋　著／小川国夫　蔵
書

オリジン出版セン
ター

1985/02/15

17197 書籍 歌集　草の快楽
高嶋健一　著／小川国夫　収
載／小川国夫　蔵書

不識書院 1982/06/15

17699 書籍 白い迷路から 高木敏克　著／小川国夫　蔵 白地社 1989/10/25

17191 書籍 ふるさとの文学3　静岡
高杉一郎　編者代表／小川国
夫　収載／藤枝静男　収載／
小川国夫　蔵書

文京書房 1974/04/25

18067 書籍 聖書の神と人 高柳俊一　編／小川国夫　蔵 南窓社 1983/06/30

17451 書籍 藤枝静男書誌
高柳克也　編／小川国夫　収
載／藤枝静男　収載／小川国
夫　蔵書

湯川書房 1986/03/20

16917 書籍
小川国夫著書目録　1979
Autumn

高柳克也　編／小川国夫　関
連／小川国夫　蔵書

高柳克也 1979/10/30

17526 書籍 詩集　綾取り人 高柳誠　著／小川国夫　蔵書 湯川書房 1985/11/30
17943 書籍 東京人 高梨豊　写真／小川国夫　蔵 書肆山田 1983/09/25
17480 書籍 存疑抄 高橋健一　著／小川国夫　蔵 不識書院 1990/01/16
17479 書籍 中游 高橋健一　著／小川国夫　蔵 不識書院 1988/10/25

17478 書籍 詩集　淋しからずや
高橋喜久晴　著／小川国夫
蔵書

現代文学刊行会 1980/08/10

17476 書籍 詩集　中世喩法
高橋喜久晴　著／小川国夫
蔵書

樹海社 1991/07/31

17545 書籍 高橋喜久晴詩集
高橋喜久晴　著／小川国夫
蔵書

土曜美術社 1991/11/30

17477 書籍
中世詩劇集　聖なる肉の極みに
雪ふりしきる

高橋喜久晴　著／小川国夫
蔵書

樹海社 1994/08/31

18077 書籍 ローマへの遠い旅
高橋由貴彦　著／小川国夫
蔵書

講談社 1981/12/05

17091 書籍 旅情100選　エッセイ編
高橋義孝　編者／小川国夫
収載／小川国夫　蔵書

日本交通公社出
版事業局

1980/07/20

18110 書籍 元素としての「私」　私小説作家 高橋英夫　著／小川国夫　蔵 講談社 1976/06/12
18111 書籍 ブルーノ・タウト 高橋英夫　著／小川国夫　蔵 新潮社 1991/10/25
18112 書籍 夢幻系列　漱石・龍之介・百閒 高橋英夫　著／小川国夫　蔵 小沢書店 1989/02/20

16995 書籍 現代作家論
高橋英夫　著／小川国夫　関
連／小川国夫　蔵書

講談社 1979/04/20

17006 書籍 昭和作家論103
高橋英夫　著／小川国夫　関
連／小川国夫　蔵書

小学館 1993/12/20

18153 書籍 新共同訳　旧約聖書注解1
高橋虔　ほか監修／小川国夫
蔵書

日本基督教団出
版局

1996/03/15

18154 書籍 新共同訳　旧約聖書注解2
高橋虔　ほか監修／小川国夫
蔵書

日本基督教団出
版局

1994/11/20
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18155 書籍
新共同訳　旧約聖書注解3　続編
注解

高橋虔　ほか監修／小川国夫
蔵書

日本基督教団出
版局

1993/02/20

18151 書籍 新共同訳　新約聖書注解1
高橋虔　ほか監修／小川国夫
蔵書

日本基督教団出
版局

1992/09/30

18152 書籍 新共同訳　新約聖書注解2
高橋虔　ほか監修／小川国夫
蔵書

日本基督教団出
版局

1991/02/20

18163 書籍 現代謡曲全集　第24巻　通小町
高橋誠一郎　監修／小川国夫
蔵書

筑摩書房 1963/04/10

17781 書籍 平家物語　上　（文庫）
高橋貞一　校註／小川国夫
蔵書

講談社 1985/05/30

17909
図録・
カタロ

ピカソ秘蔵のピカソ展　生誕100
年記念

高階秀爾　ほか監修／小川国
夫　蔵書

東京新聞 1981/00/00

17862
図録・
カタロ

ミケランジェロのヴァティカン壁画
岡村崔写真展

高階秀爾　監修・解説／小川
国夫　蔵書

西武美術館・日
本経済新聞社

1980/00/00

17867 書籍 第十一回日展作品集
髙田誠　編集代表／小川国夫
蔵書

日展 1979/11/12

17996
図録・
カタロ

鴨居玲展
鴨居玲展実行委員会　編集・
発行／小川国夫　蔵書

鴨居玲展実行委
員会

1987/00/00

18113 書籍
鶴見俊輔集・続　第5巻　アメノウ
ズメ伝

鶴見俊輔　著／小川国夫　蔵
書

筑摩書房 2001/06/25

17560 書籍 遺稿集　神聖空間 鷲巣繁男　著／小川国夫　蔵 春秋社 1983/08/15
17555 書籍 イコンの在る世界 鷲巣繁男　著／小川国夫　蔵 国文社 1979/06/15
17554 書籍 狂気と竪琴 鷲巣繁男　著／小川国夫　蔵 小沢書店 1976/06/30
17559 書籍 クロノスの深み 鷲巣繁男　著／小川国夫　蔵 小沢書店 1978/12/15
17556 書籍 詩集　記憶の書 鷲巣繁男　著／小川国夫　蔵 思潮社 1975/04/25
17344 書籍 詩集　行為の歌 鷲巣繁男　著／小川国夫　蔵 小沢書店 1981/04/20
17558 書籍 詩の栄誉 鷲巣繁男　著／小川国夫　蔵 思潮社 1974/06/01
17552 書籍 呪法と変容 鷲巣繁男　著／小川国夫　蔵 竹内書店 1972/10/20
17553 書籍 呪法と変容 鷲巣繁男　著／小川国夫　蔵 竹内書店 1972/10/20
17551 書籍 呪法と変容　増補改訂 鷲巣繁男　著／小川国夫　蔵 牧神社 1976/01/30

17342 書籍
聖なるものとその変容　詩歌逍遙
游第2

鷲巣繁男　著／小川国夫　蔵
書

牧神社 1977/03/30

17561 書籍 石斧 鷲巣繁男　著／小川国夫　蔵 響文社 1997/02/20
17562 書籍 定本　鷲巣繁男詩集 鷲巣繁男　著／小川国夫　蔵 国文社 1971/09/01
17343 書籍 ポエーシスの途　詩歌逍遙游第3 鷲巣繁男　著／小川国夫　蔵 牧神社 1977/04/30
17557 書籍 路傍の神 鷲巣繁男　著／小川国夫　蔵 冥草舎 1976/09/01
17595 書籍 フランス中世美術の旅 黒江光彦　著／小川国夫　蔵 新潮社 1982/11/15
18032 書籍 イスラームの心 黒田寿郎　著／小川国夫　蔵 中央公論社 1981/04/25
17774 書籍 ダンテ　神曲 黒田正利　著／小川国夫　蔵 岩波書店 1949/10/18

17165 書籍 埴谷雄高・吉本隆明の世界
齋藤愼爾　責任編集／小川国
夫　収載／小川国夫　蔵書

朝日出版社 1996/02/05
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