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名　称 名称/カナ 製作年代 備考
あ 「愛国詩歌集」 アイコクシカシュウ 昭和17年3月10日 目黒書店　（224）

「愛児の友」 アイジノトモ 昭和4年1月1日 9巻1号　婦女界社　（382）
「青い花　1」 アオイハナ1 昭和17年1月10日 （395）
「青い花　2」 アオイハナ2 昭和17年2月10日 （396）
「青い花　3」 アオイハナ3 (2冊あり)　（397）
「赤門文学」 アカモンブンガク 昭和17年10月1日 2巻10号　擁書閣赤門書房（417）

い
「伊太利ルネッサンス生活・芸
術・科学、レオナルド・ダ・ヴィ
ンチの創意」

イタリルネッサンス　セイカツ・ゲイジュツ・カガク
レオナルド・ダ・ヴィンチノソウイ 昭和16年7月5日

本・カバー　築地書店　（219)

「一年の小学生」 イチネンノショウガクセイ 昭和5年1月1日 5巻10号　東京図書株式会社　（383）
「犬の研究」 イヌノケンキュウ 昭和13年7月1日 犬の研究社　（228)
「今を盛りの新派総動員」 イマヲサカリノシンパソウドウイン 昭和8年4月 明治座　（129）

う
「海の男」 ウミノオトコ

昭和11年6月1日
大仏次郎　「少年倶楽部」(23巻6号）6月号附録
大日本雄弁会講談社　(472)

え 「英作文、文法　百問百答」 エイサクブン、ブンポウ　ヒャクモンヒャクトウ 昭和11年4月10日 有朋堂　（347）
「英文懐中日記」 エイブンカイチュウニッキ 昭和11年10月5日 昭和12年用　博文館　（459）

お
「オール松竹俳優名鑑」 オールショウチクハイユウメイカン

昭和8年5月1日
「蒲田」5月号（12巻5号）付録　蒲田雑誌社
（186）

「オトギエホンウシワカマル」 オトギエホンウシワカマル 昭和5年5月5日 富士屋書店　（450）
「音楽之友」 オンガクノトモ 昭和17年8月1日 2巻8号　音楽之友社　（161）

か 「開業祝受贈ノ御返礼」 カイギョウイワイジュゾウノオンヘンレイ 昭和2年11月8日
「改造」 カイゾウ 昭和15年6月1日 22巻10号　改造社　（218）
「改造」 カイゾウ 昭和16年11月1日 23巻11号　改造社　（218）
「改造」 カイゾウ 昭和17年11月1日 24巻11号　改造社　（218）
「科学ペン」 カガクペン 昭和14年1月1日 4巻1号　科学ペンクラブ　（301）
「垣内氏　国文鑑辞書　巻三」 カキウチシ　コクブンカンジショ　カンノサン 昭和8年4月10日 巻3　東京辞書出版社　（349）
「学習指導　成長への国史」 ガクシュウシドウセイチョウヘノコクシ 昭和6年4月5日 東京閣　（302）
「学生DIARY」 ガクセイダイアリー 昭和10年10月5日 昭和11年用　博文館　（462）
「学友会誌」 ガクユウカイシ 昭和13年12月24日 22号　明治中学校学友会　（411）
「学友会誌」 ガクユウカイシ 昭和14年12月23日 23号　明治中学校学友会　（412）
「歌劇」 カゲキ 昭和14年12月1日 237号　宝塚少女歌劇団　（157)
「歌劇」 カゲキ 昭和15年2月1日 239号　宝塚少女歌劇団　（157)
「歌劇」 カゲキ 昭和15年3月1日 240号　宝塚少女歌劇団　（157)
「歌劇」 カゲキ 昭和15年4月1日 241号　宝塚少女歌劇団　（157)
「歌劇」 カゲキ 昭和15年7月1日 244号　宝塚少女歌劇団　（158)
「歌劇」 カゲキ 昭和15年8月1日 245号　宝塚少女歌劇団　（158)
「歌劇ボエーム」 カゲキボエーム 昭和15年2月 藤原義江歌劇団　(131）
「歌舞伎座三月興行」 カブキザサンガツコウギョウ 昭和11年3月1日 文詳堂　(183）
「蒲田」 カマタ 昭和10年12月1日 14巻12号　蒲田雑誌社　（151）
「蒲田」 カマタ 昭和10年11月1日 14巻11号　蒲田雑誌社　（151）
「蒲田」 カマタ 昭和10年10月1日 14巻10号　蒲田雑誌社　（151）
「蒲田」 カマタ 昭和10年8月1日 14巻8号　蒲田雑誌社　（151）
「蒲田」 カマタ 昭和10年1月1日 14巻1号　蒲田雑誌社　（151）
「蒲田」 カマタ 昭和9年12月1日 13巻12号　蒲田雑誌社　（151）
「蒲田」 カマタ 昭和9年11月1日 13巻11号　蒲田雑誌社　（151）
「蒲田」 カマタ 昭和9年10月1日 13巻10号　蒲田雑誌社　（151）
「蒲田」 カマタ 昭和9年9月1日 13巻9号　蒲田雑誌社　（151）
「蒲田」 カマタ 昭和9年8月1日 13巻8号　蒲田雑誌社　（151）
「蒲田」 カマタ 昭和9年7月1日 13巻7号　蒲田雑誌社　（151）
「蒲田」 カマタ 昭和9年6月1日 13巻6号　蒲田雑誌社　（151）
「蒲田」 カマタ 昭和9年5月1日 13巻5号　蒲田雑誌社　（151）
「蒲田」 カマタ 昭和9年2月1日 13巻2号　蒲田雑誌社　（151）
「蒲田」 カマタ 昭和8年10月1日 12巻10号　蒲田雑誌社　（151）
「蒲田」 カマタ 昭和8年5月1日 12巻5号　蒲田雑誌社　（151）
「蒲田」 カマタ 昭和8年4月1日 12巻4号　蒲田雑誌社　（151）
「蒲田」 カマタ 昭和7年12月1日 11巻12号　蒲田雑誌社　（151）
「蒲田」 カマタ 昭和7年11月1日 11巻11号　蒲田雑誌社　（151）
「蒲田」 カマタ 昭和7年10月1日 11巻10号　蒲田雑誌社　（151）
「川崎貯蓄」 カワサキチョチク 昭和10年10月1日 89号　川崎貯蓄銀行　（455）
「簡野式新修漢文通解　入門編」 カンノシキシンシュウカンブンツウカイ 昭和8年4月15日 東京辞書出版社　（324）
「漢和大辞典」 カンワダイジテン (467)

き 「亀甲萬観劇会筋書」 キッコウマンカンゲキカイスジガキ 昭和9年8月 東京劇場　(178）
「キネマ」 キネマ 昭和10年3月1日 10巻3号　富国社　（182）
「キネマ」 キネマ 昭和11年1月1日 11巻1号　富国社　（182）
「キネマ」 キネマ 昭和11年2月1日 11巻2号　富国社　（182）
「キネマ」 キネマ 昭和11年3月1日 11巻3号　富国社　（182）
「休暇日誌（九段精華高等女学校
用）」

キュウカニッシ
昭和12年7月5日

昭和12年用　東京私立高等女学校協会　(460)

「教科書準拠急所を掴む　女学生
の漢文」

キョウカショジュンキョキュウショヲツカム　ジョガクセイノカンブン
昭和11年1月15日

駸々堂書店　（325）

「教科書中心の自習書　算術学習
新書　第五学年中巻」

キョウカショチュウシンノジシュウショ　サンジュツガクシュウシンショ　ダイゴガクネンチュウカン
昭和6年4月5日

5学年用　中巻　東京閣　（318）

「京華」 キョウカ
昭和10年7月20日

2号　帝国在郷軍人会　京橋連合分会会報出版部
（402）

「キリヌキアソビ他」 キリヌキアソビ　ホカ 書籍「ゴトウマタベイ」、 オリガミ等を含む
(451)
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「キング」 キング 昭和9年12月1日 10巻12号　大日本雄弁会講談社　（202）
「キング」 キング 昭和10年11月1日 11巻12号　大日本雄弁会講談社　（202）
「キング」 キング 昭和11年11月15日 12巻13号　大日本雄弁会講談社　（202）
「キング」 キング 昭和11年8月15日 12巻9号　大日本雄弁会講談社　（202）
「キング」 キング 昭和11年8月1日 12巻8号　大日本雄弁会講談社　（202）
「キング」 キング 昭和11年7月1日 12巻7号　大日本雄弁会講談社　（202）
「キング」 キング 昭和11年3月1日 12巻3号　大日本雄弁会講談社　（202）

く 「九月公演脚本解説」 クガツコウエンキャクホンカイセツ 昭和16年8月31日 東宝書店　（126）
「九段精華」 クダンセイカ 昭和11年3月26日 3号　九段精華高等女学校　（406）
「軍用犬」 グンヨウケン 昭和15年8月25日 9巻8号　帝国軍用犬協会　（229）

け 「慶應義塾案内」 ケイオウギジュクアンナイ 昭和12年1月20日 丸善株式会社　（413）
「慶應義塾案内」 ケイオウギジュクアンナイ 昭和15年2月17日 丸善株式会社　（414）
「現代中等修身　巻三」 ゲンダイチュウトウシュウシン　カンノサン 昭和9年12月11日 巻3　東京開成館　（340）
「現代中等修身　巻二」 ゲンダイチュウトウシュウシン　カンノニ 昭和9年12月11日 巻2　東京開成館　（339）

こ 「講談倶楽部」 コウダンクラブ 昭和9年10月1日 24巻10号　大日本雄弁会講談社　（201）
「講談倶楽部」 コウダンクラブ 昭和10年2月1日 25巻2号　　大日本雄弁会講談社　（201）
「講談倶楽部」 コウダンクラブ 昭和10年4月1日 25巻4号　大日本雄弁会講談社　（201）
「講談倶楽部」 コウダンクラブ 昭和10年6月1日 25巻6号　大日本雄弁会講談社　（201）
「講談倶楽部」 コウダンクラブ 昭和10年10月1日 25巻11号　大日本雄弁会講談社　（201）
「講談倶楽部」 コウダンクラブ 昭和9年10月1日 24巻10号　大日本雄弁会講談社　（201）
「硬筆書方練習帳　尋常科第三学
年上」

コウヒツカキカタレンシュウチョウ　ジンジョウカダイサンガクネンジョウ
昭和3年4月5日

3学年用上巻　帝都教育会　(515)

「硬筆書方練習帳」 コウヒツカキカタレンシュウチョウ 昭和5年4月1日 帝都教育会　(515)
「国語・漢文夏期自習ノート」 コクゴ・カンブンカキジシュウノート 昭和10年6月5日 中等教育研究会　（400）
「国語帳　第三学年用」 コクゴチョウ　ダイサンガクネンヨウ 3学年用　東京市築地尋常小学校後援会

（440）
「国作文について」 コクサクブンニツイテ (407)
「国史学習帳　尋常五年用上巻」 コクシガクシュウチョウ　ジンジョウゴネンヨウジョウカン

昭和8年2月11日
5学年用上巻　日本ノート学用品株式会社
（440）

「国体の本義」 コクタイノホンギ 昭和12年5月31日 文部省　内閣印刷局　（381）
「国文鑑　巻五」 コクブンカン　カンノゴ 昭和8年1月25日 巻5　文学社　（351）
「国文鑑　巻三」 コクブンカン　カンノサン 昭和8年1月25日 巻1　文学社　（348）
「国文鑑　巻四」 コクブンカン　カンノヨン 昭和8年1月25日 巻4　文学社　（350）
「国文鑑詳細　巻四」 コクブンカンショウサイ　カンノヨン 昭和9年5月30日 巻4　東京成功社　（352）

さ 「サイエンスショウ踊る科学」 サイエンスショウオドルカガク 昭和15年6月5日 宝塚少女歌劇団　(127）
「最近世界地図」 サイキンセカイチズ 昭和4年1月30日 三省堂　（345）
「最新漢文読本」 サイシンカンブンドクホン

昭和10年12月13日
第１冊　（題簽は本に挟んである）　冨山房
（367）

「最新漢文読本」 サイシンカンブンドクホン
昭和10年12月13日

第2冊　（題簽は本に挟んである）　冨山房
（368）

「最新漢文読本」 サイシンカンブンドクホン 昭和10年12月13日 第3冊　冨山房　（369）
「最新漢文読本」 サイシンカンブンドクホン 昭和10年12月13日 第4冊　冨山房　（370）
「裁縫学習帳」 サイホウガクシュウチョウ 昭和5年4月1日 小高印刷所　（410）
「さくら」 サクラ 昭和15年12月25日 4号　九段精華高等女学校同窓会　（405）
「算術学習新書　五年用上巻」 サンジュツガクシュウシンショ　ゴネンヨウジョウカン昭和4年4月20日 5学年用上巻　東京閣　(508)
「算術帳　第一学年用」 サンジュツチョウ　ダイイチガクネンヨウ 1学年用　　東京市築地尋常小学校後援会

し 「色彩幻想曲」 シキサイゲンソウキョク 昭和15年1月1日 宝塚少女歌劇団　（146）
「時事漫画」① ジジマンガ① 時事新報社　(237）
「時事漫画」① ジジマンガ① 昭和4年1月13日 時事新報社　(237）
「時事漫画」① ジジマンガ① 昭和4年2月3日 時事新報社　(237）
「時事漫画」① ジジマンガ① 昭和4年3月10日 時事新報社　(237）
「時事漫画」① ジジマンガ① 昭和4年3月31日 時事新報社　(237）
「時事漫画」① ジジマンガ① 昭和4年4月21日 時事新報社　(237）
「時事漫画」① ジジマンガ① 昭和4年5月5日 時事新報社　(237）
「時事漫画」① ジジマンガ① 昭和4年5月26日 時事新報社　(237）
「時事漫画」① ジジマンガ① 昭和4年6月23日 時事新報社　(237）
「時事漫画」① ジジマンガ① 昭和4年7月7日 時事新報社　(237）
「時事漫画」① ジジマンガ① 昭和4年8月4日 時事新報社　(237）
「時事漫画」① ジジマンガ① 昭和4年8月25日 時事新報社　(237）
「時事漫画」① ジジマンガ① 昭和4年9月8日 時事新報社　(237）
「時事漫画」① ジジマンガ① 昭和4年9月22日 時事新報社　(237）
「時事漫画」① ジジマンガ① 昭和4年9月29日 時事新報社　(237）
「時事漫画」① ジジマンガ① 昭和4年10月6日 時事新報社　(237）
「時事漫画」① ジジマンガ① 昭和4年10月20日 時事新報社　(237）
「時事漫画」① ジジマンガ① 昭和4年11月24日 時事新報社　(237）
「時事漫画」② ジジマンガ② 昭和6年1月11日 時事新報社　(238）
「時事漫画」② ジジマンガ② 昭和6年1月18日 時事新報社　(238）
「時事漫画」② ジジマンガ② 昭和6年1月25日 時事新報社　(238）
「時事漫画」② ジジマンガ② 昭和6年2月1日 時事新報社　(238）
「時事漫画」② ジジマンガ② 昭和6年2月8日 時事新報社　(238）
「時事漫画」② ジジマンガ② 昭和6年2月15日 時事新報社　(238）
「時事漫画」② ジジマンガ② 昭和6年2月26日 時事新報社　(238）
「時事漫画」③ ジジマンガ③ 昭和5年1月12日 時事新報社　(239）
「時事漫画」③ ジジマンガ③ 昭和5年1月19日 時事新報社　(239）
「時事漫画」③ ジジマンガ③ 昭和5年2月23日 時事新報社　(239）
「時事漫画」③ ジジマンガ③ 昭和5年3月2日 時事新報社　(239）
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「時事漫画」③ ジジマンガ③ 昭和5年3月9日 時事新報社　(239）
「時事漫画」③ ジジマンガ③ 昭和5年4月27日 時事新報社　(239）
「時事漫画」③ ジジマンガ③ 昭和5年5月25日 時事新報社　(239）
「時事漫画」③ ジジマンガ③ 昭和5年5月11日 時事新報社　(239）
「時事漫画」③ ジジマンガ③ 昭和5年5月4日 時事新報社　(239）
「時事漫画」③ ジジマンガ③ 昭和5年6月8日 時事新報社　(239）
「時事漫画」③ ジジマンガ③ 昭和5年6月15日 時事新報社　(239）
「時事漫画」③ ジジマンガ③ 昭和5年6月29日 時事新報社　(239）
「時事漫画」③ ジジマンガ③ 昭和5年7月6日 時事新報社　(239）
「時事漫画」③ ジジマンガ③ 昭和5年7月20日 時事新報社　(239）
「時事漫画」③ ジジマンガ③ 昭和5年7月27日 時事新報社　(239）
「時事漫画」③ ジジマンガ③ 昭和5年8月10日 時事新報社　(239）
「時事漫画」③ ジジマンガ③ 昭和5年8月17日 時事新報社　(239）
「時事漫画」③ ジジマンガ③ 昭和5年8月31日 時事新報社　(239）
「時事漫画」③ ジジマンガ③ 昭和5年9月14日 時事新報社　(239）
「時事漫画」③ ジジマンガ③ 昭和5年9月28日 時事新報社　(239）
「時事漫画」③ ジジマンガ③ 昭和5年10月5日 時事新報社　(239）
「時事漫画」③ ジジマンガ③ 昭和5年10月12日 時事新報社　(239）
「時事漫画」③ ジジマンガ③ 昭和5年10月26日 時事新報社　(239）
「時事漫画」③ ジジマンガ③ 昭和5年11月2日 時事新報社　(239）
「時事漫画」③ ジジマンガ③ 昭和5年11月16日 時事新報社　(239）
「時事漫画」③ ジジマンガ③ 昭和5年11月23日 時事新報社　(239）
「時事漫画」③ ジジマンガ③ 昭和5年12月7日 時事新報社　(239）
「時事漫画」③ ジジマンガ③ 昭和5年12月14日 時事新報社　(239）
「時事漫画」③ ジジマンガ③ 昭和5年12月21日 時事新報社　(239）
「思想国防」 シソウコクボウ 昭和11年1月1日 2巻1号 国防教育会　（167）
「実力養成理科集」 ジツリョクヨウセイリカシュウ 昭和5年4月5日 4学年用　正光社　(319)
「市電文化ニュース」 シデンブンカニュース 昭和15年9月1日 2巻9号　市電文化ニュース社　（456）
「下加茂」 シモガモ 昭和7年9月1日 6巻9号　下加茂雑誌社　（200）
「下加茂」 シモガモ 昭和7年11月1日 6巻11号　下加茂雑誌社　（200）
「下加茂」 シモガモ 昭和7年12月1日 6巻12号　下加茂雑誌社　（200）
「下加茂」 シモガモ 昭和8年3月1日 7巻3号　下加茂雑誌社　（200）
「下加茂」 シモガモ 昭和8年4月1日 7巻4号　下加茂雑誌社　（200）
「下加茂」 シモガモ 昭和8年12月1日 7巻12号　下加茂雑誌社　（200）
「下加茂」 シモガモ 昭和9年3月1日 8巻3号　下加茂雑誌社　（200）
「下加茂」 シモガモ 昭和9年4月1日 8巻4号　下加茂雑誌社　（200）
「下加茂」 シモガモ 昭和9年5月1日 8巻5号　下加茂雑誌社　（200）
「下加茂」 シモガモ 昭和9年6月1日 8巻6号　下加茂雑誌社　（200）
「下加茂」 シモガモ 昭和9年7月1日 8巻7号　下加茂雑誌社　（200）
「下加茂」 シモガモ 昭和9年8月1日 8巻8号　下加茂雑誌社　（200）
「下加茂」 シモガモ 昭和9年9月1日 8巻9号　(2冊あり)　下加茂雑誌社　（200）
「下加茂」 シモガモ 昭和10年1月1日 9巻1号　下加茂雑誌社　（200）
「下加茂」 シモガモ 昭和10年4月1日 9巻4号　下加茂雑誌社　（200）
「修学旅行参考資料東北」 シュウガクリョコウサンコウシリョウトウホク 立教中学校　（401）
「受験平面幾何学問題集」 ジュケンヘイメンキカガクモンダイシュウ 昭和13年12月15日 (2冊あり)　三省堂　（374）
「主婦之友」 シュフノトモ 昭和9年5月1日 18巻5号　主婦之友社　（209)
「主婦之友」 シュフノトモ 昭和9年7月1日 18巻7号　主婦之友社　（209)
「主婦之友」 シュフノトモ 昭和9年8月1日 18巻8号　主婦之友社　（209)
「主婦之友」 シュフノトモ 昭和9年9月1日 18巻9号　主婦之友社　（209)
「主婦之友」 シュフノトモ 昭和9年12月1日 18巻12号　主婦之友社　（209)
「主婦之友」 シュフノトモ 昭和10年3月1日 19巻3号　主婦之友社　（209)
「主婦之友」 シュフノトモ 昭和10年4月1日 19巻4号　主婦之友社　（209)
「主婦之友」 シュフノトモ 昭和10年7月1日 19巻7号　主婦之友社　（209)
「主婦之友」 シュフノトモ 昭和10年8月1日 19巻8号　主婦之友社　（209)
「主婦之友」 シュフノトモ 昭和11年1月1日 20巻1号　主婦之友社　（209)
「主婦之友」 シュフノトモ 昭和11年5月1日 20巻5号　主婦之友社　（209)
「主婦之友」 シュフノトモ 昭和15年6月1日 24巻6号　主婦之友社　（209)
「主婦之友」 シュフノトモ 昭和16年2月1日 25巻2号　主婦之友社　（210)
「主婦之友」 シュフノトモ 昭和18年11月1日 27巻11号　主婦之友社　（210)
「趣味の冬休み練習帳　尋常科第
五学年」

シュミノフユヤスミレンシュウチョウ　ジンジョウカ
ダイゴガクネン

昭和6年12月20日
5学年用　初等教育助成協会　(514)

「唱歌」 ショウカ 京橋区唱歌訓導協会　（246）
「唱歌」 ショウカ ４学年用　京橋区唱歌訓導協会　（247）
「小学一年生」 ショウガクイチネンセイ 昭和5年8月1日 6巻5号　小学館　（385）
「小学一年生」 ショウガクイチネンセイ 昭和5年8月1日 5巻11号
「小学国語書取帳」 ショウガクコクゴカキトリチョウ 戦前 (6冊あり)　東京市築地尋常小学校後援会　(517)
「小学国語学習帳」 ショウガクコクゴガクシュウチョウ 戦前 (9冊あり)　東京文海尋常小学校保護会　(519)
「小学国語帳」 ショウガクコクゴチョウ

戦前
(4冊あり)　東京市築地尋常小学校後援会
(518）

「小学参考図画　尋常一年」 ショウガクサンコウズガ　ジンジョウイチネン 昭和2年12月24日 １学年用　三省堂
「小学参考図画　尋常三年」 ショウガクサンコウズガ　ジンジョウサンネン 昭和2年12月24日 3学年用 三省堂　（275）
「小学参考図画　尋常四年」 ショウガクサンコウズガ　ジンジョウヨネン 昭和4年1月1日 4学年用 三省堂　（276）
「小学算術帳」 ショウガクサンジュツチョウ 戦前 (7冊あり)　東京文海尋常小学校保護会　(520）
「小学算術帳」 ショウガクサンジュツチョウ 戦前 (6冊あり)　東京市築地尋常小学校後援会　(521)
「小学算術帳」 ショウガクサンジュツチョウ

戦前
(7冊あり)　東京市築地尋常小学校後援会
(522）
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「小学唱歌」 ショウガクショウカ 昭和4年6月10日 5学年用　日本唱歌出版社　（248）
「小学生の図画」 ショウガクセイノズガ (441)
「小学生の答案」 ショウガクセイノトウアン (442)
「小学二年生」 ショウガクニネンセイ 昭和5年5月5日 6巻2号　小学館　（387）
「詳細近世文粋」 ショウサイキンセブンスイ 昭和8年3月4日 帝国書院　（373）
「少女歌劇」 ショウジョカゲキ 昭和12年7月1日 5巻4号　松竹少女歌劇団　（159)
「少女歌劇」 ショウジョカゲキ 昭和11年5月1日 4巻5号　松竹少女歌劇団　（159)
「少女歌劇」 ショウジョカゲキ 昭和11年5月1日 4巻33号
「少女画報」 ショウジョガホウ 昭和10年9月1日 24巻10号 新泉社　(194）
「少女倶楽部」 ショウジョクラブ 昭和7年7月1日 10巻7号　大日本雄弁会講談社　（198）
「少女倶楽部」 ショウジョクラブ 昭和11年8月1日 14巻8号　大日本雄弁会講談社　(198)
「少女の友」 ショウジョノトモ 昭和7年1月1日 25巻1号　実業之日本社　（192）
「少女の友」 ショウジョノトモ 昭和7年2月1日 25巻2号　実業之日本社　（192）
「少女の友」 ショウジョノトモ 昭和8年2月1日 26巻2号　実業之日本社　（192）
「少女の友」 ショウジョノトモ 昭和9年7月1日 27巻7号　実業之日本社　（192）
「松竹」 ショウチク 豊国社　（184）　三冊合本か
「松竹」 ショウチク 昭和7年12月1日 3巻12号　豊国社　（185）
「松竹」 ショウチク 昭和8年2月1日 4巻2号　豊国社　（185）
「松竹」 ショウチク 昭和8年12月1日 4巻12号　豊国社　（185）
「松竹」 ショウチク 昭和9年1月1日 5巻1号　豊国社　（185）
「松竹」 ショウチク 昭和9年7月1日 5巻7号　豊国社　（185）
「松竹」 ショウチク 昭和10年4月1日 6巻4号　豊国社　（185）
「松竹」 ショウチク 昭和10年8月1日 6巻8号　豊国社　（185）
「松竹」 ショウチク 昭和10年11月1日 6巻11号　豊国社　（185）
「松竹」 ショウチク 昭和11年1月1日 7巻1号　豊国社　（185）
「松竹」 ショウチク 昭和11年2月1日 7巻2号　豊国社　（185）
「松竹」 ショウチク 昭和11年3月1日 7巻3号　豊国社　（185）
「松竹」 ショウチク 昭和11年4月1日 7巻4号　豊国社　（185）
「松竹」 ショウチク 昭和12年7月1日 8巻7号　豊国社　（185）
「松竹」 ショウチク 昭和12年8月1日 8巻8号　豊国社　（185）
「松竹」 ショウチク 昭和15年5月1日 11巻5号　豊国社　（185）
「松竹少女歌劇」 ショウチクショウジョカゲキ 昭和10年11月1日 公益社（172）
「松竹少女歌劇」 ショウチクショウジョカゲキ 昭和11年 新橋演舞場　(173）
「松竹少女歌劇脚本集10/2」 ショウチクショウジョカゲキキャクホンシュウ 昭和10年2月1日 松竹少女歌劇団　（132)
「松竹少女歌劇脚本集」 ショウチクショウジョカゲキキャクホンシュウ 昭和13年3月20日 松竹株式会社　（137）
「松竹少女歌劇脚本集」 ショウチクショウジョカゲキキャクホンシュウ 昭和13年1月1日 松竹株式会社　（136）
「松竹少女歌劇脚本集10/11」 ショウチクショウジョカゲキキャクホンシュウ 昭和10年11月1日 松竹少女歌劇団　（133)
「松竹少女歌劇脚本集10/4」 ショウチクショウジョカゲキキャクホンシュウ 昭和10年4月1日 松竹少女歌劇団（133)
「松竹少女歌劇脚本集11/10」 ショウチクショウジョカゲキキャクホンシュウ 昭和11年10月1日 松竹少女歌劇団　（134)
「聖徳」 ショウトク 大正14年5月10日 (223)
「少年倶楽部」 ショウネンクラブ 昭和6年5月1日 18巻5号　大日本雄弁会講談社　（207）
「少年倶楽部」 ショウネンクラブ 昭和6年7月1日 18巻7号　大日本雄弁会講談社　（207）
「少年倶楽部」 ショウネンクラブ 昭和6年8月1日 18巻8号　大日本雄弁会講談社　（207）
「少年倶楽部」 ショウネンクラブ 昭和6年9月1日 18巻9号　大日本雄弁会講談社　（207）
「少年倶楽部」 ショウネンクラブ 昭和6年10月1日 18巻10号　大日本雄弁会講談社　（207）
「少年倶楽部」 ショウネンクラブ 昭和7年9月1日 19巻9号　大日本雄弁会講談社　（207）
「少年倶楽部」 ショウネンクラブ 昭和7年10月1日 19巻10号　大日本雄弁会講談社　（207）
「少年倶楽部」 ショウネンクラブ 昭和7年11月1日 19巻11号　大日本雄弁会講談社　（207）
「少年倶楽部」 ショウネンクラブ 昭和8年1月1日 20巻1号　大日本雄弁会講談社　（207）
「少年倶楽部」 ショウネンクラブ 昭和8年7月1日 20巻7号　大日本雄弁会講談社　（207）
「少年倶楽部」 ショウネンクラブ 昭和8年11月1日 20巻11号　大日本雄弁会講談社　（207）
「少年倶楽部」 ショウネンクラブ 昭和8年12月1日 20巻12号　大日本雄弁会講談社　（207）
「少年倶楽部」 ショウネンクラブ 昭和9年2月1日 21巻2号　大日本雄弁会講談社　（207）
「少年倶楽部」 ショウネンクラブ 昭和9年3月1日 21巻3号　大日本雄弁会講談社　（207）
「少年倶楽部」 ショウネンクラブ 昭和9年4月1日 21巻4号　大日本雄弁会講談社　（207）
「少年倶楽部」 ショウネンクラブ 昭和11年5月1日 23巻5号　大日本雄弁会講談社　（208）
「少年倶楽部」 ショウネンクラブ 昭和11年7月1日 23巻7号　大日本雄弁会講談社　（207）
「少年少女譚海」 ショウネンショウジョタンカイ 昭和4年1月1日 10巻1号　博文館　（139)
「少年文庫　ナポレオン傳」(ナ
ポレオン伝)

ショウネンブンコ　ナポレオンデン
昭和8年4月5日

春陽堂　（216)

「城北作文」 ジョウホクサクブン 城北作文会　（16回ー20回）　（393）
「女学校」 ジョガッコウ （歴史・数学・理科）　(439)
「女子漢文」 ジョシカンブン 昭和2年8月12日 巻1　明治書院　（355）
「女子公民教科書　上巻」 ジョシコウミンキョウカショ　ジョウカン 昭和10年3月1日 上巻　堀書店　（361）
「女子実用図画」 ジョシジツヨウズガ 昭和9年9月25日 晩成処　（480）
「女子修身書　巻二」 ジョシシュウシンショ　カンノニ 昭和2年11月25日 巻2　東京開成館　（356）
「女子新修身書　巻三」 ジョシシンシュウシンショ　カンノサン 昭和8年10月12日 巻3　東京開成館　（357）
「女子代数教科書」 ジョシダイスウキョウカショ 昭和3年9月29日 東京開成館　（353）
「女子ペン字毛筆手紙の書き方」 ジョシペンジモウヒツテガミノカキカタ

昭和6年2月1日
「婦人世界」26巻2号附録　実業之日本社
（416）

「女子用新編東洋史」 ジョシヨウシンペントウヨウシ 昭和4年1月15日 光風館書店　（358）
「女子理科化学教科書」 ジョシリカカガクキョウカショ 昭和3年11月29日 目黒書店　成美堂　（359）
「女子理科鉱物教科書」 ジョシリカコウブツキョウカショ 昭和3年12月26日 目黒書店　成美堂　（362）
「女子理科生理衛生教科書」 ジョシリカセイリエイセイキョウカショ 大正14年12月21日 東京開成館　（360）
「初等英作文教科書」 ショトウエイサクブンモンダイシュウ 大正14年1月10日 泰文堂　（375）
「新刊重版ニュース」 シンカンジュウハンニュース 昭和16年10月15日 3号　十社連盟　（454）
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「新興キネマ」 シンコウキネマ 昭和10年6月1日 4巻6号 映光社 (193)
「新興キネマ」 シンコウキネマ 昭和10年8月1日 4巻8号 映光社 (193)
「新興キネマ」 シンコウキネマ 昭和10年11月1日 4巻11号 映光社 (193)
「新国劇八月公演脚本解説」 シンコクゲキハチガツコウエンキャクホンカイセツ 昭和17年8月5日 東京宝塚劇場　（130）
「神国日本の道」 シンコクニッポンノミチ 昭和17年2月10日 勤王連盟出版部　(529)
「神国日本の道」付属資料 シンコクニッポンノミチフゾクシリョウ 昭和17年2月10日 勤王連盟出版部　(529)
「尋常小学各科の研究　第五学年
後期用」

ジンジョウショウガク　カクカノケンキュウ
ダイゴガクネンコウキヨウ

昭和6年9月1日
5年後期　学習社　（316）

「尋常小学各科の研究　第五学年
前期用」

ジンジョウショウガクカクカノケンキュウ
ダイゴガクネンゼンキヨウ

昭和6年3月1日
5年前期　学習社　（315）

「尋常小学各科の研究　第四学年
後期用」

ジンジョウショウガクカクカノケンキュウ
ダイヨンガクネンコウキヨウ

昭和7年9月1日
4年後期　学習社　（317）

「尋常小学国語読本　巻一（A)」 ジンジョウショウガクコクゴドクホン　カンノイチ（A)
大正7年1月30日

1学年用　巻1　 (2冊あり)　文部省　（288)

「尋常小学国語読本　巻一（B)」 ジンジョウショウガクコクゴドクホン　カンノイチ（B)
大正7年1月31日

1学年用　巻1　文部省　（289）

「尋常小学国語読本　巻九」 ジンジョウショウガクコクゴドクホン　カンノク 昭和4年11月30日 巻9　文部省　（297)
「尋常小学国語読本　巻九」 ジンジョウショウガウコクゴドクホン　カンノキュウ 昭和4年11月30日 巻9　文部省　(569）
「尋常小学国語読本　巻五」 ジンジョウショウガクコクゴドクホン　カンノゴ 大正15年11月11日 巻5　文部省　（293)
「尋常小学国語読本　巻五」 ジンジョウショウガウコクゴドクホン　カンノゴ 大正15年11月11日 巻5
「尋常小学国語読本　巻三」 ジンジョウショウガクコクゴドクホン　カンノサン 昭和3年10月31日 巻3　文部省　（291)
「尋常小学国語読本　巻三」 ジンジョウショウガウコクゴドクホン　カンノサン 大正7年10月12日 巻3　文部省　(565）
「尋常小学国語読本　巻七」 ジンジョウショウガウコクゴドクホン　カンノシチ 昭和3年12月10日 巻7　文部省　(567）
「尋常小学国語読本　巻十」 ジンジョウショウガクコクゴドクホン　カンノジュウ 昭和4年6月10日 巻10　文部省　（298)
「尋常小学国語読本　巻十」 ジンジョウショウガウコクゴドクホン　カンノジュウ 昭和4年6月10日 巻10　文部省　(570）
「尋常小学国語読本　巻十一」 ジンジョウショウガクコクゴドクホン　カンノジュウイチ昭和4年11月30日 巻11　文部省　（299)
「尋常小学国語読本　巻十ニ」 ジンジョウショウガクコクゴドクホン　カンノジュウニ昭和6年6月20日 巻12　文部省　（300)
「尋常小学国語読本　巻二」 ジンジョウショウガクコクゴドクホン　カンノニ 大正15年4月30日 巻2　 (2冊あり)　文部省　（290)
「尋常小学国語読本　巻八」 ジンジョウショウガクコクゴドクホン　カンノハチ 昭和3年3月5日 巻8　文部省　（296)
「尋常小学国語読本　巻八」 ジンジョウショウガウコクゴドクホン　カンノハチ 昭和3年4月25日 巻8　文部省　(568）
「尋常小学国語読本　巻四」 ジンジョウショウガクコクゴドクホン　カンノヨン 昭和3年3月20日 巻4　文部省　（292)
「尋常小学国語読本　巻六」 ジンジョウショウガクコクゴドクホン　カンノロク 昭和4年5月15日 巻6　 (2冊あり)　文部省　（294)
「尋常小学国史　上・下」 ジンジョウショウガクコクシ 昭和8年12月10日 文部省　内閣印刷局　（381）
「尋常小学国史　絵図」 ジンジョウショウガクコクシエズ 昭和8年2月1日 上巻　文部省
「尋常小学算術書　第三学年児童
用」

ジンジョウショウガクサンジュツショ　ダイサンガクネンジドウヨウ
大正15年2月27日

3学年用　文部省　(571）

「尋常小学算術書　第五学年
教師用」

ジンジョウショウガクサンジュツショ　ダイゴガクネ
ン　キョウシヨウ

昭和6年10月17日
5学年教師用　文部省　（328)

「尋常小学算術書　第五学年
児童用」

ジンジョウショウガクサンジュツショ　ダイゴガクネ
ン　ジドウヨウ

昭和6年10月17日
5学年用　文部省

「尋常小学算術書　第三学年
教師用」

ジンジョウショウガクサンジュツショ　ダイサンガク
ネン　キョウシヨウ

大正15年2月26日
3学年用　文部省　（326)

「尋常小学算術書　第四学年
児童用」

ジンジョウショウガクサンジュツショ　ダイヨンガク
ネン　ジドウヨウ

昭和2年7月22日
4学年用　文部省　（327)

「尋常小学算術書　第六学年
教師用」

ジンジョウショウガクサンジュツショ　ダイロクガクネン　キョウシヨウ
昭和7年11月15日

6学年教師用　文部省　（330)

「尋常小学算術書　第六学年
児童用」

ジンジョウショウガクサンジュツショ　ダイロクガクネン　ジドウヨウ
昭和7年11月15日

6学年用　文部省　（331)

「尋常小学修身書　巻一」 ジンジョウショウガクシュウシンショカンノイチ 大正7年2月20日 巻1　文部省
「尋常小学修身書　巻二」 ジンジョウショウガクシュウシンショカンノニ 昭和2年12月26日 巻2　文部省  （574）
「尋常小学修身書　巻三」 ジンジョウショウガクシュウシンショカンノサン 昭和5年11月30日 巻3　文部省　（301)
「尋常小学修身書　巻四」 ジンジョウショウガクシュウシンショカンノシ 昭和2年11月10日 巻4　文部省　（302)
「尋常小学修身書　巻五」 ジンジョウショウガクシュウシンショカンノゴ 昭和5年11月30日 巻5　文部省　（303)
「尋常小学修身書　巻六」 ジンジョウショウガクシュウシンショカンノロク 昭和8年11月30日 巻6　文部省　（304)
「尋常小学修身書」 ジンジョウショウガクシュウシンショ 昭和2年12月26日
「尋常小学修身書」 ジンジョウショウガクシュウシンショ 大正7年2月13日
「尋常小学唱歌　第一学年用」 ジンジョウショウガクショウカ　ダイイチガクネンヨウ大正14年11月20日 1学年用　文部省
「尋常小学唱歌　第五学年用」 ジンジョウショウガクショウカ　ダイゴガクネンヨウ 昭和6年1月25日 5学年用　文部省　（316)
「尋常小学唱歌　第三学年用」 ジンジョウショウガクショウカ　ダイサンガクネンヨウ昭和6年1月25日 3学年用　文部省　（314)
「尋常小学唱歌　第ニ学年用
（A)」

ジンジョウショウガクショウカ　ダイニガクネンヨウ（A)
大正14年11月20日

2学年用　文部省　（312)

「尋常小学唱歌　第ニ学年用
（B)」

ジンジョウショウガクショウカ　ダイニガクネンヨウ（B)
昭和3年11月20日

2学年用　文部省　（310)

「尋常小学唱歌　第四学年用
（A)」

ジンジョウショウガクショウカ　ダイヨンガクネンヨウ
昭和3年11月20日

4学年用　文部省　（313)

「尋常小学唱歌　第四学年用
（B)」

ジンジョウショウガクショウカ　ダイヨンガクネンヨウ（B)
昭和6年1月25日

4学年用　文部省　（315)

「尋常小学唱歌　第六学年用」 ジンジョウショウガクショウカ　ダイロクガクネンヨウ昭和7年12月10日 6学年用　文部省　（317)
「尋常小学書キ方手本（尋常小学
書き方手本）　第一学年用」

ジンジョウショウガクカキカタテホン
ダイイチガクネンヨウ

大正7年6月15日
1学年用　文部省　（337)

「尋常小学書キ方手本（尋常小学
書き方手本）　第五学年用　下」

ジンジョウショウガクカキカタテホン
ダイゴガクネンヨウ　ゲ

大正11年6月15日
5学年用　下巻 (2冊あり)　文部省　（345)

「尋常小学書キ方手本（尋常小学
書き方手本）　第五学年用　上」

ジンジョウショウガクカキカタテホン
ダイゴガクネンヨウ　ジョウ

大正10年11月30日
5学年用　上巻　文部省　（344)

「尋常小学書キ方手本（尋常小学
書き方手本）　第三学年用　下」

ジンジョウショウガクカキカタテホン
ダイサンガクネンヨウ　ゲ

大正9年4月30日
3学年用　下巻　文部省
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「尋常小学書キ方手本（尋常小学
書き方手本）　第三学年用　上」

ジンジョウショウガクカキカタテホン
ダイサンガクネンヨウ　ジョウ

大正8年11月5日
3学年用　上巻 (2冊あり) 　文部省　（340)

「尋常小学書キ方手本（尋常小学
書き方手本）　第ニ学年用　下」

ジンジョウショウガクカキカタテホン
ダイニガクネンヨウ　ゲ

大正8年4月12日
2学年用　下巻 (2冊あり) 　文部省　（339)

「尋常小学書キ方手本（尋常小学
書き方手本）　第ニ学年用　上」

ジンジョウショウガクカキカタテホン
ダイニガクネンヨウ　ジョウ

大正7年11月17日
2学年用　上巻　（題簽欠）　文部省　（338)

「尋常小学書キ方手本（尋常小学
書き方手本）　第四学年用　下」

ジンジョウショウガクカキカタテホン
ダイヨンガクネンヨウ　ゲ

大正10年4月15日
4学年用　下巻（題簽は本に挟んである）　文部
省　（343)

「尋常小学書キ方手本（尋常小学
書き方手本）　第四学年用　上」

ジンジョウショウガクカキカタテホン
ダイヨンガクネンヨウ　ジョウ

大正9年9月30日
4学年用　上巻（題簽は本に挟んである）　文部
省　（342)

「尋常小学書キ方手本（尋常小学
書き方手本）　第六学年用　下」

ジンジョウショウガクカキカタテホン
ダイロクガクネンヨウ　ゲ

大正12年6月15日
6学年用　下巻　文部省　（347)

「尋常小学書キ方手本（尋常小学
書き方手本）　第六学年用　上」

ジンジョウショウガクカキカタテホン
ダイロクガクネンヨウ　ジョウ

大正12年1月15日
6学年用　上巻（題簽は本に挟んである）　文部
省　（346)

「尋常小学全科学習書　第一学年
後期用」

ジンジョウショウガクゼンカガクシュウショ
ダイイチガクネンコウキヨウ

昭和4年9月1日
1年後期　学習社（311）

「尋常小学全科学習書　第三学年
後期用」

ジンジョウショウガクゼンカガクシュウショ
ダイサンガクネンコウキヨウ

昭和4年9月1日
3年後期　学習社（312）

「尋常小学全科学習書　第三学年
前期用」

ジンジョウショウガクゼンカガクシュウショ
ダイサンガクネンゼンキヨウ

昭和4年3月1日
3年前期　学習社（311）

「尋常小学全科学習書　第三学年
前期用」

ジンジョウショウガクゼンカガクシュウショ
ダイサンガクネンゼンキヨウ

昭和6年3月1日
3学年用前期　学習社　(370)

「尋常小学全科学習書　第四学年
前期用」

ジンジョウショウガクゼンカガクシュウショ
ダイヨンガクネンゼンキヨウ

昭和7年3月1日
4年前期　学習社　（313）

「尋常小学地理書　巻一（A)」 ジンジョウショウガクチリショ　カンノイチ（A) 昭和4年3月29日 巻1　文部省　（321)
「尋常小学地理書　巻一（B)」 ジンジョウショウガクチリショ　カンノイチ（B) 昭和6年3月15日 巻1　文部省　（322)
「尋常小学地理書　巻二（B)」 ジンジョウショウガクチリショ　カンノニ（B) 昭和9年2月15日 巻2　文部省　（323)
「尋常小学地理書　地理付図
（A)」

ジンジョウショウガクチリショ チリフズ（A)
昭和6年2月25日

文部省　（324)

「尋常小学地理書　地理付図
（B)」

ジンジョウショウガクチリショ チリフズ（B)
昭和9年3月10日

文部省　（325)

「尋常小学理科書　第五学年児童
用」

ジンジョウショウガクリカショ　ダイゴガクネンジドウヨウ
昭和5年3月24日

5学年用　文部省　(573)

「尋常小学理科書　第五学年用」 ジンジョウショウガクリカショ　ダイゴガクネンヨウ 昭和5年3月12日 5学年用　文部省　（319)
「尋常小学理科書　第四学年児童
用」

ジンジョウショウガクリカショ　ダイヨンガクネンジドウヨウ
昭和4年3月18日

4学年用　文部省　(572）

「尋常小学理科書　第四学年用」 ジンジョウショウガクリカショ　ダイヨンガクネンヨウ昭和4年3月15日 4学年用　文部省　（318)
「尋常小学理科書　第六学年用」 ジンジョウショウガクリカショ　ダイロクガクネンヨウ昭和6年3月3日 6学年用　文部省　（320)
「新選詳図　世界之部」 シンセンショウズ　セカイノブ 昭和11年1月4日 帝国書院　（380）
「眞善美」(真善美) シンゼンビ 昭和8年3月25日 日本学術普及会　（222）
「新選平面幾何学問題集　改訂
版」

シンセンヘイメンキカガクモンダイシュウ　カイテイバン
昭和14年5月1日

三省堂　（378）

「新創作」 シンソウサク 昭和16年5月5日 3巻5号　創作社　（215）
「新体西洋国史」 シンタイセイヨウコクシ 昭和10年11月12日 冨山房　（337）
「新富座週報」 シントミザシュホウ 昭和11年1月10日 新富座　（171）
「新女苑」 シンニョエン 昭和15年7月1日 4巻7号　実業之日本社　（168）
「新女苑」 シンニョエン 昭和16年12月1日 5巻12号　実業之日本社　（168）
「新女苑」 シンニョエン 昭和17年2月1日 6巻2号　実業之日本社　（168）
「新派大合同納涼興行」 シンパダイゴウドウノウリョウコウギョウ 昭和8年8月 東京劇場　(177）
「新文化」 シンブンカ 昭和16年6月1日 11巻6号　第一書房　（389）
「新文典上級用」 シンブンテンジョウキュウヨウ 昭和9年2月15日 冨山房　（323）
「新編書鑒　1」 シンペンショカン　1

大正11年10月15日
1学年用　（題簽は本に挟んである）　光風館書
店　（365）

「新編書鑒　2」 シンペンショカン　2 大正11年10月15日 2学年用　光風館書店　（366）
「新令準拠新選地理　概説編」 シンレイジュンキョ　シンセンチリ　ガイセツヘン 昭和13年1月15日 帝国書院　（344）
「新若人」 シンワコウド 昭和17年10月1日 3巻7号　旺文社　（152)
「新若人」 シンワコウド 昭和17年12月1日 3巻9号　旺文社　（152)

す 「図法基準　1」 ズホウキジュン　イチ 昭和6年10月31日 巻1　東京開成館　（342）
「図法基準　2」 ズホウキジュン　ニ 昭和6年10月31日 巻2　東京開成館　（343）
「すめらみくに」 スメラミクニ 昭和15年1月1日 宝塚少女歌劇団　（144）
「相撲早わかり」 スモウハヤワカリ 昭和7年10月8日 国技書院　（225）

せ 「宣戦大詔謹解」 センセンダイショウキンカイ 昭和17年3月30日 朝日新聞社　（235）

そ
「総合新国史　中学校(甲号)上級
用」

ソウゴウシンコクシ　チュウガッコウ(コウゴウ)
ジョウキュウヨウ

昭和10年12月8日
上級用　帝国書院　（338）

「総合東洋史　中学校第二・三学
年用」

ソウゴウトウヨウシ　チュウガッコウダイニ・サンガ
クネン　ヨウ

昭和7年3月11日
中2,3年用　帝国書院　（336）

「候文と口語体　三体女子実用
文」

ソウロウブントコウゴタイ　サンタイジョシジツヨウブン
昭和4年4月5日

久栄堂書店　（409）

た 「太閤記（台本）」 タイコウキ 松竹京都　（217）
「大松竹」 ダイショウチク 昭和8年1月1日 8巻1号　映光社　（189）
「大松竹」 ダイショウチク 昭和8年2月1日 8巻2号　映光社　（189）
「大松竹」 ダイショウチク 昭和8年4月1日 8巻4号　映光社　（189）
「大松竹」 ダイショウチク 昭和9年1月1日 9巻1号　映光社　（189）
「大松竹」 ダイショウチク 昭和9年2月1日 9巻2号　映光社　（189）
「大松竹」 ダイショウチク 昭和9年8月1日 9巻8号　映光社　（189）
「大全科参考書」 ダイゼンカサンコウショ 昭和6年8月10日 3年後期　田中宋栄堂　（314）
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「大松竹」「蒲田」 ダイショウチク　カマタ 昭和7年10月1日 7巻10号　(187、188)
「宝塚歌劇脚本集」 タカラヅカカゲキキャクホンシュウ 昭和16年7月31日 宝塚歌劇団　（147）
「宝塚歌劇脚本集」 タカラヅカカゲキキャクホンシュウ 昭和16年9月30日 8巻7号　宝塚歌劇団　（148）
「宝塚歌劇花組公演」 タカラヅカカゲキハナグミコウエン 昭和16年7月31日 東京宝塚劇場　（149)
「宝塚グラフ」 タカラヅカグラフ 昭和15年1月15日 5巻1号　宝塚少女歌劇団　（150)

ち 「中央公論」 チュウオウコウロン 昭和13年3月1日 53年3号　中央公論社　(203）
「中央公論」 チュウオウコウロン 昭和15年10月1日 55年10号　中央公論社　(204）
「中央公論」 チュウオウコウロン 昭和17年2月1日 57年2号　中央公論社　(204）
「中央公論」 チュウオウコウロン 昭和18年2月1日 58年2号　中央公論社　(205）
「中央公論」 チュウオウコウロン 昭和18年3月1日 58年3号　中央公論社　(205）
「中央公論」 チュウオウコウロン 昭和18年4月1日 58年4号　中央公論社　(205）
「中央公論」 チュウオウコウロン 昭和18年6月1日 58年6号　中央公論社　(205）
「中央公論」 チュウオウコウロン 昭和18年8月1日 58年7号　中央公論社　(205）
「中学国文教科書　巻九」 チュウガクコクブンキョウカショ　カンキュウ 昭和9年12月18日 巻9　光風館書店　（334）
「中学国文教科書　巻五」 チュウガクコクブンキョウカショ　カンゴ 昭和9年12月18日 巻5　光風館書店　（330）
「中学国文教科書　巻三」 チュウガクコクブンキョウカショ　カンサン 昭和9年12月18日 巻3　光風館書店　(328)
「中学国文教科書　巻七」 チュウガクコクブンキョウカショ　カンナナ 昭和9年12月18日 巻7　光風館書店　（332）
「中学国文教科書　巻十」 チュウガクコクブンキョウカショ　カンジュウ 昭和9年12月18日 巻10　光風館書店　（335）
「中学国文教科書　巻八」 チュウガクコクブンキョウカショ　カンハチ 昭和9年12月18日 巻8　光風館書店　（333）
「中学国文教科書　巻四」 チュウガクコクブンキョウカショ　カンシ 昭和9年12月18日 巻4　光風館書店　(329)
「中学国文教科書　巻六」 チュウガクコクブンキョウカショ　カンロク 昭和9年12月18日 巻6　光風館書店　（331）
「中学国文予習書」 チュウガクコクブンヨシュウショ 昭和10年2月20日 巻3　東京辞書出版社　（327）
「中学昭和新国史」 チュウガクショウワシンコクシ 昭和13年8月12日 帝国書院　（372）
「中学校」 チュウガッコウ （英語、明治中学校校歌有り）　(437)
「中学校」 チュウガッコウ （地理・歴史）　(438)
「中学校」 チュウガッコウ （英語・数学）　(438)
「中学校」 チュウガッコウ （英語・数学・理科）　(438)
「中等新国文典」 チュウトウシンコクブンテン 大正15年11月28日 文学社　（354）
「中等新数学　三学年用」 チュウトウシンスウガク　サンガクネンヨウ 昭和9年9月25日 3学年用　至文堂　（363）
「中等新数学　四学年用」 チュウトウシンスウガク　ヨンガクネンヨウ 昭和12年9月1日 4学年用　至文堂　（364）
「中等物理学教科書」 チュウトウブツリガクキョウカショ 昭和10年12月18日 積善館　（377）
「地理、国史、理科への答え方」 チリ、コクシ、リカヘノコタエカタ 昭和8年10月20日 6学年用　日本教育連明出版部　（322）

て 「凸凹黒兵エ」 デコボコクロベエ
と 「東京地震・火災写真集」 トウキョウジシンカサイシャシンシュウ 大正12年9月1日 (475)

「東京府中等学校入試問題集」 トウキョウフチュウトウガッコウニュウシモンダイシュウ昭和9年6月15日 昭和9年度　日昭館書店　（326）
「東北旅行の栞」 トウホクリョコウノシオリ 昭和11年6月 九段精華高等女学校　（394）
「東洋歴史地図」 トウヨウレキシチズ 昭和9年1月16日 帝国書院　（371）
「トーキー英語研究　No.4大平
原」

トーキーエイゴケンキュウ　ナンバーフォーダイヘイゲン
昭和15年10月21日

世界堂書店　（376）

「独逸語訳註文庫(18)　高嶺の
処女」

ドクイツゴヤクチュウブンコ(18)　タカネノオトメ
昭和11年5月5日

郁文堂書店　（220）

「独伊に使して」 ドクイニシシテ 昭和14年12月5日 日本新聞協会　（221)
「どくろ」 ドクロ

昭和13年3月12日
2号　慶応義塾大学医学部予科1学年A組
（403）

「図書雑誌月報」 トショザッシゲッポウ 昭和7年1月1日 東海堂　（453）
な 「夏の染織名作展」 ナツノセンショクメイサクテン 昭和15年初夏 松坂屋　(471)

「夏休み4年の学習」 ナツヤスミヨネンノガクシュウ 昭和5年6月5日 図書出版学用品販売株式会社　（399）
「ナツヤスミノオサライ」 ナツヤスミノオサライ 昭和2年6月8日 1学年用　厚朋社　(548)
「夏休みの友　2年」 ナツヤスミノトモ　ニネン

昭和3年7月5日
2学年用　東京府立師範学校同窓会　教育出版社
(513)

「なつやすみのとも」 ナツヤスミノトモ 昭和4年6月20日 ３学年用　教育出版社　（398）
に 「二年の小学生」 ニネンノショウガクセイ 昭和5年8月1日 6巻5号　東京図書株式会社　（384）

「日活」 ニッカツ 昭和8年9月1日 4巻9号　富国社　（180）
「日活映画」 ニッカツエイガ 日活　(181）
「日記」 ニッキ 昭和15年12月1日 昭和12年用　松坂屋　(461)
「二年優等生」 ニネンユウトウセイ 昭和5年8月1日 4巻8号　博英社　（388）
「日本映画」 ニホンエイガ 昭和12年10月1日 2巻10号　大日本映画協会　(179）
「日本少年」 ニホンショウネン 昭和9年8月1日 29巻9号　実業之日本社　（199）
「日本少年」 ニホンショウネン 昭和9年12月1日 29巻13号　実業之日本社　（199）
「日本少年」 ニホンショウネン 昭和10年1月1日 30巻1号　実業之日本社　（199）
「日本少年」懸賞当選品 ニホンショウネンケンショウトウセンヒン 昭和11年6月1日 「日本少年」懸賞当選品
「日本の兵隊さん」 ニホンオヘイタイサン 昭和8年9月1日 幼年倶楽部（8巻9号）9月号付録
「日本評論」 ニホンヒョウロン 昭和16年6月1日 16巻6号　日本評論社　（206）
「日本民踊集」 ニホンミンヨウシュウ 昭和15年10月5日 宝塚少女歌劇団　（141）
「日本名曲集」 ニホンメイキョクシュウ 昭和14年11月2日 宝塚少女歌劇団　（143）

ぬ 「ヌリエ」 ヌリエ 大正15年6月3日 フレーベル館
「ヌリエ」 ヌリエ 昭和4年2月10日 2号、フレーベル館　（513）

の 「納涼演藝大会プログラム」 ノウリョウエンゲイタイカイプログラム 報知新聞社主催　（174）
「のらくろ子犬時代」 ノラクロコイヌジダイ 昭和10年7月1日 「少年倶楽部」附録
「ノンキナトウサン」 ノンキナトウサンデコボコクロベエノラクロコイヌジダイ大正14年9月15日 トナリノ大将

は 「はたち」 ハタチ 昭和17年12月8日 はたち同人　早大はたち発行所　（404）
「春のをどり(春のおどり)」 ハルノヲドリ(ハルノオドリ) 昭和15年3月31日 宝塚少女歌劇団　(128）
「光と影」 ヒカリトカゲ 昭和14年8月2日 宝塚少女歌劇団　（145）

ひ 「ビクターレコード音楽祭」 ビクターレコードオンガクサイ 東京市主催　(175)
「標準男子音学教科書」 ヒョウジュンダンシオンガクキョウカショ 昭和7年7月10日 初級用　共益商社書店　（341）

ふ 「フクチャン部隊　3」 フクチャンブタイ　サン 昭和13年12月25日 3巻、横山隆一　朝日新聞社　（517）
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「冨士」 フジ 昭和9年9月1日 7巻9号 大日本雄弁会講談社　(166）
「婦人画報」 フジンガホウ 昭和17年8月1日 36巻8号　婦人画報社　(211）
「婦人画報」 フジンガホウ 昭和17年7月1日 36巻7号　婦人画報社　(211）
「婦人画報」 フジンガホウ 昭和17年6月1日 36巻6号　婦人画報社　(211）
「婦人画報」 フジンガホウ 昭和17年5月1日 36巻5号　婦人画報社　(211）
「婦人画報」 フジンガホウ 昭和17年2月1日 456号　婦人画報社　(211）
「婦人画報」 フジンガホウ 昭和16年9月1日 451号　婦人画報社　(211）
「婦人画報」 フジンガホウ 昭和17年9月1日 36巻9号　婦人画報社　(211）
「婦人画報」 フジンガホウ 昭和17年11月1日 36巻11号　婦人画報社　(211）
「婦人倶楽部」 フジンクラブ 昭和9年3月1日 15巻3号　　大日本雄弁会講談社　(164）
「婦人倶楽部」 フジンクラブ 昭和8年12月1日 14巻12号　大日本雄弁会講談社　(164）
「婦人倶楽部」 フジンクラブ 昭和8年4月1日 14巻4号　大日本雄弁会講談社　(164）
「婦人倶楽部」 フジンクラブ 昭和8年10月1日 14巻10号　大日本雄弁会講談社　(164）
「婦人倶楽部」 フジンクラブ 昭和8年11月1日 14巻11号　大日本雄弁会講談社　(164）
「婦人倶楽部」 フジンクラブ 昭和11年9月1日 17巻10号　大日本雄弁会講談社　(164）
「婦人倶楽部」 フジンクラブ 昭和10年3月1日 16巻3号　大日本雄弁会講談社　(164）
「婦人倶楽部」 フジンクラブ 昭和9年8月1日 15巻8号　大日本雄弁会講談社　(164）
「婦人倶楽部」 フジンクラブ 昭和11年5月1日 17巻5号　大日本雄弁会講談社　(164）
「婦人倶楽部」 フジンクラブ 昭和11年6月1日 17巻6号　大日本雄弁会講談社　(164）
「婦人倶楽部」 フジンクラブ 昭和15年6月1日 21巻6号　大日本雄弁会講談社　(165）
「婦人倶楽部」 フジンクラブ 昭和16年3月1日 22巻3号　大日本雄弁会講談社　(165）
「婦人倶楽部」 フジンクラブ 昭和16年6月1日 22巻6号　大日本雄弁会講談社　(165）
「婦人倶楽部」 フジンクラブ 昭和16年12月1日 22巻12号　大日本雄弁会講談社　(165）
「婦人倶楽部」 フジンクラブ 昭和18年11月1日 24巻11号　大日本雄弁会講談社　(93）
「婦人倶楽部」 フジンクラブ 昭和19年4月1日 25巻4号　大日本雄弁会講談社　(165）
「婦人公論」 フジンコウロン 昭和8年7月1日 18巻7号　中央公論社　（156）
「婦人公論」 フジンコウロン 昭和17年7月1日 27巻7号　中央公論社　（191）
「婦人公論」 フジンコウロン 昭和17年8月1日 27巻8号　中央公論社　（ナシ）
「婦人公論」 フジンコウロン 昭和17年9月1日 27巻9号　中央公論社　（190）
「婦人子供報知」 フジンコドモホウチ 昭和8年8月23日 59号　報知新聞社　（212）
「婦人之友」 フジンノトモ 昭和17年4月1日 36巻4号　婦人之友社　（138）
　ふブリタニカ国際大百科事典
(１１)

ブリタニカコクサイダイヒャッカジテン(11) シリーズ計25冊

　ふブリタニカ国際大百科事典(1
３)

ブリタニカコクサイダイヒャッカジテン(13) シリーズ計25冊

　ふブリタニカ国際大百科事典
(１４)

ブリタニカコクサイダイヒャッカジテン(14) シリーズ計25冊

　ふブリタニカ国際大百科事典
(１７)

ブリタニカコクサイダイヒャッカジテン(17) シリーズ計25冊

　ふブリタニカ国際大百科事典
(３)

ブリタニカコクサイダイヒャッカジテン(3) シリーズ計25冊

　ふブリタニカ国際大百科事典
(４)

ブリタニカコクサイダイヒャッカジテン(4) シリーズ計25冊

「文藝」 ブンゲイ 昭和16年8月1日 9巻8号　改造社　（169）
「文藝」 ブンゲイ 昭和17年1月1日 10巻1号　改造社　（169）
「文藝」 ブンゲイ 昭和17年7月1日 10巻7号　改造社　（169）
「文藝」 ブンゲイ 昭和17年12月1日 10巻12号　改造社　（169）
「文芸春秋」 ブンゲイシュンジュウ 昭和17年3月1日 20巻3号　文芸春秋社　（213）
「文芸春秋」 ブンゲイシュンジュウ 昭和17年5月1日 20巻5号　文芸春秋社　（213）
「文芸春秋」 ブンゲイシュンジュウ 昭和18年1月1日 21巻1号　文芸春秋社　（214）
「文章」 ブンショウ 昭和17年3月1日 8巻3号　厚生閣　(162）

へ
「ペン字と毛筆の書き方」 ペンジトモウヒツノテガミノカキカタ

昭和11年2月1日
「主婦之友」12巻2号附録　主婦之友社
（408）

ほ 「ポンペイの壁画」 ポンペイノヘキガ 昭和17年8月10日 本・カバー　アトリエ社　（227）
ま 「松屋グラフ」 マツヤグラフ　 昭和4年5月1日 (2冊あり)　松屋呉服店　（470）

「満州産業事情」 マンシュウサンギョウジジョウ 昭和12年3月25日 南満州鉄道株式会社 (236)
「三田日活週報」 ミタニッカツシュウホウ 昭和2年10月7日 55号　三田日活館　(170）
「三田日活週報」 ミタニッカツシュウホウ 昭和3年5月18日 88号　三田日活館　(170）
「三田日活週報」 ミタニッカツシュウホウ 昭和3年8月3日 99号　三田日活館　(170）
「三田日活週報」 ミタニッカツシュウホウ 昭和3年8月10日 100号　三田日活館　(170）
「三田日活週報」 ミタニッカツシュウホウ 昭和3年12月21日 119号　三田日活館　(170）
「三田日活週報」 ミタニッカツシュウホウ 昭和4年2月8日 128号　三田日活館　(170）
「三田日活週報」 ミタニッカツシュウホウ 昭和4年3月15日 133号　三田日活館　(170）
「三田日活週報」 ミタニッカツシュウホウ 昭和4年3月22日 134号　三田日活館　(170）
「三田日活週報」 ミタニッカツシュウホウ 昭和4年4月5日 136号　三田日活館　(170）
「三田日活週報」 ミタニッカツシュウホウ 昭和4年4月19日 138号　三田日活館　(170）
「三田日活週報」 ミタニッカツシュウホウ 昭和4年5月10日 141号　三田日活館　(170）
「三田日活週報」 ミタニッカツシュウホウ 昭和4年8月8日 三田日活館　(170）

む 「無線時事」 ムセンジジ 昭和14年7月11日 無線時事通信社　（230）

も
「模範硬筆書方練習帖　尋常科第
一学年用巻之二」

モハンコウヒツカキカタレンシュウチョウ
ジンジョウカダイイチガクネンヨウカンノニ

昭和2年8月5日
児童教育社　(516)

「模範硬筆書方練習帖　尋常科第
二学年巻一」

モハンコウヒツカキカタレンシュウチョウ
ジンジョウカダイニガクネンカンノイチ

昭和3年2月10日
児童教育社　(516)

「模範硬筆書方練習帖　尋常科第
二学年巻二」

モハンコウヒツカキカタレンシュウチョウ
ジンジョウカダイニガクネンカンノニ

昭和3年8月5日
児童教育社　(516)

「模範算術の学び方」 モハンサンジュツノマナビカタ 昭和9年3月5日 6学年用　日本教育連明出版部　（320）
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「模範自学指導書　第五学年後期
用」

モハンジガクシドウショ　ダイゴガクネンコウキヨウ
昭和8年7月10日

読方編　5年後期　文化協会（308）

「模範自学指導書　第五学年前期
用」

モハンジガクシドウショ　ダイゴガクネンゼンキヨウ
昭和8年4月2日

読方編　5年前期　文化協会（307）

「模範自学指導書　第三学年後期
用」

モハンジガクシドウショ　ダイサンガクネンコウキヨウ
昭和6年8月24日

読方編　3年後期　文化協会（304）

「模範自学指導書　第三学年前期
用」

モハンジガクシドウショ　ダイサンガクネンゼンキヨウ
昭和6年4月15日

読方編　3年前期　文化協会（303）

「模範自学指導書　第四学年後期
用」

モハンジガクシドウショ　ダイヨンガクネンコウキヨウ
昭和7年9月28日

読方編　4年後期　 (2冊あり)　文化協会
（306）

「模範自学指導書　第四学年前期
用」

モハンジガクシドウショ　ダイヨンガクネンゼンキヨウ
昭和7年4月3日

読方編　4年前期　文化協会（305）

「模範自学指導書　第六学年後期
用」

モハンジガクシドウショ　ダイロクガクネンコウキヨウ
昭和9年7月20日

読方編　6学後期　文化協会（309）

「模範理科の学び方」 モハンリカノマナビカタ 昭和9年2月1日 6学年用　日本教育連明出版部　（320）
や 「野球界」 ヤキュウカイ 昭和5年10月5日 野球界社　（226）

ゆ
「雪子の御方（少女倶楽部付
録）」

ユキコノオンカタ
昭和9年2月1日

「少女倶楽部」（12巻2号）付録　大日本雄弁会
講談社　(197）

よ 「幼年倶楽部」 ヨウネンクラブ 昭和4年1月1日 4巻1号　大日本雄弁会講談社　(163）
「幼年倶楽部」 ヨウネンクラブ 昭和4年3月1日 4巻3号　　大日本雄弁会講談社　(163）
「幼年倶楽部」 ヨウネンクラブ 昭和4年6月1日 4巻6号　　大日本雄弁会講談社　(163）
「幼年倶楽部」 ヨウネンクラブ 昭和4年11月1日 4巻11号　　大日本雄弁会講談社　(163）
「幼年倶楽部」 ヨウネンクラブ 昭和5年1月1日 5巻1号　　大日本雄弁会講談社　(163）
「幼年倶楽部」 ヨウネンクラブ 昭和5年3月1日 5巻3号　　大日本雄弁会講談社　(163）
「幼年倶楽部」 ヨウネンクラブ 昭和5年4月1日 5巻4号　　大日本雄弁会講談社　(163）
「幼年倶楽部」 ヨウネンクラブ 昭和5年10月1日 5巻10号　　大日本雄弁会講談社　(163）
「幼年倶楽部」 ヨウネンクラブ 昭和6年9月1日 6巻9号　　大日本雄弁会講談社　(163）
「幼年倶楽部」 ヨウネンクラブ 昭和7年1月1日 7巻1号　　大日本雄弁会講談社　(163）
「幼年倶楽部」 ヨウネンクラブ 昭和7年2月1日 7巻2号　　大日本雄弁会講談社　(163）
「幼年倶楽部」 ヨウネンクラブ 昭和7年3月1日 7巻3号　　大日本雄弁会講談社　(163）
「幼年倶楽部」 ヨウネンクラブ 昭和7年4月1日 7巻4号　　大日本雄弁会講談社　(163）
「幼年倶楽部」 ヨウネンクラブ 昭和8年2月1日 8巻2号　　大日本雄弁会講談社　(163）
「幼年倶楽部」 ヨウネンクラブ 昭和9年1月1日 9巻1号　　大日本雄弁会講談社　(163）
「幼年の友」 ヨウネンノトモ 昭和4年5月1日 実業之日本社　21巻5号
「幼年の友」 ヨウネンノトモ 昭和5年3月1日 実業之日本社　22巻3号　(196)
「幼年の友」 ヨウネンノトモ 昭和7年7月1日 幼年の友社　24巻7号　(196)
「幼年幼女」 ヨウネンヨウジョ 昭和5年1月1日 7巻1号

ら
「ラジオ歌謡曲集」(東京日日新
聞）

ラジオカヨウキョクシュウ
昭和9年2月4日

東京日々新聞社　（153、154、155)

「ラジオ歌謡曲集」(東京日日新
聞）

ラジオカヨウキョクシュウ
昭和9年3月11日

東京日々新聞社　（153、154、155)

「ラジオ歌謡曲集」(報知新聞） ラジオカヨウキョクシュウ 昭和9年3月4日 報知新聞社　（153、154、155)
「ラジオ歌謡曲集」(報知新聞） ラジオカヨウキョクシュウ 昭和9年8月3日 報知新聞社　（153、154、155)
「ラジオ歌謡曲集」(読売新聞） ラジオカヨウキョクシュウ 昭和9年2月4日 読売新聞社　（153、154、155)
「ラジオ歌謡曲集」(読売新聞） ラジオカヨウキョクシュウ 昭和9年2月25日 読売新聞社　（153、154、155)
「ラジオ歌謡曲集」(読売新聞） ラジオカヨウキョクシュウ 昭和9年3月18日 読売新聞社　（153、154、155)
「ラジオ歌謡曲集」(読売新聞） ラジオカヨウキョクシュウ 昭和9年4月1日 読売新聞社　（153、154、155)
「ラジオ番組」 ラジオバングミ 昭和9年11月2日 報知新聞社　(156)
「蘭花譜」 ランカフ 昭和15年5月2日 宝塚少女歌劇団　（142）

り 「理科学習帳　第五学年用」 リカガクシュウチョウ　ダイゴガクネンヨウ 昭和6年2月10日 5学年用　文信社　（440）
「理科学習帳　第四学年用」 リカガクシュウチョウ　ダイヨンガクネンヨウ 昭和5年2月10日 4学年用　文信社　(507)
「流行歌々詞」 リュウコウカカシ 東京行進曲他　　ビクターレコード　(176）

ろ 「蝋人形」 ロウニンギョウ 昭和13年11月1日 9巻11号　蝋人形社　（424）
「蝋人形」 ロウニンギョウ 昭和16年6月1日 12巻6号　蝋人形社　（425）
「蝋人形」 ロウニンギョウ 昭和17年8月1日 13巻8号　蝋人形社　（426）
「蝋人形」 ロウニンギョウ 昭和17年9月1日 13巻9号　蝋人形社　（427）
「蝋人形」 ロウニンギョウ 昭和17年11月1日 13巻11号　蝋人形社　（428）
「蝋人形」 ロウニンギョウ 昭和17年12月1日 13巻12号　蝋人形社　（435）
「蝋人形」 ロウニンギョウ 昭和18年1月1日 14巻1号　蝋人形社　（429）
「蝋人形」 ロウニンギョウ 昭和18年4月1日 14巻4号　蝋人形社　（430）
「蝋人形」 ロウニンギョウ 昭和18年5月1日 14巻5号　蝋人形社　（431）
「蝋人形」 ロウニンギョウ 昭和18年6月1日 14巻6号　蝋人形社　（432）
「蝋人形」 ロウニンギョウ 昭和18年7月1日 14巻7号　蝋人形社　（433）
「蝋人形」 ロウニンギョウ 昭和18年8月1日 14巻8号　蝋人形社　（434）
「論語」 ロンゴ 昭和12年4月30日 （題簽は本に挟んである）　斯文会　（379）

わ 「早稲田大学々則」 ワセダダイガクガクソク 昭和16年4月 早稲田大学　（415）
「早稲田文学」 ワセダブンガク 昭和16年10月1日 8巻10号　早稲田文学社　（390）
「早稲田文学」 ワセダブンガク 昭和16年11月1日 8巻11号　早稲田文学社　（391）
「早稲田文学」 ワセダブンガク 昭和17年1月1日 9巻１号　早稲田文学社　（392）
「私達の唱歌」（A) ワタシタチノショウカ（A) 昭和6年3月28日 ５学年用　京文社　（249）
「私達の唱歌」（B) ワタシタチノショウカ（B) 昭和7年4月28日 ５学年用　京文社　（250）
「私の成績表」 ワタシノセイセキヒョウ 東京市築地尋常小学校　（443）
「私の文集」 ワタシノブンシュウ (436)
「和文英訳基礎　五百題」 ワブンエイヤクキソ　ゴヒャクダイ 昭和11年4月25日 三省堂　（346）
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英数字
「A NEW GUIDE TO SELF-
FORMING PENMANSHIP
VOL．4」

アニューガイドトゥーセルフフォーミングペンマン
シップ　ボリュームフォー 昭和10年2月4日

4巻　開隆堂　（543）

「A SHORT COURSE IN THE
ART of ENGLISH
COMPOSITION　BOOK
ONE」

アショートコースインディアートオブイングリッシュ
コンボジション　ブックワン

昭和5年9月5日

1巻　泰文堂　（544）

「COMPANION SIDE
READERS BOOK ONE」

コンパニオンサイドリーダース　ブックワン
昭和6年7月3日

1巻　東京開成館　（545）

「GIRLS' COMPANION
READERS BOOK FOUR」

ガールズコンパニオンリーダーズ
昭和7年7月29日

4巻　東京開成館　（546）

「HELP'S TO THE NEW
KING'S CROWN READERS
THIRD REVISED EDITION 4」

ヘルプスザニューキングスクラウンリーダーズ
サードリヴァイズド　エディシオンフォー

昭和10年4月20日

4巻　東京辞書出版社　（547）

「Painting Book(ヌリエ)」 ペインティングブック 大正13年5月25日 フレーベル館　（445）
「THE KING'S CROWN
READERS BOOK ONE」

ザキングスクラウンリーダーズ　ブックワン
大正15年8月30日

1巻　三省堂　（418）

「THE NEW KING'S CROWN
READERS THIRD REVISED
EDITION BOOK Ⅰ」

ザニューキングスクラウンリーダーズ　サードリヴァ
イズドエディション　ブックワン 昭和9年12月9日

1巻　三省堂　（419）


