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愛知学院大学文学部紀要 第３．１３－１４号（昭
和４８－５９年）

愛知学院大学文学部

愛知学院大学文学部紀要 第１５－１７号（昭和
６０－６２年）

愛知学院大学文学部

愛知学院大学文学部紀要 第１９－２０号（平成
元－２年）

愛知学院大学文学部

愛知学院大学文学部紀要 第２１．２５号（平成３
－７年）

愛知学院大学文学部

愛知学院大学文学部紀要 第２８－２９号（平成
１０－１１年）

愛知学院大学文学部

愛知学院大学文学部紀要 第３０－３１号（平成
１２－１３年）

愛知学院大学文学部

愛知大学綜合郷土研究所紀要 １８－１９（昭．４
８－４９）

愛知大学綜合郷土研究所

愛知大学綜合郷土研究所紀要 第２８－２９輯
（昭和５８－５９年）

愛知大学綜合郷土研究所

愛知大学綜合郷土研究所紀要 第３０－３２輯
（昭和６０－６２年）

愛知大学綜合郷土研究所

愛知大学綜合郷土研究所紀要 第３３－３６輯
（昭．６３－平．３）

愛知大学綜合郷土研究所

愛知大学綜合郷土研究所紀要 第３７－４２輯
（平成４－９年）

愛知大学綜合郷土研究所

愛知大学綜合郷土研究所紀要 第４４－４７輯
（平成１１－１４年）

愛知大学綜合郷土研究所

あしなか 第２８－５０輯（昭和２７－３１年） あしなか編輯室／編輯 山村民俗の会
あしなか 第５２－６７輯（昭．３１－３５） 山村民俗の会
あしなか 第６８－８０輯（昭和３５－３７年） 山村民俗の会
あしなか 第８１－１００輯（昭和３７－４１年） 山村民俗の会
あしなか 第１０２－１２５輯（昭和４２－４６年） 山村民俗の会
あしなか １２６－１３５（昭．４６－４７） 山村民俗の会
あしなか 第１３６－１５２輯（昭和４８－５２年） 山村民俗の会
あしなか 第１５３－１７９輯（昭和５２－５８年） 山村民俗の会
跡見学園女子大学民俗文化 第８－１０号（昭和
５９－６１年）

跡見学園女子大学民俗文化
研究調査会

奄美郷土研究会報 第２－８号（昭和３４－４１ 奄美郷土研究会
奄美郷土研究会報 第１０－１５号（昭和４３－４
９年）

奄美郷土研究会

伊賀郷土史研究 第３－５輯（昭和２９－４７年） 沖森　直三郎／編集 伊賀郷土史研究会
伊勢民俗 第１－３巻（昭．２７－３２） 伊勢民俗学会／編集 伊勢民俗学会
伊勢民俗 第４－１１巻（昭．３３－６０） 伊勢民俗学会／編集 伊勢民俗学会

いち 第１－５号（昭．４８－５０）
第一生命保険相互会社営業
企画部

猪名部 １－３．８号（昭．２５－２９） 員弁高等学校郷土研究部
茨城の民俗 第１１－１３号（昭和４７－４９年） 茨城民俗学会
茨城の民俗 第１４－１６号（昭和５０－５２年） 茨城民俗学会
茨城の民俗 第１７－１９号（昭和５３－５５年） 茨城民俗学会
茨城の民俗 第２０－２２号（昭和５６－５８年） 茨城民俗学会
茨城の民俗 第２３－２６号（昭和５９－６２年） 茨城民俗学会
茨城の民俗 第２８－３０号（平成元－３年） 茨城民俗学会
茨城の民俗 第３１－３４号（平成４－７年） 茨城民俗学会
茨城の民俗 第３５－３８号（平成８－１１年） 茨城民俗学会
茨城の民俗 第３９－４１号（平成１２－１４年） 茨城民俗学会
伊予路 ２－８号（昭．３３－３８） 愛媛民俗学会
牛五郎日記 第１－３冊（明治１９－２３年） 〔宇田　牛五郎／著〕 牛五郎日記研究会
牛五郎日記 第４－５冊（明治２４－２７年） 〔宇田　牛五郎／著〕 牛五郎日記研究会
うぶすな ７年（昭．２７） うぶすな発行所
うぶすな 第８巻（昭．２８） うぶすな発行所
うぶすな 第９巻（昭．２９） うぶすな発行所
うぶすな 第１０巻（昭．３０） うぶすな発行所
うぶすな 第１１巻（昭．３１） うぶすな発行所
うぶすな １２巻（昭．３２） うぶすな発行所
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うぶすな １３－１４巻（昭．３３－３４） うぶすな発行所
海と人間 第２５－２７号（平成９－１３年） 海の博物館
大垣の伝説と民話 １－２（昭．５０－５１） 大垣市文化財保護協会
岡山民俗 第３－６０号（昭和２７－３９年） 岡山民俗学会
岡山民俗 ６１－１００号（昭．４０－４７） 岡山民俗学会
岡山民俗 １０１－１４０（昭．４８－５５） 岡山民俗学会
岡山民俗 第１４１－１９６号（昭．５６－平．４） 岡山民俗学会
岡山民俗 第１９７－２０７号（平成４－９年） 岡山民俗学会／編集 岡山民俗学会
岡山民俗 第２０８－２１７号（平成１０－１４年） 岡山民俗学会／編集 岡山民俗学会
岡山民俗 記念号特集号（昭．３２－５９） 岡山民俗学会／編集 岡山民俗学会
岡山民俗叢書 第１－７篇（昭和７－９年） 文献書房
沖縄県立博物館紀要 第４－８号（昭．５３－５ 沖縄県立博物館／編集 沖縄県立博物館
沖縄文化 第７巻３－４号　第８巻１号（昭．４５） 沖縄文化協会／編集 沖縄文化協会
沖縄民俗 第５－１０号（昭．３７－４０） 琉球大学民俗研究クラブ
沖縄民俗 第１１－１４号（昭和４１－４２年） 琉球大学民俗研究クラブ
沖縄民俗 第１５－１８号（昭和４３－４５年） 琉球大学民俗研究クラブ
沖縄民俗 第１９－２３号（昭和４７－５２年） 琉球大学民俗研究クラブ
沖縄民俗研究 第１－５号（昭和５３－５９年） 沖縄民俗研究会
沖縄民俗研究 第６－１０号（昭．６１－平．２） 沖縄民俗学会
沖縄民俗研究 第１５－１８号（平成７－１０年） 中央製版印刷
沖縄民俗研究 第１１－１４号（平成４－６年） 沖縄民俗学会
鹿児島民俗 第５４－７２号（昭和４７－５５年） 「鹿児島民俗」編集委員会／編集 鹿児島民俗学会
鹿児島民俗 第２－４６号（昭．２９－４２） 鹿児島民俗学会
神奈川大学日本常民文化研究所調査報告 第１
３－１５集（昭和６３－平成２年）

神奈川大学日本常民文化研究所／編 平凡社

神奈川大学日本常民文化研究所調査報告 第１
１集（昭和６１年）

神奈川大学日本常民文化研究所／編 平凡社

神奈川大学日本常民文化研究所調査報告 第１
２集（昭和６２年）

神奈川大学日本常民文化研究所／編 平凡社

神奈川大学日本常民文化研究所調査報告 第１
７－１８集（平成５－７年）

神奈川大学日本常民文化研究所／編 平凡社

加能民俗 １３－１４号第２巻３－１５号（昭和２７
－３０年）

加能民谷の会

加能民俗 ３－４巻（昭．３０－３５） 加能民谷の会
加能民俗 第５－６巻（昭．３５－４５） 加能民谷の会
加能民俗 第７－８巻（昭．４６－５６） 加能民谷の会
加能民俗 第９巻第１０巻１－６号含む１１（７）
（昭．５６－平．２）

加能民谷の会

加能民俗研究 第１－５号（昭．４７－５２） 加能民俗の会
加能民俗研究 第６－９号（昭．５３－５６） 加能民俗の会
加能民俗研究 第１０－１３号（昭和５７－６０年） 加能民俗の会
加能民俗研究 第１４－２０号（昭．６１－平．２） 加能民俗の会
加能民俗研究 第２２－２７号（平成３－８年） 加能民俗の会編集幹事会／編集 加能民俗の会
季刊どるめん ２０－２１号（昭．５４） ＪＩＣＣ出版局
季刊柳田国男研究 第１－３号（昭和４８年） 季刊柳田国男研究編集委員会／編集 白鯨社
季刊柳田国男研究 第４－７号（昭和４８－４９ 季刊柳田国男研究編集委員会／編集 白鯨社
郷土 第１１－１３号（昭和４７－４９年） 沖縄大学沖縄学生文化協会
郷土志摩 第１－２１号（昭和２７－３２年） 志摩郷土会／編集 志摩郷土会
郷土志摩 第３２－３８号（昭和４０－４３年） 志摩郷土会
郷土志摩 第３９－４３号（昭和４４－４７年） 志摩郷土会
郷土志摩 第４４－５０号（昭和４８－５１年） 志摩郷土会
郷土志摩 第５１－５５号（昭和５２－５４） 志摩郷土会
郷土志摩 ５６－５９号（昭．５５－５６） 志摩郷土会
郷土志摩 第６０－６４号（昭和５７－５９年） 志摩郷土会
郷土文化 第８－１０巻（昭．２８－３０） 郷土文化会
郷土文化 １１－１２巻（昭．３１－３２） 郷土文化会
郷土文化 １３－１４巻（昭．３３－３４） 名古屋郷土文化会
郷土文化 第１７－１８巻（昭．３７－３９） 名古屋郷土文化会
郷土文化 第１９－２０巻（昭和３９－４０年） 名古屋郷土文化会
郷土文化 第２１－２２巻（昭．４１－４２） 名古屋郷土文化会
郷土文化 第２３－２４巻（昭．４３－４５） 名古屋郷土文化会
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郷土文化 第２５－２６巻（昭和４５－４７年） 名古屋郷土文化会
郷土文化 第２９－３０巻（昭和４９－５１年） 名古屋郷土文化会
郷土文化 第３１－３２巻（昭和５１－５３年） 名古屋郷土文化会
郷土文化 第３３－３４巻（昭和５３－５５年） 名古屋郷土文化会
郷土文化 第３５－３７巻（昭和５５－５８年） 名古屋郷土文化会
郷土文化 ２７－２８巻（昭．４７－４９） 名古屋郷土文化会
郷土文化 第１５－１６巻（昭．３５－３６） 名古屋郷土文化会
近畿民俗 第５－１９号（昭．２６－３１） 近畿民俗学会
近畿民俗 ２０－２８号（昭．３２－３６） 近畿民俗学会
近畿民俗 第２９－３８号（昭．３７－４０） 近畿民俗学会
近畿民俗 ３９－４６号（昭．４１－４３） 近畿民俗学会
近畿民俗 第４７－５２号（昭．４４－４５） 近畿民俗学会
近畿民俗 第５３－７３号（昭．４６－５２） 近畿民俗学会
近畿民俗 ９５－１００号（昭．５８－６０） 近畿民俗学会
近畿民俗 １０４－１０９（昭．６０－６１） 近畿民俗学会
近畿民俗 １１０－１１７号（昭和６２－６３年） 近畿民俗学会
近畿民俗 １１８－１２５号（平成元－３年） 近畿民俗学会
近畿民俗 第１３５－１４５号（平成５－８年） 近畿民俗学会
近畿民俗 第１４６－１５４号（平成９－１１年） 近畿民俗学会
芸能 第１巻１号－５号（昭和３４年） 芸能学会／編集 芸能発行所
芸能 第１巻６－１０号（昭和３４年） 芸能学会／編集 芸能発行所
芸能 第２巻１－６号（昭和３５年） 芸能学会／編集 芸能発行所
芸能 第２巻７－１２号（昭和３５年） 芸能学会／編集 芸能発行所
芸能 第３巻１－６号（昭和３６年） 芸能学会／編集 芸能発行所
芸能 第３巻７－１２号（昭和３６年） 芸能学会／編集 芸能発行所
芸能 第４巻１－６号（昭和３７年） 芸能学会／編集 芸能発行所
芸能 第４巻７－１２号（昭和３７年） 芸能学会／編集 芸能発行所
芸能 第５巻１－６号（昭和３８年） 芸能学会／編集 芸能発行所
芸能 第５巻７－１２号（昭和３８年） 芸能学会／編集 芸能発行所
芸能 第６巻１－６号（昭和３９年） 芸能学会／編集 芸能発行所
芸能 第６巻７－１２号（昭和３９年） 芸能学会／編集 芸能発行所
芸能 第７巻１－６号（昭和４０年） 芸能学会／編集 芸能発行所
芸能 第７巻７－１２号（昭和４０年） 芸能学会／編集 芸能発行所
芸能 第８巻１－６号（昭和４１年） 芸能学会／編集 芸能発行所
芸能 第８巻７－１２号（昭和４１年） 芸能学会／編集 芸能発行所
芸能 第９巻１－６号（昭和４２年） 芸能学会／編集 芸能発行所
芸能 第９巻７－１２号（昭和４２年） 芸能学会／編集 芸能発行所
芸能 第１０巻１－６号（昭和４３年） 芸能学会／編集 芸能発行所
芸能 第１０巻７－１２号（昭和４３年） 芸能学会／編集 芸能発行所
芸能 第１１巻１－６号（昭和４４年） 芸能学会／編集 芸能発行所
芸能 第１１巻７－１２号（昭和４４年） 芸能学会／編集 芸能発行所
芸能 第１２巻１－６号（昭和４５年） 芸能学会／編集 芸能発行所
芸能 第１２巻７－１２号（昭和４５年） 芸能学会／編集 芸能発行所
芸能 第１３巻１－６号（昭和４６年） 芸能学会／編集 芸能発行所
芸能 第１３巻７－１２号（昭和４６年） 芸能学会／編集 芸能発行所
芸能 第１４巻１－６号（昭和４７年） 芸能学会／編集 芸能発行所
芸能 第１４巻７－１２号（昭和４７年） 芸能学会／編集 芸能発行所
芸能 第１５巻１－６号（昭和４８年） 芸能学会／編集 芸能発行所
芸能 第１５巻７－１２号（昭和４８年） 芸能学会／編集 芸能発行所
芸能 第１６巻１－６号（昭和４９年） 芸能学会／編集 芸能発行所
芸能 第１６巻７－１２号（昭和４９年） 芸能学会／編集 芸能発行所
芸能 第１７巻１－６号（昭和５０年） 芸能学会／編集 芸能発行所
芸能 第１７巻７－１２号（昭和５０年） 芸能学会／編集 芸能発行所
芸能 第１８巻１－６号（昭和５１年） 芸能学会／編集 芸能発行所
芸能 第１８巻７－１２号（昭和５１年） 芸能学会／編集 芸能発行所
芸能 第１９巻１－６号（昭和５２年） 芸能学会／編集 芸能発行所
芸能 第１９巻７－１２号（昭和５２年） 芸能学会／編集 芸能発行所
芸能 第２０巻１－６号（昭和５３年） 芸能学会／編集 芸能発行所
芸能 第２０巻７－１２号（昭和５３年） 芸能学会／編集 芸能発行所
芸能 第２１巻１－６号（昭和５４年） 芸能学会／編集 芸能発行所
芸能 第２１巻７－１２号（昭和５４年） 芸能学会／編集 芸能発行所
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芸能 第２２巻１－６号（昭和５５年） 芸能学会／編集 芸能発行所
芸能 第２２巻７－１２号（昭和５５年） 芸能学会／編集 芸能発行所
芸能 第２３巻１－６号（昭和５６年） 芸能学会／編集 芸能発行所
芸能 第２３巻７－１２号（昭和５６年） 芸能学会／編集 芸能発行所
芸能 第２４巻１－６号（昭和５７年） 芸能学会／編集 芸能発行所
芸能 第２４巻７－１２号（昭和５７年） 芸能学会／編集 芸能発行所
芸能 第２５巻１－６号（昭和５８年） 芸能学会／編集 芸能発行所
芸能 第２５巻７－１２号（昭和５８年） 芸能学会／編集 芸能発行所
芸能 第２６巻１－６号（昭和５９年） 芸能学会／編集 芸能発行所
芸能 第２６巻７－１２号（昭和５９年） 芸能学会／編集 芸能発行所
芸能 第２７巻１－６号（昭和６０年） 芸能学会／編集 芸能発行所
芸能 第２７巻７－１２号（昭和６０年） 芸能学会／編集 芸能発行所
芸能 第２８巻１－６号（昭和６１年） 芸能学会／編集 芸能発行所
芸能 第２８巻７－１２号（昭和６１年） 芸能学会／編集 芸能発行所
芸能 第２９巻１－６号（昭和６２年） 芸能学会／編集 芸能発行所
芸能 第２９巻７－１２号（昭和６２年） 芸能学会／編集 芸能発行所
芸能 第３０巻１－６号（昭和６３年） 芸能学会／編集 芸能発行所
芸能 第３０巻７－１２号　第３１巻１－２号（昭和
６３－平．元）

芸能学会／編集 芸能発行所

芸能復興 第２－１０号（昭．２８－３１） 民俗芸能の会／編輯 明善堂書店
芸能復興 第１１－１９号（昭和３１－３３年） 民俗芸能の会／編輯 明善堂書店
庚申 １４－２５（昭．３５－３６） 庚申懇話会／編集 庚申懇話会
庚申 第２６－４１号（昭和３７－４０年） 庚申懇話会／編集 庚申懇話会
庚申 第４２－５３号（昭．４１－４３） 庚申懇話会／編集 庚申懇話会
庚申 第５４－６５号（昭和４４－４７年） 庚申懇話会／編集 庚申懇話会
国立歴史民俗博物館研究年報 第３－５号（平
成６－８年度）

国立歴史民俗博物館／編集 国立歴史民俗博物館

国立歴史民俗博物館研究年報 第６－９号（平
成９－１２年度）

国立歴史民俗博物館／編集 国立歴史民俗博物館

国立歴史民俗博物館研究年報 第１０号（平成１
３年）

国立歴史民俗博物館／編集 国立歴史民俗博物館

国立歴史民俗博物館研究報告 第３－４集（昭
和５９年）

国立歴史民俗博物館／編集 国立歴史民俗博物館

国立歴史民俗博物館研究報告 第５－６集（昭
和６０年）

国立歴史民俗博物館／編集 国立歴史民俗博物館

国立歴史民俗博物館研究報告 第８－９集（昭
和６０－６１年）

国立歴史民俗博物館／編集 国立歴史民俗博物館

国立歴史民俗博物館研究報告 第１０－１１集
（昭和６１年）

国立歴史民俗博物館／編集 国立歴史民俗博物館

国立歴史民俗博物館研究報告 第１２－１３集
（昭和６２年）

国立歴史民俗博物館／編集 国立歴史民俗博物館

国立歴史民俗博物館研究報告 第１４－１５集
（昭和６２年）

国立歴史民俗博物館／編集 国立歴史民俗博物館

国立歴史民俗博物館研究報告 第１６－１７集
（昭和６３年）

国立歴史民俗博物館／編集 国立歴史民俗博物館

国立歴史民俗博物館研究報告 第１８－１９集
（昭和６３－平成元年）

国立歴史民俗博物館／編集 国立歴史民俗博物館

国立歴史民俗博物館研究報告 第２０－２１集
（平成元年）

国立歴史民俗博物館／編集 国立歴史民俗博物館

国立歴史民俗博物館研究報告 第２４－２５集
（平成元－２年）

国立歴史民俗博物館／編集 国立歴史民俗博物館

国立歴史民俗博物館研究報告 第２６－２７集
（平成２年）

国立歴史民俗博物館／編集 国立歴史民俗博物館

神道宗教 ２１－２６号（昭．３５－３７） 神道宗教学会／編 神道宗教学会

女性と経験 第３巻１－４号（昭．３３－３５）
〔女性民俗学研究会〕「女性
と経験」編集部

女性と経験 第２巻１－６号（昭．３２－３３）
〔女性民俗学研究会〕「女性
と経験」編集部

女性と経験 第１－６号（昭．３１－３２） 女性民俗学研究会
女性と経験 第１－７号（昭和５１－５７年） 女性民俗学研究会
女性と経験 第１２－１３号（昭和６２－６３年） 女性民俗学研究会／編 女性民俗学研究会
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女性と経験 第１４－１７号（平成元－４年） 女性民俗学研究会／編 女性民俗学研究会
女性と経験 第１８－２１号（平成５－８年） 女性民俗学研究会／編 女性民俗学研究会
女性と経験 第２２－２５号（平成９－１２年） 女性民俗学研究会／編 女性民俗学研究会
女性と経験 第８－１１号（昭和５８－６１年） 女性民俗学研究会／編 女性民俗学研究会
神宮文庫叢書 第１－４号（平成元－２年） 神宮文庫
人類学研究所通信 第１０－１１号（平成１４－１
５年）

南山大学人類学研究所

生活文化研究所年報 第９－１２輯（平成７－１１
年）

ノートルダム清心女子大学生
活文化研究所

生活文化研究所年報 第１３－１５輯（平成１２－
１４年）

ノートルダム清心女子大学生
活文化研究所

西郊民俗 第１－１５号（昭和３２－３５年） 西郊民俗談話会／編集 西郊民俗談話会
西郊民俗 第１６－３１号（昭和３６－３９年） 西郊民俗談話会／編集 西郊民俗談話会
西郊民俗 第３２－４７号（昭．４０－４３） 西郊民俗談話会／編集 西郊民俗談話会
西郊民俗 第４８－６２号（昭和４４－４７年） 西郊民俗談話会／編集 西郊民俗談話会
西郊民俗 第６３－８５号（昭和４８－５３年） 西郊民俗談話会／編集 西郊民俗談話会
西郊民俗 第８６－１０１号（昭和５４－５７年） 西郊民俗談話会／編集 西郊民俗談話会
西郊民俗 第１０２－１１７号（昭和５８－６１年） 西郊民俗談話会／編集 西郊民俗談話会
西郊民俗 １１８－１２９号（昭．６２－平．元） 西郊民俗談話会／編集 西郊民俗談話会
西郊民俗 第１３０－１４１号（平成２－４年） 西郊民俗談話会／編集 西郊民俗談話会
西郊民俗 第１４２－１５３号（平成５－７年） 西郊民俗談話会／編集 西郊民俗談話会
西郊民俗 第１５６－１６５号（平成８－１０年） 西郊民俗談話会／編集 西郊民俗談話会
西郊民俗 第１６６－１７６号（平成１１－１３年） 西郊民俗談話会／編集 西郊民俗談話会
勢陽五鈴遺響 第５－８号 〔出版社不明〕
勢陽五鈴遺響 第１－４号 〔出版社不明〕
勢陽五鈴遺響 第９－１１号 伊藤善太郎
説話文学会会報 １－２３号（昭．３７－４２） 説話文学会
草央 第１－５号（平成６－８年） 水谷英三
草央 第６－９．１５号（平成８－１１年） 水谷英三
旅と伝説 第１年６．１０号（昭．３） 三元社
旅と伝説 第２年（昭和４年） 三元社
旅と伝説 第３年（昭和５年） 三元社
旅と伝説 第４年１－２号（昭和６年） 三元社
中京大学文学部紀要 第１１巻３号第１２巻２号
（昭和５２－５３）

中京大学学術研究会

中京民俗 第１２－１４号（昭和５０－５２年） 中京大学郷土研究会
中京民俗 第１５－１６号（昭和５３－５４年） 中京大学郷土研究会
中京民俗 第１９－２０号（昭和５７－５８年） 中京大学郷土研究会
中京民俗 第２７－２８号（平成２－３年） 中京大学民俗学研究会
中京民俗 第１７－１８号（昭和５５－５６年） 中京大学郷土研究会
中京民俗 第２１－２２号（昭和５９－６０年） 中京大学郷土研究会
中京民俗 第２４．２６号（昭．６２－平．元） 中京大学民俗学研究会
中京民俗 第２９－３０号（平成４－５年） 中京大学民俗学研究会
中京民俗 第３１－３２号（平成６－７年） 中京大学民俗学研究会
土の香 第６巻４．６号　第７巻１号（昭．７） 土俗趣味社
土の香 第１０巻１－６号（昭和８年） 土俗趣味社
土の香 第１１巻１－３．５号　第１３巻２号（昭和
９年）

土俗趣味社

土の香 第８巻２．４．５号（昭．７－８） 土俗趣味社
土の香 第９巻２．４．６号（昭．８） 土俗趣味社
伝承 第１－１６号（昭和３４－４０年） 山陰民俗学会
伝承と歴史 第１－３号（昭．４０－４２） 同志社大学民俗学研究会
伝承文化 第１－４号（昭．３５－３９） 成城大学民俗学研究室／編集 成城大学民俗学研究室
伝承文化 第５－７号（昭．４１－４６） 成城大学民俗学研究室／編集 成城大学民俗学研究室
伝承文化 第８－１０号（昭．４８－５１） 成城大学民俗学研究所／編集 成城大学民俗学研究所
伝承文化研究 第１－９号（昭和３９－５８年） 関西大学民俗学会
東北民俗 第１３－２２輯（昭和５４－６３年） 東北民俗の会／編集 東北民俗の会
東北民俗 第１－１２輯（昭和４１－５３年） 東北民俗の会／編集 東北民俗の会
東北民俗資料集 第１－２号（昭．４６－４７） 岩崎　敏夫／編 万葉堂書店
東北民俗資料集 第３－４号（昭和４９－５０年） 岩崎　敏夫／編 万葉堂書店
東北民俗資料集 第５－６号（昭和５１－５２年） 岩崎　敏夫／編 万葉堂書店
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東北民俗資料集 第７－８号（昭和５３－５４年） 岩崎　敏夫／編 万葉堂書店
東北民俗資料集 第９－１０号（昭和５５－５６ 岩崎　敏夫／編 万葉堂書店
徳島文理大学比較文化調査報告 第１－４号
（昭和６１－平成２年）

徳島文理大学比較文化研究所年報編
集委員会／編集

徳島文理大学比較文化研究
所年報編集委員会

土佐民俗 第１１－３１号（昭和４１－５３年） 土佐民俗学会／編集 土佐民俗学会
土佐民俗 第３２－４３号（昭．５４－５９） 土佐民俗学会／編集 土佐民俗学会
土佐民俗 第４４－５５号（昭．６０－平．２） 土佐民俗学会／編集 土佐民俗学会
土佐民俗 第５７－７８号（平．３－１３） 土佐民俗学会／編集 土佐民俗学会
土佐民俗 第１－３号（昭．３６－３８） 土佐民俗学会／編集 土佐民俗学会

流れ谷 総集号（昭和５６年）
流れ谷同志会流れ谷同志会
編集部

流れ谷 第１４－１７号（昭和５８－平成２年） 流れ谷同志会編集部
名古屋市博物館だより ３－４６号（昭．５３－６ 名古屋市博物館／編集 名古屋市博物館
名古屋市博物館だより ６５－９７（昭．６３－平． 名古屋市博物館／編集 名古屋市博物館
名古屋民俗 第２－３４号（昭．４７－６０） 名古屋民俗研究会／編集 名古屋民俗研究会
名古屋民俗 第３５－５３号（昭．６１－平．１２） 名古屋民俗研究会
奈良県立民俗博物館研究紀要 １９（平．１４） 奈良県立民俗博物館
南島 第１－３輯（昭和５１－５２年） 宮古民族文化研究所
新潟県立歴史博物館研究紀要 第１－３号（平．
１２－１４）

新潟県立歴史博物館／編集 新潟県立歴史博物館

日本の美術 第１－４号（昭和４１年） 東京国立博物館／監修 至文堂
日本の美術 第５－８号（昭和４１年） 東京国立博物館／監修 至文堂
日本の美術 第１０－１２号（昭和４２年） 東京国立博物館／監修 至文堂
日本の美術 第１３－１６号（昭和４２年） 東京国立博物館／監修 至文堂
日本の美術 第１７－２０号（昭和４２年） 東京国立博物館／監修 至文堂
日本の美術 第２１－２７号（昭和４３年） 東京国立博物館／監修 至文堂
日本の美術 第２８－３２号（昭和４３年） 東京国立博物館／監修 至文堂
日本の美術 第３３－３５号（昭和４４年） 東京国立博物館／監修 至文堂
日本の美術 第３６－３８号（昭和４４年） 東京国立博物館／監修 至文堂
日本の美術 第４０－４３号（昭和４４年） 東京国立博物館／監修 至文堂
日本の美術 第４４－４６号（昭和４５年） 東京国立博物館／監修 至文堂
日本の美術 第４８－５１号（昭和４５年） 文化庁／〔ほか〕監修 至文堂
日本の美術 第５３－５５号（昭和４５年） 文化庁／〔ほか〕監修 至文堂
日本の美術 第５６－５９号（昭和４６年） 文化庁／〔ほか〕監修 至文堂
日本の美術 第６０－６２号（昭和４６年） 文化庁／〔ほか〕監修 至文堂
日本の美術 第６４－６７号（昭和４６年） 文化庁／〔ほか〕監修 至文堂
日本の美術 第６８－７１号（昭和４７年） 文化庁／〔ほか〕監修 至文堂
日本の美術 第７２－７５号（昭和４７年） 文化庁／〔ほか〕監修 至文堂
日本の美術 第７６－７９号（昭和４７年） 文化庁／〔ほか〕監修 至文堂
日本の美術 第８０－８３号（昭和４８年） 文化庁／〔ほか〕監修 至文堂
日本の美術 第８８－９１号（昭和４８年） 文化庁／〔ほか〕監修 至文堂
日本の美術 第９２－９５号（昭和４９年） 文化庁／〔ほか〕監修 至文堂
日本の美術 第９６－９９号（昭和４９年） 文化庁／〔ほか〕監修 至文堂
日本の美術 第１００－１０３号（昭和４９年） 文化庁／〔ほか〕監修 至文堂
日本の美術 第１０４－１０７号（昭和５０年） 文化庁／〔ほか〕監修 至文堂
日本の美術 １０８－１１５号（昭和５０年） 文化庁／〔ほか〕監修 至文堂
日本の美術 １１６－１１８（昭和５１年） 文化庁／〔ほか〕監修 至文堂
日本の美術 １１９－１２２号（昭和５１年） 文化庁／〔ほか〕監修 至文堂
日本の美術 第１２３－１２７号（昭和５１年） 文化庁／〔ほか〕監修 至文堂
日本の美術 第１２８－１３１号（昭和５２年） 文化庁／〔ほか〕監修 至文堂
日本の美術 第１３２－１３５号（昭和５２年） 文化庁／〔ほか〕監修 至文堂
日本の美術 第１３６－１３９号（昭和５２年） 文化庁／〔ほか〕監修 至文堂
日本の美術 １４０－１４３号（昭和５３年） 文化庁／〔ほか〕監修 至文堂
日本の美術 第１４４－１４７号（昭和５３年） 文化庁／〔ほか〕監修 至文堂
日本の美術 １４９－１５１（昭和５３年） 文化庁／〔ほか〕監修 至文堂
日本の美術 第１５２－１５５号（昭和５４年） 文化庁／〔ほか〕監修 至文堂
日本の美術 １５６－１５９号（昭和５４年） 文化庁／〔ほか〕監修 至文堂
日本の美術 １６０－１６３（昭和５４年） 文化庁／〔ほか〕監修 至文堂
日本の美術 １６４－１６７（昭和５５年） 文化庁／〔ほか〕監修 至文堂
日本の美術 １６９－１７１（昭和５５年） 文化庁／〔ほか〕監修 至文堂
日本の美術 １７２－１７５（昭和５５年） 文化庁／〔ほか〕監修 至文堂
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日本の美術 第１７６－１７９号（昭和５６年） 文化庁／〔ほか〕監修 至文堂
日本の美術 第１８０－１８３号（昭和５６年） 文化庁／〔ほか〕監修 至文堂
日本の美術 １８４－１８７号（昭和５６年） 文化庁／〔ほか〕監修 至文堂
日本の美術 １８８－１９１号（昭和５７年） 文化庁／〔ほか〕監修 至文堂
日本の美術 １９２－１９４（昭．５７） 文化庁／〔ほか〕監修 至文堂
日本の美術 １９６－１９９号（昭和５７年） 文化庁／〔ほか〕監修 至文堂
日本の美術 ２００－２０３号（昭和５８年） 文化庁／〔ほか〕監修 至文堂
日本の美術 ２０４－２０７号（昭和５８年） 文化庁／〔ほか〕監修 至文堂
日本の美術 第２０８－２１１号（昭和５８年） 文化庁／〔ほか〕監修 至文堂
日本の美術 ２１２－２１５号（昭和５９年） 文化庁／〔ほか〕監修 至文堂
日本の美術 ２１６－２１８（昭和５９年） 文化庁／〔ほか〕監修 至文堂
日本の美術 ２２０－２２３号（昭和５９年） 文化庁／〔ほか〕監修 至文堂
日本の美術 ２２４－２２７号（昭和６０年） 文化庁／〔ほか〕監修 至文堂
日本の美術 ２２８－２３１号（昭和６０年） 文化庁／〔ほか〕監修 至文堂
日本の美術 ２３２－２３５号（昭和６０年） 文化庁／〔ほか〕監修 至文堂
日本の美術 ２３６－２３９号（昭和６１年） 文化庁／〔ほか〕監修 至文堂
日本の美術 第２４０－２４３号（昭和６１年） 文化庁／〔ほか〕監修 至文堂
日本の美術 ２４４－２４７号（昭和６１年） 文化庁／〔ほか〕監修 至文堂
日本の美術 ２４８－２５１号（昭和６２年） 文化庁／〔ほか〕監修 至文堂
日本の美術 ２５２－２５５号（昭和６２年） 文化庁／〔ほか〕監修 至文堂
日本の美術 ２５６－２５９号（昭和６２年） 文化庁／〔ほか〕監修 至文堂
日本の美術 ２６０－２６３号（昭和６３年） 文化庁／〔ほか〕監修 至文堂
日本の美術 ２６４－２６７号（昭和６３年） 文化庁／〔ほか〕監修 至文堂
日本の美術 ２６８－２７１号（昭和６３年） 文化庁／〔ほか〕監修 至文堂
日本の美術 ２７２－２７５号（平成元年） 文化庁／〔ほか〕監修 至文堂
日本の美術 ２７６－２７９号（平成元年） 文化庁／〔ほか〕監修 至文堂
日本の美術 ２８０－２８３号（平成元年） 文化庁／〔ほか〕監修 至文堂
日本の美術 ２８４－２８７号（平成２年） 文化庁／〔ほか〕監修 至文堂
日本の美術 ２８８－２９１号（平成２年） 文化庁／〔ほか〕監修 至文堂
日本の美術 ２９２－２９５号（平成２年） 文化庁／〔ほか〕監修 至文堂
日本の美術 ２９６－２９９号（平成３年） 文化庁／〔ほか〕監修 至文堂
日本の美術 ３００－３０３号（平成３年） 文化庁／〔ほか〕監修 至文堂
日本の美術 ３０４－３０７号（平成３年） 文化庁／〔ほか〕監修 至文堂
日本の美術 ３０８－３１１号（平成４年） 文化庁／〔ほか〕監修 至文堂
日本の美術 ３１２－３１５号（平成４年） 文化庁／〔ほか〕監修 至文堂
日本の美術 ３１６－３１９号（平成４年） 文化庁／〔ほか〕監修 至文堂
日本の美術 ３２０－３２３号（平成５年） 文化庁／〔ほか〕監修 至文堂
日本の美術 ３２４－３２７号（平成５年） 文化庁／〔ほか〕監修 至文堂
日本の美術 ３２８－３３１号（平成５年） 文化庁／〔ほか〕監修 至文堂
日本の美術 ３３２－３３５号（平成６年） 文化庁／〔ほか〕監修 至文堂
日本の美術 ３３６－３３９号（平成６年） 文化庁／〔ほか〕監修 至文堂
日本の美術 ３４０－３４３号（平成６年） 文化庁／〔ほか〕監修 至文堂
日本の美術 ３４４－３４７号（平成７年） 文化庁／〔ほか〕監修 至文堂
日本の美術 ３４８－３５１号（平成７年） 文化庁／〔ほか〕監修 至文堂
日本の美術 ３５２－３５５号（平成７年） 文化庁／〔ほか〕監修 至文堂
日本の美術 ３５６－３５９号（平成８年） 文化庁／〔ほか〕監修 至文堂
日本の美術 ３６０－３６３号（平成８年） 文化庁／〔ほか〕監修 至文堂
日本の美術 ３６４－３６７号（平成８年） 文化庁／〔ほか〕監修 至文堂
日本の美術 第３６８－３７１号（平成９年） 文化庁／〔ほか〕監修 至文堂
日本の美術 ３７２－３７５号（平成９年） 文化庁／〔ほか〕監修 至文堂
日本の美術 ３７６－３７９号（平成９年） 文化庁／〔ほか〕監修 至文堂
日本の美術 ３８０－３８２号（平成１０年） 文化庁／〔ほか〕監修 至文堂
日本民俗学 第１－４号（昭和２８－２９年） 日本民俗学会／編集 日本民俗学会
日本民俗学 第２巻（昭和２９－３０年） 日本民俗学会／編集 日本民俗学会
日本民俗学 第３巻（昭和３０－３１年） 日本民俗学会／編集 日本民俗学会
日本民俗学 第４巻（昭．３１－３２） 日本民俗学会／編集 日本民俗学会
日本民俗学 第５巻（昭．３２） 日本民俗学会／編集 日本民俗学会
日本民俗学 第６７－７２号（昭和４５年） 日本民俗学会／編集 日本民俗学会
日本民俗学 第７３－７８号（昭和４６年） 日本民俗学会／編集 日本民俗学会
日本民俗学 第７９－８４号（昭和４７年） 日本民俗学会／編集 日本民俗学会
日本民俗学 第８５－９０号（昭和４８年） 日本民俗学会／編集 日本民俗学会
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日本民俗学 第９１－９６号（昭和４９年） 日本民俗学会／編集 日本民俗学会
日本民俗学 第９７－１０２号（昭和５０年） 日本民俗学会／編集 日本民俗学会
日本民俗学 第１０３－１０８号（昭和５１年） 日本民俗学会／編集 日本民俗学会
日本民俗学 １０９－１１３号（昭和５２年） 日本民俗学会／編集 日本民俗学会
日本民俗学 第１１４－１１９号（昭和５３年） 日本民俗学会／編集 日本民俗学会
日本民俗学 第１２０－１２６号（昭和５４年） 日本民俗学会／編集 日本民俗学会
日本民俗学 第１３２－１３８号（昭和５６年） 日本民俗学会／編集 日本民俗学会
日本民俗学 １３９－１４４号（昭和５７年） 日本民俗学会／編集 日本民俗学会
日本民俗学 １４５－１５０号（昭和５８年） 日本民俗学会／編集 日本民俗学会
日本民俗学 第１５７－１６２号（昭和６０年） 日本民俗学会／編集 日本民俗学会
日本民俗学 第１６３－１６８号（昭和６１年） 日本民俗学会／編集 日本民俗学会
日本民俗学 第１６９－１７２号（昭和６２年） 日本民俗学会／編集 日本民俗学会
日本民俗学 第１７３－１７６号（昭和６３年） 日本民俗学会／編集 日本民俗学会
日本民俗学 第１７７－１８０号（平成元年） 日本民俗学会／編集 日本民俗学会
日本民俗学 第１８１－１８４号（平成２年） 日本民俗学会／編集 日本民俗学会
日本民俗学 第１８５－１８８号（平成３年） 日本民俗学会／編集 日本民俗学会
日本民俗学 第１８９－１９２号（平成４年） 日本民俗学会／編集 日本民俗学会
日本民俗学 第１９３－１９６号（平成５年） 日本民俗学会／編集 日本民俗学会
日本民俗学 第１９７－１９９号（平成６年） 日本民俗学会／編集 日本民俗学会
日本民俗学 第２００号（平成６年） 日本民俗学会／編集 日本民俗学会
日本民俗学 第２０１－２０４号（平成７年） 日本民俗学会／編集 日本民俗学会
日本民俗学 第２０５－２０８号（平成８年） 日本民俗学会／編集 日本民俗学会
日本民俗学 第２０９－２１２号（平成９年） 日本民俗学会／編集 日本民俗学会
日本民俗学 第２１３－２１６号（平成１０年） 日本民俗学会／編集 日本民俗学会
日本民俗学 第２１７－２２０号（平成１１年） 日本民俗学会／編集 日本民俗学会
日本民俗学 第２２１－２２３号（平成１２年） 日本民俗学会／編集 日本民俗学会
日本民俗学 第２２４－２２５号（平．１２－１３） 日本民俗学会／編集 日本民俗学会
日本民俗学 第１２７－１３１号（昭和５５年） 日本民俗学会／編集 日本民俗学会
日本民俗学 第１５１－１５６号（昭和５９年） 日本民俗学会／編集 日本民俗学会
日本民俗学会報 第１－１０号（昭和３３－３４ 日本民俗学会／編集 日本民俗学会
日本民俗学会報 第３２－４２号（昭和３９－４０ 日本民俗学会／編集 日本民俗学会
日本民俗学会報 第４９－５４号（昭和４２年） 日本民俗学会／編集 日本民俗学会
日本民俗学会報 第５５－６０号（昭和４３－４４ 日本民俗学会／編集 日本民俗学会
日本民俗学会報 第６１－６６号（昭和４４年） 日本民俗学会／編集 日本民俗学会
日本民俗学会報 第１１－２２号（昭和３５－３６ 日本民俗学会／編集 日本民俗学会
日本民俗学会報 第２３－３１号（昭和３７－３８ 日本民俗学会／編集 日本民俗学会
日本民俗学会報 第４３－４８号（昭和４１年） 日本民俗学会／編集 日本民俗学会
日本民俗学のために １－３輯（昭．２２） 折口　信夫／編著 民間伝承の会
日本民俗学のために 第４－７輯（昭．２２－２３） 折口　信夫／編著 民間伝承の会
日本民俗学のために 第８－１０輯（昭．２３－２ 折口　信夫／編著 日本民俗学会
濃飛民俗 第２－３号（昭和３４年） 濃飛民俗の会
八戸郷土研究会月報 ９（昭．３３） 八戸郷土研究会
八戸郷土研究会月報 １０（昭．３４） 八戸郷土研究会
八戸郷土研究会月報 １１（昭．３５） 八戸郷土研究会
八戸郷土研究会月報 １２－１３（昭．３６－３７） 八戸郷土研究会
ひじろ 第６．８号（昭和３５－３６年） 山梨民俗の会
飛騨春秋 第２３年（昭和５３年） 飛騨郷土学会
飛騨春秋 第２年５－９号（昭．３２） 飛騨郷土会
飛騨春秋 第３年（昭和３３年） 飛騨郷土会
飛騨春秋 第４年１－６号（昭．３４） 飛騨郷土会
飛騨春秋 第５年３－９号（昭．３５） 飛騨郷土会
飛騨春秋 第６年（昭和３６年） 飛騨郷土学会
飛騨春秋 第７年（昭和３７年） 飛騨郷土学会
飛騨春秋 第８年（昭和３８年） 飛騨郷土学会
飛騨春秋 第９年（昭和３９年） 飛騨郷土学会
飛騨春秋 第１０年（昭和４０年） 飛騨郷土学会
飛騨春秋 第１１年（昭和４１年） 飛騨郷土学会
飛騨春秋 第１２年（昭和４２年） 飛騨郷土学会
飛騨春秋 第１３年（昭和４３年） 飛騨郷土学会
飛騨春秋 第１４年（昭和４４年） 飛騨郷土学会
飛騨春秋 第１５年（昭和４５年） 飛騨郷土学会
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飛騨春秋 第１６年（昭和４６年） 飛騨郷土学会
飛騨春秋 第１７年（昭和４７年） 飛騨郷土学会
飛騨春秋 第１８年（昭和４８年） 飛騨郷土学会
飛騨春秋 第１９年（昭和４９年） 飛騨郷土学会
飛騨春秋 第２０年（昭和５０年） 飛騨郷土学会
飛騨春秋 第２１年（昭和５１年） 飛騨郷土学会
飛騨春秋 第２４年（昭和５４年） 飛騨郷土学会
飛騨春秋 第２５年（昭和５５年） 飛騨郷土学会
飛騨春秋 第２７年（昭和５７年） 飛騨郷土学会
飛騨春秋 第２６年（昭和５６年） 飛騨郷土学会
飛騨春秋 第２２年（昭和５２年） 飛騨郷土学会
ひだびと 第３年１２号第４年１－６号（昭和１０－
１１年）

飛騨考古土俗学会

ひだびと 第４年８－１２号（昭和１１年） 飛騨考古土俗学会
ひだびと 第５年（昭和１２年） 飛騨考古土俗学会
ひだびと 第６年（昭和１３年） 飛騨考古土俗学会
ひだびと ７年１．９号（昭．１４） 飛騨考古土俗学会
ひでばち 第４－２１号 ひでばち民俗談話会
日向民俗 第２－４号（昭．３１－３２） 日向民俗学会
日向民俗 第５－８号（昭．３３－３４） 日向民俗学会
日向民俗 ９－１１号（昭．３５－３６） 日向民俗学会
日向民俗 １２－１５号（昭．３６－３８） 日向民俗学会
日向民俗 第１６－２１号（昭．３８－４１） 日向民俗学会
日向民俗 第２４－３０号（昭和４４－５０年） 日向民俗学会
日向民俗 ３１－３９号（昭．５１－５９） 日向民俗学会
日向民俗 ４０－４７号（昭．６０－平．４） 日向民俗学会
日向民俗 ２２－２３（昭．４２－４３） 日向民俗学会
びぞん 第５５－６６号 美術文化史研究会／編集 美術文化史研究会
びぞん通信 第１－３３号（昭和４５－４９年） 美術文化史研究会／編集 美術文化史研究会
びぞん通信 第３４－５７号（昭和５０－５５年） 美術文化史研究会／編集 美術文化史研究会
ふおくろあ １－１６号（昭．３５－４６） 伊勢民俗学会
フオクロア 第１７－３５号（昭和４７－５２年） 伊勢民俗学会
フオクロア 第３６－６０号（昭．５３－平．元） 伊勢民俗学会
フオクロア 第６１－８０号（平成２－９年） 伊勢民俗学会
仏教と民俗 １－４，１６－１７（昭．３２－５６） 仏教民俗学会
仏教民俗研究 ２－４号（昭．５０－５２） 仏教民俗研究会／編集 仏教民俗研究会
文学 第４０－４１巻（昭和４７－４８年） 岩波書店
えとのす 第１－３号（昭和４９－５０年） 新日本教育図書
えとのす 第４－６号（昭和５０－５１年） 新日本教育図書
えとのす 第７－９号（昭和５１－５３年） 新日本教育図書
えとのす 第１３－１５号（昭和５５－５６年） 新日本教育図書
えとのす 第１６－１８号（昭和５６－５７年） 新日本教育図書
えとのす 第１９－２１号（昭和５７－５８年） 新日本教育図書
えとのす 第２２－２４号（昭和５８－５９年） 新日本教育図書
えとのす 第２５－２７号（昭和５９－６０年） 新日本教育図書
えとのす 第２８－３０号（昭和６０－６１年） 新日本教育図書
えとのす ３１－３２号（昭．６１－６２） 新日本教育図書
えとのす 第１０－１２号（昭和５３－５４年） 新日本教育図書
えん 第２－３号（平成８年） 〔出版社不明〕
えん 第４－６号（平成９－１０年） 〔出版社不明〕
本郷 第１－８号（平．７－８） 吉川弘文館
まつり通信 第１－４６号（昭．３６－３９） まつり同好会
まつり通信 ４７－９４号（昭．４０－４３） まつり同好会
まつり通信 ９５－１４２（昭．４４－４７） まつり同好会
まつり通信 １４３－１９０号（昭．４８－５１） まつり同好会
まつり通信 １９１－２４９（昭．５２－５６） まつり同好会
まつり通信 ２５０～２９８号（昭．５６－６０） まつり同好会
まつり通信 ２９９－３４６号（昭．６１－平．元） まつり同好会
まつり通信 ３４７－３９４号（平成２－５年） まつり同好会
まつり通信 ３９５－４４２号（平成６－９年） まつり同好会
まつり通信 ４４３－４８９（平．１０－１３） まつり同好会



堀田文庫一覧

書名 著者名 出版社

御影史学論集 第２．２２－２５号 御影史学研究会
三河湾・伊勢湾漁撈習俗緊急調査報告 第１－
２集（昭．４３－４４）

愛知県教育委員会

三河民俗 第１－５号（昭．６１－平．１１） 三河民俗談話会／編集 三河民俗談話会
瑞垣 １６．１９（昭．２９） 神宮司庁教導部
瑞垣 ３０－３４号（昭．３１－３２） 神宮司庁教導部
瑞垣 ５１－５３（昭．３６） 神宮司庁教導部
瑞垣 １０９．１１２（昭．５１－５２） 神宮司庁総務部弘報課／編集 神宮司庁
瑞垣 １３３－１３７号（昭．５９－６０） 神宮司庁総務部弘報課／編集 神宮司庁
瑞垣 １３８－１４４号（昭．６１－６２） 神宮司庁総務部弘報課／編集 神宮司庁
瑞垣 １７１－１７２．１７５ 神宮司庁総務部弘報課／編 神宮司庁教導部
瑞垣 １－１７５（平成９年） 神宮司庁総務部弘報課／編集 神宮司庁
瑞垣 第１７６－１７８号（平成９年） 神宮司庁総務部弘報課／編集 神宮司庁
瑞垣 １８０－１８１（平成１０年） 神宮司庁総務部弘報課／編集 神宮司庁
瑞垣 １８２－１８４号（平成１１年） 神宮司庁総務部弘報課／編集 神宮司庁
瑞垣 １８５－１８７（平成１２年） 神宮司庁総務部弘報課／編集 神宮司庁
瑞垣 １８８－１９０号（平成１３年） 神宮司庁総務部弘報課／編集 神宮司庁
瑞垣 １９１－１９４号（平．１４－１５） 神宮司庁総務部弘報課／編集 神宮司庁
みなみいよ ８－１９（昭．３８－４０） 南予郷土研究会
美濃民俗 第１－４３号（昭．４１－４５） 美濃民俗文化の会／編 美濃民俗文化の会
美濃民俗 ４４－７０．８５－１００（昭．４６－５０） 美濃民俗文化の会／編 美濃民俗文化の会
美濃民俗 １０１－１６３号（昭．５０－５５） 美濃民俗文化の会
美濃民俗 １６４－２００（昭．５６－５９） 美濃民俗文化の会
美濃民俗 ２０１－２４７号（昭．５９－６２） 美濃民俗文化の会
美濃民俗 ２４８－２９５号（昭．６３－平．３） 美濃民俗文化の会
美濃民俗 ２９６－３４０（平成４－７年） 美濃民俗文化の会
美濃民俗 ３９２－４３０（平．１２－１５） 美濃民俗文化の会
美濃民俗 ３５７－３９１（平．９－１１） 美濃民俗文化の会
三重県文化財調査報告書 第１０集（昭和４４ 三重県教育委員会
三重県文化財調査報告書 第１１集（昭和４５ 三重県教育委員会
三重県文化財調査報告書 第１３集（昭和４６ 三重県教育委員会
三重県文化財調査報告書 第１５集（昭和４８ 三重県教育委員会
三重の文化伝承 昭和５３年 堀　哲／著 伊勢民俗学会
三重民俗研究会会報 ２．２３－２６．２８－２９．
３３（平．元－１５）

三重民俗研究会事務局

Ｍｕｓｅｕｍ 第１－９号（昭和２６） 国立博物館／編集 美術出版社
Ｍｕｓｅｕｍ 第１０－２１号（昭和２７） 東京国立博物館／編集 美術出版社
Ｍｕｓｅｕｍ 第２２－２３号（昭和２８年） 東京国立博物館／編集 美術出版社
Ｍｕｓｅｕｍ 第３４－４５号（昭和２９年） 東京国立博物館／編集 美術出版社
Ｍｕｓｅｕｍ 第４６－５７号（昭和３０年） 東京国立博物館／編集 美術出版社
Ｍｕｓｅｕｍ 第５８－６９号（昭和３１年） 東京国立博物館／編集 美術出版社
Ｍｕｓｅｕｍ 第７０－８１号（昭和３２年） 東京国立博物館／編集 美術出版社
Ｍｕｓｅｕｍ 第８２－９３号（昭和３３年） 東京国立博物館／編集 美術出版社
Ｍｕｓｅｕｍ 第９４－１０５号（昭和３４年） 東京国立博物館／編集 美術出版社
Ｍｕｓｅｕｍ 第１０６－１１７号（昭和３５年） 東京国立博物館／編集 美術出版社
Ｍｕｓｅｕｍ 第１１８－１２９号（昭和３６年） 東京国立博物館／編集 美術出版社
Ｍｕｓｅｕｍ 第１３０－１４１号（昭和３７年） 東京国立博物館／編集 美術出版社
Ｍｕｓｅｕｍ 第１４２－１５３号（昭和３８年） 東京国立博物館／編集 美術出版社
Ｍｕｓｅｕｍ 第１５４－１６５号（昭和３９年） 東京国立博物館／編集 美術出版社
Ｍｕｓｅｕｍ 第１６６－１７７号（昭和４０年） 東京国立博物館／編集 美術出版社
Ｍｕｓｅｕｍ 第１７８－１８９号（昭和４１年） 東京国立博物館／編集 美術出版社
Ｍｕｓｅｕｍ 第１９０－２０１号（昭和４２年） 東京国立博物館／編集 美術出版社
Ｍｕｓｅｕｍ 第２０２－２１３号（昭和４３年） 東京国立博物館／編集 美術出版社
Ｍｕｓｅｕｍ 第２１４－２２５号（昭和４４年） 東京国立博物館／編集 美術出版社
Ｍｕｓｅｕｍ 第２２６－２３７号（昭和４５年） 東京国立博物館／編集 美術出版社
Ｍｕｓｅｕｍ 第２３８－２４９号（昭和４６年） 東京国立博物館／編集 美術出版社
Ｍｕｓｅｕｍ 第２５０－２６１号（昭和４７年） 東京国立博物館／編集 美術出版社
Ｍｕｓｅｕｍ 第２６２－２７３号（昭和４８年） 東京国立博物館／編集 美術出版社
Ｍｕｓｅｕｍ 第２７４－２８５号（昭和４９年） 東京国立博物館／編集 美術出版社
Ｍｕｓｅｕｍ 第２８６－２９７号（昭和５０年） 東京国立博物館／編集 美術出版社
Ｍｕｓｅｕｍ ３１０－３２１号（昭和５２年） 東京国立博物館／編集 美術出版社



堀田文庫一覧

書名 著者名 出版社

Ｍｕｓｅｕｍ 第３２２－３３３号（昭和５３年） 東京国立博物館／編集 美術出版社
Ｍｕｓｅｕｍ 第３３４－３４５号（昭和５４年） 東京国立博物館／編集 ミュージアム出版
Ｍｕｓｅｕｍ 第３４６－３５７号（昭和５５年） 東京国立博物館／編集 ミュージアム出版
Ｍｕｓｅｕｍ 第３５８－３６９号（昭和５６年） 東京国立博物館／編集 ミュージアム出版
Ｍｕｓｅｕｍ 第３７０－３８１号（昭和５７年） 東京国立博物館／編集 ミュージアム出版
Ｍｕｓｅｕｍ 第３８２－３９３号（昭和５８年） 東京国立博物館／編集 ミュージアム出版
Ｍｕｓｅｕｍ 第３９４－４０５号（昭和５９年） 東京国立博物館／編集 ミュージアム出版
Ｍｕｓｅｕｍ 第４０６－４１７号（昭和６０年） 東京国立博物館／編集 ミュージアム出版
Ｍｕｓｅｕｍ ４１８－４２９号（昭和６１年） 東京国立博物館／編集 ミュージアム出版
Ｍｕｓｅｕｍ ４３０－４４１号（昭和６２年） 東京国立博物館／編集 ミュージアム出版
Ｍｕｓｅｕｍ ４４２－４５３号（昭和６３年） 東京国立博物館／編集 ミュージアム出版
Ｍｕｓｅｕｍ ４５４－４６５号（平成元年） 東京国立博物館／編集 ミュージアム出版
Ｍｕｓｅｕｍ ４６６～４７７号（平成２年） 東京国立博物館／編集 ミュージアム出版
Ｍｕｓｅｕｍ 第４７８－４８９号（平成３年） 東京国立博物館／編集 ミュージアム出版
Ｍｕｓｅｕｍ 第４９０－５０１号（平成４年） 東京国立博物館／編集 ミュージアム出版
Ｍｕｓｅｕｍ ５０２－５１３号（平成５年） 東京国立博物館／編集 ミュージアム出版
Ｍｕｓｅｕｍ ５１４－５２５号（平成６年） 東京国立博物館／編集 ミュージアム出版
Ｍｕｓｅｕｍ ５２６－５３７号（平成７年） 東京国立博物館／編集 ミュージアム出版
Ｍｕｓｅｕｍ ５３８－５４０（平．８） 東京国立博物館／編集 ミュージアム出版
Ｍｕｓｅｕｍ 第５４１－５４５号（平成８年） 東京国立博物館／編集 大塚巧芸社
Ｍｕｓｅｕｍ 第５４６－５５１号（平成９年） 東京国立博物館／編集 大塚巧芸社
Ｍｕｓｅｕｍ 第５５２－５５７号（平成１０年） 東京国立博物館／編集 大塚巧芸社
Ｍｕｓｅｕｍ 第５５８－５６３号（平成１１年） 東京国立博物館／編集 大塚巧芸社
Ｍｕｓｅｕｍ 第５６４－５６９号（平成１２年） 東京国立博物館／編集 大塚巧芸社
Ｍｕｓｅｕｍ 第５７０－５７５号（平成１３年） 東京国立博物館／編集 大塚巧芸社
Ｍｕｓｅｕｍ 第５７６－５８０号（平成１４年） 東京国立博物館／編集 大塚巧芸社
Ｍｕｓｅｕｍ １－４３０号（昭．６２） ミュージアム出版
Ｍｕｓｅｕｍ 第２９８－３０９号（昭和５１年） 東京国立博物館／編集 美術出版社
民間伝承 第８巻（昭．１７－１８） 柳田　国男／編輯 民間伝承の会
民間伝承 第１１巻（昭．２１－２２） 柳田　国男／編輯 民間伝承の会
民間伝承 第１２巻（昭和２３年） 柳田　国男／編輯 民間伝承の会
民間伝承 第１３巻１－６号（昭．２４） 柳田　国男／編輯 日本民俗学会
民間伝承 第１３巻７－１２号（昭和２４年） 柳田　国男／編輯 日本民俗学会
民間伝承 第１４巻（昭和２５年） 日本民俗学会
民間伝承 第１５巻１－６号（昭．２６） 柳田　国男／編集 日本民俗学会
民間伝承 第１５巻７－１２号（昭和２６年） 柳田　国男／編集 日本民俗学会
民間伝承 第１６巻１－６号（昭．２７） 日本民俗学会
民間伝承 第１６巻７－１２号（昭．２７） 日本民俗学会
民間伝承 第１７－１９巻（昭和２８－３０年） 民間伝承編集部／編集 六人社
民間伝承 第２０巻２－６号（昭和３１年） 民間伝承編集部／編集 民間伝承刊行会
民間伝承 第２０巻７－１２号（昭和３１年） 秋田書店
民間伝承 ２２巻７－１０（昭．３３） 六人社
民間伝承 第２３巻（昭和３４年） 民間伝承編集部／編集 六人社
民間伝承 第２４巻（昭和３５年） 民間伝承編集部／編集 六人社
民間伝承 第２５－２６巻（昭．３６－３７） 民間伝承誌友会／編集 六人社
民間伝承 第２７巻（昭．３８） 民間伝承誌友会／編集 六人社
民間伝承 第２８巻（昭和３９年） 民間伝承誌友会／編集 六人社
民間伝承 第３－４巻（昭．１２－１４） 民間伝承の会
民間伝承 ５－８巻（昭．１４－１７） 民間伝承の会
民間伝承 第２９巻（昭．４０） 六人社
民間伝承 第３０巻（昭和４１年） 六人社
民間伝承 第３１巻（昭和４２年） 六人社
民間伝承 第３２巻（昭和４３年） 六人社
民間伝承 第３３巻（昭和４４年） 六人社
民間伝承 第３４－３５巻（昭和４５－４６年） 六人社
民間伝承 第３８－３９巻（昭．４９－５０） 六人社
民間伝承 第３６－３７巻（昭和４７－４８年） 六人社
民間伝承 ４２巻１号４３巻１号（昭．５３－５４） 六人社
民間伝承 第４０－４１巻（昭和５１－５２年） 民間伝承誌友会／編集 六人社
民間伝承 １０－１１第２巻（昭．１１－１２） 民間伝承の会
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民具マンスリー 第１５巻（昭．５７－５８） 神奈川大学日本常民文化研究所／編
神奈川大学日本常民文化研
究所

民具マンスリー 第１７巻（昭．５９－６０） 神奈川大学日本常民文化研究所／編
神奈川大学日本常民文化研
究所

民具マンスリー 第１８巻（昭．６０－６１） 神奈川大学日本常民文化研究所／編
神奈川大学日本常民文化研
究所

民具マンスリー 第１９巻（昭．６１－６２） 神奈川大学日本常民文化研究所／編
神奈川大学日本常民文化研
究所

民具マンスリー 第２０巻（昭．６２－６３） 神奈川大学日本常民文化研究所／編
神奈川大学日本常民文化研
究所

民具マンスリー 第２１巻（昭．６３－平．元） 神奈川大学日本常民文化研究所／編
神奈川大学日本常民文化研
究所

民具マンスリー 第２２巻（平成元－２年） 神奈川大学日本常民文化研究所／編
神奈川大学日本常民文化研
究所

民具マンスリー 第２３巻（平成２－３年） 神奈川大学日本常民文化研究所／編
神奈川大学日本常民文化研
究所

民具マンスリー 第２４巻（平成３－４年） 神奈川大学日本常民文化研究所／編
神奈川大学日本常民文化研
究所

民具マンスリー 第２５巻（平成４－５年） 神奈川大学日本常民文化研究所／編
神奈川大学日本常民文化研
究所

民具マンスリー 第２６巻（平成５－６年） 神奈川大学日本常民文化研究所／編
神奈川大学日本常民文化研
究所

民具マンスリー 第２７巻１－７号第２８巻７－９
号（平．６－７）

神奈川大学日本常民文化研究所／編
神奈川大学日本常民文化研
究所

民具マンスリー 第２９巻（平成８－９年） 神奈川大学日本常民文化研究所／編
神奈川大学日本常民文化研
究所

民具マンスリー 第３０巻（平．９－１０） 神奈川大学日本常民文化研究所／編
神奈川大学日本常民文化研
究所

民具マンスリー 第３１巻（平．１０－１１） 神奈川大学日本常民文化研究所／編
神奈川大学日本常民文化研
究所

民具マンスリー 第３２巻（平．１１－１２） 神奈川大学日本常民文化研究所／編
神奈川大学日本常民文化研
究所

民具マンスリー 第３３巻（平．１２－１３） 神奈川大学日本常民文化研究所／編
神奈川大学日本常民文化研
究所

民具マンスリー 第３４巻（平．１３－１４） 神奈川大学日本常民文化研究所／編
神奈川大学日本常民文化研
究所

民具マンスリー 第３５巻１－８号（平．１４） 神奈川大学日本常民文化研究所／編
神奈川大学日本常民文化研
究所

民具マンスリー 第１６巻（昭．５８－５９） 神奈川大学日本常民文化研究所／編
神奈川大学日本常民文化研
究所

民俗 第１－４３号（昭．２９－３５） 相模民俗学会
民俗 第４４－８３号（昭．３６－４７） 相模民俗学会
民俗 ８４－１３０号（昭．４８－６３） 相模民俗学会
民俗 １３１－１８２（平．元－１４） 相模民俗学会
民族 第１巻１－４号（大正１４－１５年） 民族発行所
民族 第１巻５－６号第３巻１号（大．１５－昭． 民族発行所
民俗学評論 第１－５号（昭和４２－４５年） 大塚民俗学会／編集 大塚民俗学会
民俗学評論 第６－１１号（昭和４６－４９年） 大塚民俗学会／編集 大塚民俗学会
民俗学評論 第１２－１７号（昭和５０－５４年） 大塚民俗学会／編集 大塚民俗学会
民俗学評論 第１８－２４号（昭和５５－５９年） 大塚民俗学会／編集 大塚民俗学会
民俗学論叢 第１－９号（昭．５４－平．５） 相模民俗学会／編集 相模民俗学会
民俗学論叢 第１４－１７号（平．１１－１４） 相模民俗学会／編集 相模民俗学会
民俗芸術 第１巻７－８号（昭和３年） 地平社書房
民俗芸能 第３１－３４号（昭和４３年） 民俗芸能の会／編集 邦楽と舞踊
民俗芸能 第３５－３８号（昭和４４年） 民俗芸能の会／編集 邦楽と舞踊
民俗芸能 ３９－４２号（昭和４５年） 民俗芸能の会／編集 邦楽と舞踊
民俗芸能 ４８－４９．６０（昭．４７－５５） 日本民俗芸能学会／編集 民俗芸能友の会
民俗芸能 創刊号．２９－３０（昭．３５－４２） 邦楽と舞踊
民俗採訪 昭和２８－３１年度 民俗学研究会
民俗採訪 昭．３６－３７年度 民俗学研究会
民俗採訪 昭和３８－４１年度 民俗学研究会
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民俗採訪 昭和４２－４５年度 民俗学研究会
民俗採訪 昭和４９－５１年度 民俗学研究会
民俗採訪 昭和５２－５４年度 民俗学研究会
民俗採訪 昭和５８－６０年度 民俗学研究会
民俗採訪 平成元－５年度 国学院大学民俗学研究会
民俗採訪 昭和３２－３５年度 民俗学研究会
民俗採訪 昭和４６－４８年度 〔民俗学研究会〕
民俗採訪 昭和５５－５７年度 民俗学研究会
民俗採訪 昭和６１－６３年度 民俗学研究会
民俗手帖 １－４（昭．３０－３１） 山梨民俗の会
民俗文化 第１－６３号（昭．３８－４３） 滋賀民俗学会
民俗文化 第６４－９９号（昭．４４－４６） 滋賀民俗学会
民俗文化 １００－１３５（昭．４７－４９） 滋賀民俗学会
民俗文化 １３６－１５９号（昭．５０－５１） 滋賀民俗学会
民俗文化 １６０－１８３（昭．５２－５３） 滋賀民俗学会
民俗文化 １８４－２０５（昭．５４－５５） 滋賀民俗学会
民俗文化 ２０６－３００号（昭．５５－６３） 滋賀民俗学会
民俗文化 ３５２－４１６号（平成５－１０年） 滋賀民俗学会
民話 創刊号．１５（昭．３３－３４） 民話の会／編集 未来社
無形の民俗資料記録 第６－７集（昭和４２年） 文化財保護委員会
無形の民俗資料記録 第１２－１５集（昭和４５－
４６年）

文化財保護委員会

無形の民俗資料記録 第１６－１７集（昭和４７ 文化財保護委員会
無形の民俗資料記録 第１８－１９集（昭和４８－
４９年）

文化財保護委員会

無形の民俗資料記録 第４４－４６集（平成１３－
１５年）

文化庁文化財部

無形の民俗資料記録 第２－３集（昭和４０年） 文化財保護委員会
無形の民俗資料記録 第８－９集（昭和４３年） 文化財保護委員会
無形の民俗資料記録 第１０－１１集（昭和４４ 文化財保護委員会
無形の民俗文化財記録 第２２－２３集（昭和５２
－５３年）

文化庁文化財保護部

無形の民俗文化財記録 第２４－２５集（昭和５４
年）

文化庁文化財保護部

無形の民俗文化財記録 第２６－２７集（昭和５６
年）

文化庁文化財保護部

無形の民俗文化財記録 第２８－２９集（昭和５９
－６０年）

文化庁文化財保護部

無形の民俗文化財記録 第３０－３１集（昭和６１
－平成元年）

文化庁文化財保護部

無形の民俗文化財記録 第３２－３４集（平成元
－３年）

文化庁文化財保護部

無形の民俗文化財記録 第３５－３７集（平成４
－６年）

文化庁文化財保護部

無形の民俗文化財記録 第４０－４１集（平成９
－１０年）

文化庁文化財保護部

無形の民俗文化財記録 第３８－３９集（平成７
－８年）

文化庁文化財保護部

無形の民俗文化財記録 第４２－４３集（平成１１
－１２年）

文化庁文化財保護部

無形の民俗文化財記録 第２０－２１集（昭和５０
年）

文化庁文化財保護部

八重山文化 第１－４号（昭和４９－５１年） 八重山文化研究会／編集 八重山文化研究会
八重山文化 第５－８号（昭和５２－５６年） 八重山文化研究会／編集 八重山文化研究会
歴史手帖 第８巻２－６号（昭和５５年） 名著出版
歴史手帖 第２巻２－３号第５巻１０号（昭．４９－
５２）

名著出版

歴史手帖 第８巻７－１２号（昭和５５年） 名著出版
歴史手帖 第９巻１－６号（昭和５６年） 名著出版
歴史手帖 第１０巻１－６号（昭和５７年） 名著出版
歴史手帖 第１０巻７－１２号（昭和５７年） 名著出版
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歴史手帖 第１１巻１－６号（昭和５８年） 名著出版
歴史手帖 第１１巻７－１２号（昭和５８年） 名著出版
歴史手帖 第１２巻１－６号（昭和５９年） 名著出版
歴史手帖 第１３巻１－６号（昭和６０年） 名著出版
歴史手帖 第１３巻７－１２号（昭和６０年） 名著出版
歴史手帖 第１４巻１－６号（昭和６１年） 名著出版
歴史手帖 第１４巻７－１２号（昭和６１年） 名著出版
歴史手帖 第１５巻１－６号（昭和６２年） 名著出版
歴史手帖 第１５巻７－１２号（昭和６２年） 名著出版
歴史手帖 第１６巻１－６号（昭和６３年） 名著出版
歴史手帖 第１６巻７－１２号（昭和６３年） 名著出版
歴史手帖 第１７巻１－６号（平成元年） 名著出版
歴史手帖 第１７巻７－１２号（平成元年） 名著出版
歴史手帖 第１８巻１－６号（平成２年） 名著出版
歴史手帖 第１８巻７－１２号（平成２年） 名著出版
歴史手帖 第１９巻１－６号（平成３年） 名著出版
歴史手帖 第１９巻７－１２号（平成３年） 名著出版
歴史手帖 第２０巻１－６号（平成４年） 名著出版
歴史手帖 第２０巻７－１２号（平成４年） 名著出版
歴史手帖 第２１巻１－６号（平成５年） 名著出版
歴史手帖 第２１巻７－１２号（平成５年） 名著出版
歴史手帖 第２２巻１－６号（平成６年） 名著出版
歴史手帖 第２２巻７－１２号（平成６年） 名著出版
歴史手帖 第２３巻１－６号（平成７年） 名著出版
歴史手帖 第２３巻７－１２号（平成７年） 名著出版
歴史手帖 第２４巻１－６号（平成８年） 名著出版
歴史手帖 第２４巻７－１２号（平成８年） 名著出版
歴史手帖 第２５巻１－２号（平．９） 名著出版
歴史手帖 第９巻７－１２号（昭和５６年） 名著出版
歴史手帖 第１２巻７－１２号（昭和５９年） 名著出版
桑名郡志 上巻 江間　政発／著　者 歴史図書社
桑名郡志 中巻 江間　政発／著　者 歴史図書社
桑名郡志 下巻 江間　政発／著　者 歴史図書社
書誌学序説 長沢　規矩也／著 吉川弘文館
日本書誌学之研究 川瀬　一馬／著 講談社
日本の古典籍 反町　茂雄／著 八木書店
紙魚の跡 赤堀　又次郎／著 民友社
書物捜索 上 横山　重／著 角川書店
書物捜索 下 横山　重／著 角川書店
反町茂雄文集 上 反町　茂雄／著 文車の会
反町茂雄文集 下 反町　茂雄／著 文車の会
典籍叢談 新村　出／著 岡書院
本之話 三村　清三郎／著 岡書院
天理図書館の善本稀書 反町　茂雄／著 八木書店
本屋風情 岡　茂雄／著 平凡社
蒐書家 業界 業界人 反町　茂雄／著 八木書店
全国古本屋地図 日本古書通信社
長岡博男文庫蔵書目録 石川県立郷土資料館／編集 石川県立郷土資料館
愛知県郷土資料総合目録 [1] 愛知図書館協会／編集 愛知図書館協会
沖縄書誌総覧 新城　安善／編著 沖縄県図書館協会

奄美・沖縄学文献資料目録 天久　斉／編集
沖縄古書センターロマン書房
本店

蓬左文庫典籍叢録 杉浦　豊治／著 人文科学研究会
柳田文庫蔵書目録 [成城大学／編] 成城大学
柳田国男対談集 柳田　国男／著 筑摩書房
田山方南先生華甲記念論文集 田山方南先生華甲記念会
犬歩当棒録 渋沢　敬三／著 角川書店
胡人の匂ひ 金関　丈夫／著 東都書籍株式会社台北支店
祭魚洞襍考 渋沢　敬三／著 岡書院
祭魚洞雑録 渋沢　敬三／著 郷土研究社
信号待ちで気が変わり 柳家　小満ん／著 北越出版
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世界不思議物語 日本リーダーズダイジェスト
タウン誌'80 舟橋　宣正／著 編集考房
国学院雑誌 第65巻第10・11号 国学院大学

生活文化研究所年報 第6輯
ノートルダム清心女子大学生
活文化研究所

太陽 No.87('70-9) 平凡社
沖縄年鑑 1972 沖縄タイムス社
民俗博物館論考 宮本　馨太郎／著 慶友社
四国の博物館ガイド 四国地区博物館協議会
朝日ジャーナル 1959年1月～10月 朝日新聞社／編集 朝日新聞社
朝日ジャーナル総索引 1号‐251号 朝日新聞社／編集 朝日新聞社
近古文芸温知叢書 第1編 博文舘
近古文芸温知叢書 第2編 博文舘
近古文芸温知叢書 第3編 博文舘
近古文芸温知叢書 第4編 博文舘
近古文芸温知叢書 第5編 博文舘
近古文芸温知叢書 第6編 博文舘
近古文芸温知叢書 第7編 博文舘
近古文芸温知叢書 第8編 博文舘
近古文芸温知叢書 第9編 博文舘
近古文芸温知叢書 第10編 博文舘
近古文芸温知叢書 第11編 博文舘
近古文芸温知叢書 第12編 博文舘
大東急記念文庫善本叢刊 近世篇 1 大東急記念文庫
日本古典全集 [2-48] 正宗　敦夫／編纂校訂 日本古典全集刊行会
日本古典全集 [2-49] 正宗　敦夫／編纂校訂 日本古典全集刊行会
日本名著全集 江戸文芸之部 索引 日本名著全集刊行会／編輯 日本名著全集刊行会
日本名著全集 江戸文芸之部 第1巻 日本名著全集刊行会／編輯 日本名著全集刊行会
日本名著全集 江戸文芸之部 第3巻 日本名著全集刊行会／編輯 日本名著全集刊行会
日本名著全集 江戸文芸之部 第4巻 日本名著全集刊行会／編輯 日本名著全集刊行会
日本名著全集 江戸文芸之部 第5巻 日本名著全集刊行会／編輯 日本名著全集刊行会
日本名著全集 江戸文芸之部 第6巻 日本名著全集刊行会／編輯 日本名著全集刊行会
日本名著全集 江戸文芸之部 第7巻 日本名著全集刊行会／編輯 日本名著全集刊行会
日本名著全集 江戸文芸之部 第8巻 日本名著全集刊行会／編輯 日本名著全集刊行会
日本名著全集 江戸文芸之部 第9巻 日本名著全集刊行会／編輯 日本名著全集刊行会
日本名著全集 江戸文芸之部 第10巻 日本名著全集刊行会／編輯 日本名著全集刊行会
日本名著全集 江戸文芸之部 第11巻 日本名著全集刊行会／編輯 日本名著全集刊行会
日本名著全集 江戸文芸之部 第12巻 日本名著全集刊行会／編輯 日本名著全集刊行会
日本名著全集 江戸文芸之部 第13巻 日本名著全集刊行会／編輯 日本名著全集刊行会
日本名著全集 江戸文芸之部 第14巻 日本名著全集刊行会／編輯 日本名著全集刊行会
日本名著全集 江戸文芸之部 第15巻 日本名著全集刊行会／編輯 日本名著全集刊行会
日本名著全集 江戸文芸之部 第16巻 日本名著全集刊行会／編輯 日本名著全集刊行会
日本名著全集 江戸文芸之部 第17巻 日本名著全集刊行会／編輯 日本名著全集刊行会
日本名著全集 江戸文芸之部 第18巻 日本名著全集刊行会／編輯 日本名著全集刊行会
日本名著全集 江戸文芸之部 第19巻 日本名著全集刊行会／編輯 日本名著全集刊行会
日本名著全集 江戸文芸之部 第20巻 日本名著全集刊行会／編輯 日本名著全集刊行会
日本名著全集 江戸文芸之部 第21巻 日本名著全集刊行会／編輯 日本名著全集刊行会
日本名著全集 江戸文芸之部 第22巻 日本名著全集刊行会／編輯 日本名著全集刊行会
日本名著全集 江戸文芸之部 第23巻 日本名著全集刊行会／編輯 日本名著全集刊行会
日本名著全集 江戸文芸之部 第26巻 日本名著全集刊行会／編輯 日本名著全集刊行会
日本名著全集 江戸文芸之部 第27巻 日本名著全集刊行会／編輯 日本名著全集刊行会
日本名著全集 江戸文芸之部 第28巻 日本名著全集刊行会／編輯 日本名著全集刊行会
日本名著全集 江戸文芸之部 第29巻 日本名著全集刊行会／編輯 日本名著全集刊行会
名古屋叢書 続編 総目録 名古屋市蓬左文庫／編集 名古屋市教育委員会
名古屋叢書 続編 索引 名古屋市蓬左文庫／編集 名古屋市教育委員会
名古屋叢書 続編 第1巻 名古屋市教育委員会／編集 名古屋市教育委員会
名古屋叢書 続編 第2巻 名古屋市教育委員会／編集 名古屋市教育委員会
名古屋叢書 続編 第3巻 名古屋市教育委員会／編集 名古屋市教育委員会
名古屋叢書 続編第4巻 名古屋市教育委員会／編集 愛知県郷土資料刊行会
名古屋叢書 続編第5巻 名古屋市教育委員会／編集 愛知県郷土資料刊行会
名古屋叢書 3編 第5巻 名古屋市蓬左文庫／編集 名古屋市教育委員会
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名古屋叢書 続編第6巻 名古屋市教育委員会／編集 愛知県郷土資料刊行会
名古屋叢書 3編 第6巻 名古屋市蓬左文庫／編集 名古屋市教育委員会
名古屋叢書 続編第7巻 名古屋市教育委員会／編集 愛知県郷土資料刊行会
名古屋叢書 3編 第7巻 名古屋市蓬左文庫／編集 名古屋市教育委員会
名古屋叢書 続編第8巻 名古屋市教育委員会／編集 愛知県郷土資料刊行会
名古屋叢書 3編 第8巻 名古屋市蓬左文庫／編集 名古屋市教育委員会
名古屋叢書 続編 第9巻 名古屋市教育委員会／編集 名古屋市教育委員会
名古屋叢書 続編 第10巻 名古屋市教育委員会／編集 名古屋市教育委員会
名古屋叢書 続編 第11巻 名古屋市教育委員会／編集 名古屋市教育委員会
名古屋叢書 続編 第12巻 名古屋市教育委員会／編集 名古屋市教育委員会
郷土文化 第２３－２４巻（昭．４３－４５） 名古屋郷土文化会
郷土文化 第２５－２６巻（昭和４５－４７年） 名古屋郷土文化会
郷土文化 第２９－３０巻（昭和４９－５１年） 名古屋郷土文化会
郷土文化 第３１－３２巻（昭和５１－５３年） 名古屋郷土文化会
郷土文化 第３３－３４巻（昭和５３－５５年） 名古屋郷土文化会
郷土文化 第３５－３７巻（昭和５５－５８年） 名古屋郷土文化会
郷土文化 ２７－２８巻（昭．４７－４９） 名古屋郷土文化会
郷土文化 第１５－１６巻（昭．３５－３６） 名古屋郷土文化会
近畿民俗 第５－１９号（昭．２６－３１） 近畿民俗学会
近畿民俗 ２０－２８号（昭．３２－３６） 近畿民俗学会
近畿民俗 第２９－３８号（昭．３７－４０） 近畿民俗学会
近畿民俗 ３９－４６号（昭．４１－４３） 近畿民俗学会
近畿民俗 第４７－５２号（昭．４４－４５） 近畿民俗学会
近畿民俗 第５３－７３号（昭．４６－５２） 近畿民俗学会
近畿民俗 ９５－１００号（昭．５８－６０） 近畿民俗学会
近畿民俗 １０４－１０９（昭．６０－６１） 近畿民俗学会
近畿民俗 １１０－１１７号（昭和６２－６３年） 近畿民俗学会
近畿民俗 １１８－１２５号（平成元－３年） 近畿民俗学会
近畿民俗 第１３５－１４５号（平成５－８年） 近畿民俗学会
近畿民俗 第１４６－１５４号（平成９－１１年） 近畿民俗学会
芸能 第１巻１号－５号（昭和３４年） 芸能学会／編集 芸能発行所
芸能 第１巻６－１０号（昭和３４年） 芸能学会／編集 芸能発行所
芸能 第２巻１－６号（昭和３５年） 芸能学会／編集 芸能発行所
芸能 第２巻７－１２号（昭和３５年） 芸能学会／編集 芸能発行所
芸能 第３巻１－６号（昭和３６年） 芸能学会／編集 芸能発行所
芸能 第３巻７－１２号（昭和３６年） 芸能学会／編集 芸能発行所
芸能 第４巻１－６号（昭和３７年） 芸能学会／編集 芸能発行所
芸能 第４巻７－１２号（昭和３７年） 芸能学会／編集 芸能発行所
芸能 第５巻１－６号（昭和３８年） 芸能学会／編集 芸能発行所
芸能 第５巻７－１２号（昭和３８年） 芸能学会／編集 芸能発行所
芸能 第６巻１－６号（昭和３９年） 芸能学会／編集 芸能発行所
芸能 第６巻７－１２号（昭和３９年） 芸能学会／編集 芸能発行所
芸能 第７巻１－６号（昭和４０年） 芸能学会／編集 芸能発行所
芸能 第７巻７－１２号（昭和４０年） 芸能学会／編集 芸能発行所
芸能 第８巻１－６号（昭和４１年） 芸能学会／編集 芸能発行所
芸能 第８巻７－１２号（昭和４１年） 芸能学会／編集 芸能発行所
芸能 第９巻１－６号（昭和４２年） 芸能学会／編集 芸能発行所
芸能 第９巻７－１２号（昭和４２年） 芸能学会／編集 芸能発行所
芸能 第１０巻１－６号（昭和４３年） 芸能学会／編集 芸能発行所
芸能 第１０巻７－１２号（昭和４３年） 芸能学会／編集 芸能発行所
芸能 第１１巻１－６号（昭和４４年） 芸能学会／編集 芸能発行所
芸能 第１１巻７－１２号（昭和４４年） 芸能学会／編集 芸能発行所
芸能 第１２巻１－６号（昭和４５年） 芸能学会／編集 芸能発行所
芸能 第１２巻７－１２号（昭和４５年） 芸能学会／編集 芸能発行所
芸能 第１３巻１－６号（昭和４６年） 芸能学会／編集 芸能発行所
芸能 第１３巻７－１２号（昭和４６年） 芸能学会／編集 芸能発行所
芸能 第１４巻１－６号（昭和４７年） 芸能学会／編集 芸能発行所
芸能 第１４巻７－１２号（昭和４７年） 芸能学会／編集 芸能発行所
芸能 第１５巻１－６号（昭和４８年） 芸能学会／編集 芸能発行所
芸能 第１５巻７－１２号（昭和４８年） 芸能学会／編集 芸能発行所
芸能 第１６巻１－６号（昭和４９年） 芸能学会／編集 芸能発行所
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芸能 第１６巻７－１２号（昭和４９年） 芸能学会／編集 芸能発行所
芸能 第１７巻１－６号（昭和５０年） 芸能学会／編集 芸能発行所
芸能 第１７巻７－１２号（昭和５０年） 芸能学会／編集 芸能発行所
芸能 第１８巻１－６号（昭和５１年） 芸能学会／編集 芸能発行所
芸能 第１８巻７－１２号（昭和５１年） 芸能学会／編集 芸能発行所
芸能 第１９巻１－６号（昭和５２年） 芸能学会／編集 芸能発行所
芸能 第１９巻７－１２号（昭和５２年） 芸能学会／編集 芸能発行所
芸能 第２０巻１－６号（昭和５３年） 芸能学会／編集 芸能発行所
芸能 第２０巻７－１２号（昭和５３年） 芸能学会／編集 芸能発行所
芸能 第２１巻１－６号（昭和５４年） 芸能学会／編集 芸能発行所
芸能 第２１巻７－１２号（昭和５４年） 芸能学会／編集 芸能発行所
芸能 第２２巻１－６号（昭和５５年） 芸能学会／編集 芸能発行所
芸能 第２２巻７－１２号（昭和５５年） 芸能学会／編集 芸能発行所
芸能 第２３巻１－６号（昭和５６年） 芸能学会／編集 芸能発行所
芸能 第２３巻７－１２号（昭和５６年） 芸能学会／編集 芸能発行所
芸能 第２４巻１－６号（昭和５７年） 芸能学会／編集 芸能発行所
芸能 第２４巻７－１２号（昭和５７年） 芸能学会／編集 芸能発行所
芸能 第２５巻１－６号（昭和５８年） 芸能学会／編集 芸能発行所
芸能 第２５巻７－１２号（昭和５８年） 芸能学会／編集 芸能発行所
芸能 第２６巻１－６号（昭和５９年） 芸能学会／編集 芸能発行所
芸能 第２６巻７－１２号（昭和５９年） 芸能学会／編集 芸能発行所
芸能 第２７巻１－６号（昭和６０年） 芸能学会／編集 芸能発行所
芸能 第２７巻７－１２号（昭和６０年） 芸能学会／編集 芸能発行所
芸能 第２８巻１－６号（昭和６１年） 芸能学会／編集 芸能発行所
芸能 第２８巻７－１２号（昭和６１年） 芸能学会／編集 芸能発行所
芸能 第２９巻１－６号（昭和６２年） 芸能学会／編集 芸能発行所
芸能 第２９巻７－１２号（昭和６２年） 芸能学会／編集 芸能発行所
芸能 第３０巻１－６号（昭和６３年） 芸能学会／編集 芸能発行所
芸能 第３０巻７－１２号　第３１巻１－２号（昭和
６３－平．元）

芸能学会／編集 芸能発行所

芸能復興 第２－１０号（昭．２８－３１） 民俗芸能の会／編輯 明善堂書店
芸能復興 第１１－１９号（昭和３１－３３年） 民俗芸能の会／編輯 明善堂書店
庚申 １４－２５（昭．３５－３６） 庚申懇話会／編集 庚申懇話会
庚申 第２６－４１号（昭和３７－４０年） 庚申懇話会／編集 庚申懇話会
庚申 第４２－５３号（昭．４１－４３） 庚申懇話会／編集 庚申懇話会
庚申 第５４－６５号（昭和４４－４７年） 庚申懇話会／編集 庚申懇話会
国立歴史民俗博物館研究年報 第３－５号（平
成６－８年度）

国立歴史民俗博物館／編集 国立歴史民俗博物館

国立歴史民俗博物館研究年報 第６－９号（平
成９－１２年度）

国立歴史民俗博物館／編集 国立歴史民俗博物館

国立歴史民俗博物館研究年報 第１０号（平成１
３年）

国立歴史民俗博物館／編集 国立歴史民俗博物館

国立歴史民俗博物館研究報告 第３－４集（昭
和５９年）

国立歴史民俗博物館／編集 国立歴史民俗博物館

国立歴史民俗博物館研究報告 第５－６集（昭
和６０年）

国立歴史民俗博物館／編集 国立歴史民俗博物館

国立歴史民俗博物館研究報告 第８－９集（昭
和６０－６１年）

国立歴史民俗博物館／編集 国立歴史民俗博物館

国立歴史民俗博物館研究報告 第１０－１１集
（昭和６１年）

国立歴史民俗博物館／編集 国立歴史民俗博物館

国立歴史民俗博物館研究報告 第１２－１３集
（昭和６２年）

国立歴史民俗博物館／編集 国立歴史民俗博物館

国立歴史民俗博物館研究報告 第１４－１５集
（昭和６２年）

国立歴史民俗博物館／編集 国立歴史民俗博物館

国立歴史民俗博物館研究報告 第１６－１７集
（昭和６３年）

国立歴史民俗博物館／編集 国立歴史民俗博物館

国立歴史民俗博物館研究報告 第１８－１９集
（昭和６３－平成元年）

国立歴史民俗博物館／編集 国立歴史民俗博物館

国立歴史民俗博物館研究報告 第２０－２１集
（平成元年）

国立歴史民俗博物館／編集 国立歴史民俗博物館
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国立歴史民俗博物館研究報告 第２４－２５集
（平成元－２年）

国立歴史民俗博物館／編集 国立歴史民俗博物館

国立歴史民俗博物館研究報告 第２６－２７集
（平成２年）

国立歴史民俗博物館／編集 国立歴史民俗博物館

新版校正中庸道春點 〔朱子／著〕 不詳
新版自賛哥注 宗祇／〔著〕 不詳
新板絵入平家物語 不詳 勝尾屋六兵衛
新百人一首 常徳院／編 萬笈堂・英平吉
新野問答書抜 新井　白石／〔著〕 －
自教鑑・砌の柳・婆心録 松平　定信／〔著〕 －
時事小言 福澤　諭吉／〔著〕 慶應義塾出版社
自琢堂文詩存稿 久保　雅友／ほか〔著〕 不詳
十種香暗部山 不詳 －
十八史略便蒙 村山　隆／注 今古堂蔵版・敦賀屋為七
殉難拾遺 馬場　文英／〔著〕 馬場文英蔵版

常山紀談 湯浅　新兵衛／編
千鍾房、宋榮堂　秋田屋太
右衛門

如亭山人詩本草 如亭山人／〔著〕 漫吟詩屋？・水原氏蔵版
神宮史料大神宮御伝記日本書紀 小野　茂吉／編 三重縣史料保存會

水月新詩
村田　梅邨／編</_251F01><_251A01>
新文詩</_251A01><_251F01>森　春涛

豊原稲夫・須原屋源助

数奇全鈔聞書 上巻之部 不詳 －
随齋詩鈔 鹽田　随齋／〔著〕 止至善塾
随斎随筆 鹽田　随齋／〔著〕 －
西山遺事 安積　覚兵衛／〔著〕 －
清少納言枕双紙 清少納言／著 －
清新詩題 詩仏／ほか編 千鐘房・青藜閣・須賀屋伊八
正本李于鱗唐詩選 李　樊龍／編 高市氏・青霞堂
勢陽五鈴遺響 安岡　親毅／〔著〕 鈴木嘉兵衛
政理新論 エミール・アコラス／著 白石時康・酒井雄三郎
世説箋本 秦　士鉉／校 美濃屋伊六
節〓遺稿（節菴遺稿） 宮原　龍／〔著〕 宮原六之助
煎茶畧説 浪速楽水居主人／〔著〕 －
箋註蒙求校本 李　瀚／編 石田萬蘊堂・河内屋和助
線路運搬法 諸戸　北郎／〔著〕 諸戸北郎・大日本山林会
線路沿道名勝案内記 北勢鉄道株式会社／編 北勢鉄道
絶句類選 東陽／編 〓古精舎版
前訓 手嶋　堵庵／〔著〕 京都弘戸書林？
宗忠簡文鈔 宗　澤／著 荏土抱月蔵・山城屋佐兵衛
蘇東坡詩鈔 〔蘇　軾／著〕 西村治右衛門
訴答文例 谷田貝　謙／〔著〕 博聞社
村越傳記 不詳 －
増注補訂文章軌範 謝　枋得／ほか編 伊丹屋善兵衛
増評八大家文讀本 沈　得潜／評点 玉巌堂・和泉屋金右衛門
増補合類大節用集 駒谷散人郁／〔著〕 村上又三郎
増補掌中以呂波韻大成 鎌田　禎／〔著〕 松村九兵衛
増補和哥作法 平安　餘裕／〔著〕 唐本屋吉左恵？・狐芳堂

増補萬葉小謡千秋樂 上田　重羽／〔著〕
觀世當流謳曲本、菊屋七郎
兵衛　皇都書林、菊屋長兵

續續詩語碎金（續々詩語碎金） 中根　容／〔著〕 不詳
大家點評揮毫青年詩文集 青木　輔清／編 青木輔清
退閑雑記 松平　定信／〔著〕 －
退閑雜記 松平　定信／〔著〕 鈴木正之助
太皷頭附謡 不詳 梅村彌右衛門
大朴遺稿 森村　大朴／〔著〕 稲香邨舎
竹廼舎歌集 東久世　通禧／〔著〕 武岡豊太
手綱染考 枩岡　行義／編 －
多度神寶鏡鈴之圖 小田切　寿江／〔著〕 不詳
多度神宮畧縁起 不詳 不詳
多度大神宮一目連大神大々御神楽畧記 宿禰　重郷／ほか〔著〕 不詳
玉あられ 本居　宣長／〔著〕 柏屋兵助
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田むら 観世　清廉／〔著〕 桧常之助
第一文字之教 福沢　諭吉／〔著〕 福沢氏版
第一文字之教 福沢　諭吉／〔著〕 福沢氏版
大日本國盡頭書郡名 岡田　輔年／〔著〕 和泉屋市兵衛
第二文字之教 福沢　諭吉／〔著〕 福沢氏版
太政官翻譯懸譯 林　正明／〔著〕 博聞社
茶式花月集 不詳 三友堂東八　美濃屋喜七
仲氏遺稿補選 思亭／写 －
中等書鑒 村田　浩蔵／ほか書 繁本良之助
町村制市制講究会筆記 不詳 不詳
千代田城大奥 永島　今四郎／著 朝野新聞社
千代の友 桑名皇学会/編 桑名皇学会
通俗英吉利単語篇 梅浦　元善／〔著〕 和泉屋半兵衛・擇善居蔵版
月瀬游記 篠崎　小竹／著 －
附合亀鑑七歌仙注解 志　鶯巣／孝訂 －
帝国商法俗解 和田　篤太郎／編 春陽堂
訂正國史畧 岩垣　彦明／編 五車樓・菱屋孫兵衛
訂正古訓古事記 本居　宣長／校 菱屋亦兵衛
鉄槌 青木　宗胡／〔著〕 不詳
てにおは秘伝抄（天尓於波秘伝抄） 百花園道好／〔著〕 －
手尓葉大概抄 藤原　定家／〔著〕 －
點々山人筆記 點々山人／〔著〕 －
天保再刻大學道春点 朱　熹／注 竹林堂
天保再刻中庸道春点 朱　熹／注 竹林堂
天保再刻孟子道春点 朱　熹／注 河内屋喜兵衛
天保再刻論語道春点 朱　熹／注 竹林堂
東京新繁昌記 服部　撫松／〔著〕 奎章閣・山城屋政吉
東湖詩鈔 藤田　東湖／〔著〕 不詳

唐詩解頤 大典禅師／〔著〕
文會堂・文榮堂・象牙屋治郎
兵衛

頭書錦繍段鈔 天隠　龍澤／編 不詳
頭書増補和歌題林抄 一条　兼良／〔著〕 北村四郎兵衛
東藻会彙 萩野　復堂／選 須原屋茂兵衛
唐宋詩語玉屑 高木　専輔／編 岡田屋茂兵衛ほか
東洋之佳人 東海　散士／〔著〕 博文堂・原田庄左衛門
南山寿詞 井村　米太郎／編 密門怪範
南嶺子遺稿 桂　秋斎／〔著〕 －
日本歌學全書 第１編 大橋　新太郎／編 博文館
日本樂府 頼　山陽／〔著〕 河内屋和助
日本文鈔 源　世昭／編 菱屋孫兵衛
日本郵船会社創立願書創立規約命令書定款 日本郵船会社創立委員／編 日本郵船会社？
年々改正雲上明覧大全 西本願寺光徳府／編 竹原好兵衛
能樂 明治４１年 池内　信嘉／〔著〕 能樂館
能樂 明治４２年 池内　信嘉／〔著〕 能樂館
能樂 明治４３年 池内　信嘉／〔著〕 能樂館
能樂装束抄 不詳 －
能樂精〓 齋藤　芳之助／〔著〕 能樂通信社
神道宗教 ２１－２６号（昭．３５－３７） 神道宗教学会／編 神道宗教学会

女性と経験 第３巻１－４号（昭．３３－３５）
〔女性民俗学研究会〕「女性
と経験」編集部

女性と経験 第２巻１－６号（昭．３２－３３）
〔女性民俗学研究会〕「女性
と経験」編集部

女性と経験 第１－６号（昭．３１－３２） 女性民俗学研究会
女性と経験 第１－７号（昭和５１－５７年） 女性民俗学研究会
女性と経験 第１２－１３号（昭和６２－６３年） 女性民俗学研究会／編 女性民俗学研究会
女性と経験 第１４－１７号（平成元－４年） 女性民俗学研究会／編 女性民俗学研究会
女性と経験 第１８－２１号（平成５－８年） 女性民俗学研究会／編 女性民俗学研究会
女性と経験 第２２－２５号（平成９－１２年） 女性民俗学研究会／編 女性民俗学研究会
女性と経験 第８－１１号（昭和５８－６１年） 女性民俗学研究会／編 女性民俗学研究会
神宮文庫叢書 第１－４号（平成元－２年） 神宮文庫
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人類学研究所通信 第１０－１１号（平成１４－１
５年）

南山大学人類学研究所

生活文化研究所年報 第９－１２輯（平成７－１１
年）

ノートルダム清心女子大学生
活文化研究所

生活文化研究所年報 第１３－１５輯（平成１２－
１４年）

ノートルダム清心女子大学生
活文化研究所

西郊民俗 第１－１５号（昭和３２－３５年） 西郊民俗談話会／編集 西郊民俗談話会
西郊民俗 第１６－３１号（昭和３６－３９年） 西郊民俗談話会／編集 西郊民俗談話会
西郊民俗 第３２－４７号（昭．４０－４３） 西郊民俗談話会／編集 西郊民俗談話会
西郊民俗 第４８－６２号（昭和４４－４７年） 西郊民俗談話会／編集 西郊民俗談話会
西郊民俗 第６３－８５号（昭和４８－５３年） 西郊民俗談話会／編集 西郊民俗談話会
西郊民俗 第８６－１０１号（昭和５４－５７年） 西郊民俗談話会／編集 西郊民俗談話会
西郊民俗 第１０２－１１７号（昭和５８－６１年） 西郊民俗談話会／編集 西郊民俗談話会
西郊民俗 １１８－１２９号（昭．６２－平．元） 西郊民俗談話会／編集 西郊民俗談話会
西郊民俗 第１３０－１４１号（平成２－４年） 西郊民俗談話会／編集 西郊民俗談話会
西郊民俗 第１４２－１５３号（平成５－７年） 西郊民俗談話会／編集 西郊民俗談話会
西郊民俗 第１５６－１６５号（平成８－１０年） 西郊民俗談話会／編集 西郊民俗談話会
西郊民俗 第１６６－１７６号（平成１１－１３年） 西郊民俗談話会／編集 西郊民俗談話会
勢陽五鈴遺響 第５－８号 〔出版社不明〕
勢陽五鈴遺響 第１－４号 〔出版社不明〕
勢陽五鈴遺響 第９－１１号 伊藤善太郎
説話文学会会報 １－２３号（昭．３７－４２） 説話文学会
草央 第１－５号（平成６－８年） 水谷英三
草央 第６－９．１５号（平成８－１１年） 水谷英三
旅と伝説 第１年６．１０号（昭．３） 三元社
旅と伝説 第２年（昭和４年） 三元社
旅と伝説 第３年（昭和５年） 三元社
旅と伝説 第４年１－２号（昭和６年） 三元社
中京大学文学部紀要 第１１巻３号第１２巻２号
（昭和５２－５３）

中京大学学術研究会

中京民俗 第１２－１４号（昭和５０－５２年） 中京大学郷土研究会
中京民俗 第１５－１６号（昭和５３－５４年） 中京大学郷土研究会
中京民俗 第１９－２０号（昭和５７－５８年） 中京大学郷土研究会
中京民俗 第２７－２８号（平成２－３年） 中京大学民俗学研究会
中京民俗 第１７－１８号（昭和５５－５６年） 中京大学郷土研究会
中京民俗 第２１－２２号（昭和５９－６０年） 中京大学郷土研究会
中京民俗 第２４．２６号（昭．６２－平．元） 中京大学民俗学研究会
中京民俗 第２９－３０号（平成４－５年） 中京大学民俗学研究会
中京民俗 第３１－３２号（平成６－７年） 中京大学民俗学研究会
土の香 第６巻４．６号　第７巻１号（昭．７） 土俗趣味社
土の香 第１０巻１－６号（昭和８年） 土俗趣味社
土の香 第１１巻１－３．５号　第１３巻２号（昭和
９年）

土俗趣味社

土の香 第８巻２．４．５号（昭．７－８） 土俗趣味社
土の香 第９巻２．４．６号（昭．８） 土俗趣味社
伝承 第１－１６号（昭和３４－４０年） 山陰民俗学会
伝承と歴史 第１－３号（昭．４０－４２） 同志社大学民俗学研究会
伝承文化 第１－４号（昭．３５－３９） 成城大学民俗学研究室／編集 成城大学民俗学研究室
伝承文化 第５－７号（昭．４１－４６） 成城大学民俗学研究室／編集 成城大学民俗学研究室
伝承文化 第８－１０号（昭．４８－５１） 成城大学民俗学研究所／編集 成城大学民俗学研究所
伝承文化研究 第１－９号（昭和３９－５８年） 関西大学民俗学会
東北民俗 第１３－２２輯（昭和５４－６３年） 東北民俗の会／編集 東北民俗の会
東北民俗 第１－１２輯（昭和４１－５３年） 東北民俗の会／編集 東北民俗の会
東北民俗資料集 第１－２号（昭．４６－４７） 岩崎　敏夫／編 万葉堂書店
東北民俗資料集 第３－４号（昭和４９－５０年） 岩崎　敏夫／編 万葉堂書店
東北民俗資料集 第５－６号（昭和５１－５２年） 岩崎　敏夫／編 万葉堂書店
東北民俗資料集 第７－８号（昭和５３－５４年） 岩崎　敏夫／編 万葉堂書店
東北民俗資料集 第９－１０号（昭和５５－５６ 岩崎　敏夫／編 万葉堂書店
徳島文理大学比較文化調査報告 第１－４号
（昭和６１－平成２年）

徳島文理大学比較文化研究所年報編
集委員会／編集

徳島文理大学比較文化研究
所年報編集委員会

土佐民俗 第１１－３１号（昭和４１－５３年） 土佐民俗学会／編集 土佐民俗学会
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土佐民俗 第３２－４３号（昭．５４－５９） 土佐民俗学会／編集 土佐民俗学会
土佐民俗 第４４－５５号（昭．６０－平．２） 土佐民俗学会／編集 土佐民俗学会
土佐民俗 第５７－７８号（平．３－１３） 土佐民俗学会／編集 土佐民俗学会
土佐民俗 第１－３号（昭．３６－３８） 土佐民俗学会／編集 土佐民俗学会

流れ谷 総集号（昭和５６年）
流れ谷同志会流れ谷同志会
編集部

流れ谷 第１４－１７号（昭和５８－平成２年） 流れ谷同志会編集部
名古屋市博物館だより ３－４６号（昭．５３－６ 名古屋市博物館／編集 名古屋市博物館
名古屋市博物館だより ６５－９７（昭．６３－平． 名古屋市博物館／編集 名古屋市博物館
名古屋民俗 第２－３４号（昭．４７－６０） 名古屋民俗研究会／編集 名古屋民俗研究会
名古屋民俗 第３５－５３号（昭．６１－平．１２） 名古屋民俗研究会
奈良県立民俗博物館研究紀要 １９（平．１４） 奈良県立民俗博物館
南島 第１－３輯（昭和５１－５２年） 宮古民族文化研究所
新潟県立歴史博物館研究紀要 第１－３号（平．
１２－１４）

新潟県立歴史博物館／編集 新潟県立歴史博物館

日本の美術 第１－４号（昭和４１年） 東京国立博物館／監修 至文堂
日本の美術 第５－８号（昭和４１年） 東京国立博物館／監修 至文堂
日本の美術 第１０－１２号（昭和４２年） 東京国立博物館／監修 至文堂
日本の美術 第１３－１６号（昭和４２年） 東京国立博物館／監修 至文堂
日本の美術 第１７－２０号（昭和４２年） 東京国立博物館／監修 至文堂
日本の美術 第２１－２７号（昭和４３年） 東京国立博物館／監修 至文堂
日本の美術 第２８－３２号（昭和４３年） 東京国立博物館／監修 至文堂
日本の美術 第３３－３５号（昭和４４年） 東京国立博物館／監修 至文堂
日本の美術 第３６－３８号（昭和４４年） 東京国立博物館／監修 至文堂
日本の美術 第４０－４３号（昭和４４年） 東京国立博物館／監修 至文堂
日本の美術 第４４－４６号（昭和４５年） 東京国立博物館／監修 至文堂
日本の美術 第４８－５１号（昭和４５年） 文化庁／〔ほか〕監修 至文堂
日本の美術 第５３－５５号（昭和４５年） 文化庁／〔ほか〕監修 至文堂
日本の美術 第５６－５９号（昭和４６年） 文化庁／〔ほか〕監修 至文堂
日本の美術 第６０－６２号（昭和４６年） 文化庁／〔ほか〕監修 至文堂
日本の美術 第６４－６７号（昭和４６年） 文化庁／〔ほか〕監修 至文堂
日本の美術 第６８－７１号（昭和４７年） 文化庁／〔ほか〕監修 至文堂
日本の美術 第７２－７５号（昭和４７年） 文化庁／〔ほか〕監修 至文堂
日本の美術 第７６－７９号（昭和４７年） 文化庁／〔ほか〕監修 至文堂
日本の美術 第８０－８３号（昭和４８年） 文化庁／〔ほか〕監修 至文堂
日本の美術 第８８－９１号（昭和４８年） 文化庁／〔ほか〕監修 至文堂
伊勢国桑名員弁地方郷土資料解説 [近藤　杢／著] 北勢史談会郷土資料刊行部
伊勢国の歴史 皇学館大学／編 皇学館大学出版部

海蔵小誌
四日市市立海蔵小学校海蔵小誌編輯
委員会／編

四日市市立海蔵小学校

解読桑名日記 『桑名日記』輪読会／編集 中日出版社
神戸平原地方郷土史 前編 伊藤　清太郎／編纂 河曲同窓会
神戸平原地方郷土史 後編 伊藤　清太郎／編纂 河曲同窓会
国崎神戸誌 国崎漁業協同組合
桑名藩御領分郷村案内帳 [柳本　七左ヱ門／著] 北勢史談会郷土資料刊行部
桑名歴史散歩 西羽　晃／著 愛郷刊
黒田庄誌 富森　盛一／著 赤目出版会
私本志摩軍記 阿児　青児／編 志摩郷土会
志摩鳥羽の茶話 中田　政吉／著 中田郷土研究所
下之川の今昔 向田　育郎／著 三重県一志郡美杉村下之川
鈴鹿関町史 上巻 関町教育委員会／編集 関町役場
多気町史 通史 多気町史編纂委員会／編纂 多気町
注考桑名日記柏崎日記民俗抄 堀田　吉雄／編著 伊勢民俗学会
津とその周辺 三重郷土会／編 三重県良書出版会
波切騒動始末 岡　賢／著 中央印刷
白山町今昔噺 色井　秀譲／著 白山町教育委員会
波座湖 迫子記念誌刊行委員会／編 迫子財産区
わしらの時代 七里　亀之助／著 三重タイムズ
松阪近代略史 山田　勘蔵／著 夕刊三重新聞社
松阪の歴史 大西　源一／著 夕刊三重新聞社
美杉秘帖 藤田　貞郎／編 三重旬報社
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三重県 小玉　道明／ほか編集 講談社
三重県ポケット郷土史 朝日新聞社／著 三重出版商事
三重の中世城館 三重県教育委員会／編集 三重県教育委員会
八木戸庄屋文書 明和町教育委員会／編集 明和町教育委員会
輪ノ内の昔 上 橋本　鉄男／著 北船木史稿刊行会
輪ノ内の昔 下 橋本　鉄男／著 北船木史稿刊行会
洛西花園小史 西田　直二郎／編 積善館
奈良市史 民俗編 奈良市史編集審議会／編集 奈良市
郷土史事典 和歌山県 小山　豊／編 昌平社
熊野の史料と異聞 浜畑　栄造／編 浜畑栄造
日原町史 上巻 沖本　常吉／編纂 日原町教育委員会
日原町史 下巻 沖本　常吉／編纂 日原町教育委員会
岡山県史 第15巻 岡山県史編纂委員会／編纂 岡山県
岡山県史 第１６巻 岡山県史編纂委員会／編纂 岡山県
建部町史 民俗編 建部町／編集 建部町
備中町史 民俗編 備中町史編集委員会／編集 備中町史刊行委員会
長門市史 民俗編 長門市史編集委員会／編 長門市
由岐町史 上巻 由岐町史編纂委員会／編 由岐町教育委員会
新編志度町史 上巻 志度町史編さん委員会／編集 香川県大川郡志度町
新編志度町史 下巻 志度町史編さん委員会／編集 香川県大川郡志度町
長尾町史 上巻 長尾町史編集委員会／編集 長尾町
長尾町史 下巻 長尾町史編集委員会／編集 長尾町
高知県史 民俗編 高知県／編集 高知県
奄美文化誌 長沢　和俊／編 西日本新聞社
喜界島古今物語 三井　喜禎／著 三井喜禎
大奄美史 昇　曙夢／著 原書房
南島先史時代の研究 国分　直一／著 慶友社
伊波普猷全集 第1巻 伊波　普猷／著 平凡社
伊波普猷全集 第3巻 伊波　普猷／著 平凡社
伊波普猷全集 第4巻 伊波　普猷／著 平凡社
伊波普猷全集 第5巻 伊波　普猷／著 平凡社
伊波普猷全集 第6巻 伊波　普猷／著 平凡社
伊波普猷全集 第7巻 伊波　普猷／著 平凡社
伊波普猷全集 第8巻 伊波　普猷／著 平凡社
伊波普猷全集 第9巻 伊波　普猷／著 平凡社
伊波普猷全集 第10巻 伊波　普猷／著 平凡社
伊波普猷全集 第11巻 伊波　普猷／著 平凡社
沖縄 谷川　健一／著 三一書房
沖縄1千年史 真境名　安興／著 琉球史料研究会
沖縄今昔 東恩納　寛惇／著 南方同胞援護会
沖縄久米島 [本篇] 沖縄久米島調査委員会／編 弘文堂
沖縄史を考える 新里　恵二／著 勁草書房
沖縄自身との対話・徳田球一伝 牧港　篤三／著 沖縄タイムス社
沖縄戦後史 中野　好夫／著 岩波書店
沖縄の古代文化 大林　太良／[ほか]編 小学館
沖縄物語 古波蔵　保好／著 新潮社
沖縄離島 永積　安明／著 朝日新聞社
海東小国記 崎間　敏勝／著 星印刷出版部
球陽 [鄭　秉哲／ほか編] 三一書房
金城朝永全集 上巻 金城　朝永／著 沖縄タイムス社
金城朝永全集 下巻 金城　朝永／著 沖縄タイムス社
国頭村史 国頭村役所／編集 国頭村役所
慶良間戦記 儀同　保／著 叢文社
古琉球 伊波　普猷／[著]訳 青磁社
座間味村史 上巻 座間味村史編集委員会／編集 座間味村役場
座間味村史 中巻 座間味村史編集委員会／編集 座間味村役場
座間味村史 下巻 座間味村史編集委員会／編集 座間味村役場
新稿沖縄の歴史 比嘉　春潮／著 三一書房
新八重山歴史 牧野　清／著 牧野清
鉄の暴風 沖縄タイムス社／編 沖縄タイムス社
東汀随筆 喜舎場　朝賢／著 至言社
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南島志 新井　白石／[著] 榕樹社
南島の古代文化 国分　直一／編 毎日新聞社
女護ケ島 前花　哲雄／著 琉球文教図書
宮古島庶民史 稲村　賢敷／[著] 三一書房
むかし沖縄 琉球新報社／編 琉球新報社
八重山の人頭税 大浜　信賢／著 三一書房
八重山歴史 喜舎場　永珣／著 国書刊行会
琉球王国の構造 高良　倉吉／著 吉川弘文館
琉球見聞録 喜舎場　朝賢／著 東汀遺著刊行会
琉球使者の江戸上り 宮城　栄昌／著 第一書房
琉球史辞典 中山　盛茂／編 琉球文教図書
琉球史料叢書 第1巻 伊波　普猷／[ほか]編纂 東京美術
琉球史料叢書 第2巻 伊波　普猷／[ほか]編纂 東京美術
琉球史料叢書 第3巻 伊波　普猷／[ほか]編纂 東京美術
琉球史料叢書 第4巻 伊波　普猷／[ほか]編纂 東京美術
琉球史料叢書 第5巻 伊波　普猷／[ほか]編纂 東京美術
琉球・清国交易史 宮田　俊彦／著 第一書房
琉球の歴史 東恩納　寛惇／著 至文堂
琉球歴史・文化史総合年表 又吉　真三／編著 琉球文化社
琉球歴史夜話 源　武雄／著 沖縄文教出版
新編 東洋史辞典 京大東洋史辞典編纂会／編 東京創元社
東洋学の系譜 江上　波夫／編 大修館書店
東洋学の系譜 第2集 江上　波夫／編著 大修館書店
江上波夫教授古稀記念論集 民族・文化篇 江上波夫教授古稀記念事業会／編 山川出版社
アリラン峠の旅人たち 安　宇植／編訳 平凡社
アリラン峠の旅人たち 続 安　宇植／編訳 平凡社
朝鮮を知る事典 平凡社
朝鮮考古学研究 藤田　亮策／著 高桐書院
安永郷土史 星野　克次／著 〔星野克次〕
三国遺事 [一然／著] 国書刊行会
三国史記 1 金　富軾／[著] 平凡社
三国史記 3 金　富軾／[著] 平凡社
懲毖録 柳　成竜／[著] 平凡社
済州島 韓　東亀／編著 国書刊行会
黄河の水 鳥山　喜一／著 刀江書院
中国史概説 上巻 和田　清／著 岩波書店
中国史概説 下巻 和田　清／著 岩波書店
黄土地帯 アンダーソン／著 座右宝刊行会
中国皇帝陵の起源と変遷 楊　寛／著 学生社
長安の春 石田　幹之助／著 平凡社
台湾 王　育徳／著 弘文堂
台湾蕃政志 伊能　嘉矩／著 古亭書屋

台湾史料綱文 上巻
中京大学社会科学研究所台湾史料研
究会／校訂

中京大学社会科学研究所

印度藩王国 ウイリアム・バートン／著 中川書房
新編 西洋史辞典 京大西洋史辞典編纂会／編 東京創元社
西洋史提要 村川　堅太郎／著 秀英出版
ファロスの王国 1 エヴァ・C・クールズ／[著] 岩波書店
ファロスの王国 2 エヴァ・C・クールズ／[著] 岩波書店
パリ物語 宝木　範義／著 新潮社
永久の都羅馬 大類　伸／著 雄山閣
近世畸人伝 伴　蒿蹊／[著] 平凡社
会釈の人々 川野　友喜／著 中部東欧友の会
明治の名古屋人 名古屋市教育委員会
県民功労者表彰事績概要 第2回 三重県
支那閨房秘史 渋川　玄耳／著 香蘭社(発売)
日本の人名 渡辺　三男／著 毎日新聞社
琉球人名考 東恩納　寛惇／著 郷土研究社
伊予河野盛衰物語 玉井　豊／著 愛農刊行会
伊勢国司記略 [斎藤　徳蔵／著] 三重県郷土資料刊行会
原郷播磨での足跡 松岡　房夫／著 藤書房
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古代オリエント史と私 三笠宮　崇仁／著 学生社
稲葉三右衛門 高橋　俊人／著 日本出版社
伊波普猷 外間　守善／編 平凡社
大世積綾舟(ウプユツンアヤブニ) 山内　玄三郎／著 言叢社
沖縄の歳月 比嘉　春潮／著 中央公論社
賀川豊彦西田天香倉田百三と其信仰 遠島　欽二／著 庚申堂書店
学界偉人南方熊楠 中山　太郎／著 富山房
北の国の誇り高き人びと 横山　孝雄／著 かのう書房
近代神仙譚 佐藤　春夫／著 乾元社
桑名の月星 千葉　胤一／共著 千葉胤一
故郷七十年 柳田　国男／著 のじぎく文庫
小林存伝 川崎　久一／著 野島出版
松陰読本 萩市教育委員会／編集 山口県教育会
菅江真澄 柳田　国男／著 創元社
菅江真澄のふるさと 内田　武志／編 内田武志
父との散歩 堀　三千／著 人文書院
父南方熊楠を語る 南方　文枝／著 日本エディタースクール出版
辻の華 上原　栄子／著 時事通信社
私の思い出80年 山田　さい／著 山田さい
評伝柳田国男 牧田　茂／編 日本書籍
復軒旅日記 大槻　文彦／著 富山房
南方熊楠書簡抄 南方　熊楠／[著] 吉川弘文館
南方熊楠とその時代 和歌山市立博物館／編集 和歌山市教育委員会
民俗学の旅 宮本　常一／著 文芸春秋
柳田国男 牧田　茂／著 中央公論社
柳田国男 [正] 岩本　由輝／著 柏書房
柳田国男回想 臼井　吉見／編 筑摩書房
柳田国男写真集 大藤　時彦／編 岩崎美術社
柳田国男と飯田 後藤　総一郎／編集 市立飯田図書館
柳田国男の青春 岡谷　公二／著 筑摩書房
柳田国男の光と影 山田　野理夫／著 農山漁村文化協会
山中共古ノート 第1集 広瀬　千香／著 青灯社
山中共古ノート 第2集 広瀬　千香／著 青灯社
山中共古ノート 第3集 広瀬　千香／著 青灯社
やんばる女一代記 宮里　悦／著 沖縄タイムス社
淀君 桑田　忠親／著 吉川弘文館
天の蛇 加藤　九祚／[著] 河出書房新社
風水気の景観地理学 渡辺　欣雄／著 人文書院
郷土研究講座 6 角川書店
まつりの道 田中　義広／著 まつり同好会
日本の封建都市 豊田　武／著 岩波書店
日本歴史地名大系 23 平凡社
角川日本地名大辞典 2 「角川日本地名大辞典」編纂委員会／ 角川書店
角川日本地名大辞典 3 「角川日本地名大辞典」編纂委員会／ 角川書店
角川日本地名大辞典 4 「角川日本地名大辞典」編纂委員会／ 角川書店
角川日本地名大辞典 11 「角川日本地名大辞典」編纂委員会／ 角川書店
角川日本地名大辞典 16 「角川日本地名大辞典」編纂委員会／ 角川書店
角川日本地名大辞典 25 「角川日本地名大辞典」編纂委員会／ 角川書店
角川日本地名大辞典 26-[1] 「角川日本地名大辞典」編纂委員会／ 角川書店
地名の話その他 柳田　国男／著 岡書院
大日本地誌大系 1 雄山閣
大日本地誌大系 2 雄山閣
大日本地誌大系 3 雄山閣
大日本地誌大系 4 雄山閣
大日本地誌大系 5 雄山閣
大日本地誌大系 6 雄山閣
大日本地誌大系 6 雄山閣
大日本地誌大系 7 雄山閣
大日本地誌大系 8 雄山閣
大日本地誌大系 9 雄山閣
大日本地誌大系 10 雄山閣
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大日本地誌大系 11 雄山閣
大日本地誌大系 12 雄山閣
大日本地誌大系 13 雄山閣
大日本地誌大系 14 雄山閣
大日本地誌大系 15 雄山閣
大日本地誌大系 16 雄山閣
大日本地誌大系 17 雄山閣
大日本地誌大系 18 雄山閣
大日本地誌大系 19 雄山閣
大日本地誌大系 20 雄山閣
大日本地誌大系 21 蘆田　伊人／編輯 雄山閣
大日本地誌大系 22 雄山閣
大日本地誌大系 23 雄山閣
大日本地誌大系 25 雄山閣
大日本地誌大系 26 雄山閣
大日本地誌大系 27 雄山閣
大日本地誌大系 28 雄山閣
大日本地誌大系 29 雄山閣
大日本地誌大系 30 雄山閣
大日本地誌大系 31 雄山閣
日本文化風土記 第1巻 和歌森　太郎／[ほか]編集 河出書房
日本文化風土記 第2巻 和歌森　太郎／[ほか]編集 河出書房
日本文化風土記 第3巻 和歌森　太郎／[ほか]編集 河出書房
日本文化風土記 第4巻 和歌森　太郎／[ほか]編集 河出書房
日本文化風土記 第5巻 和歌森　太郎／[ほか]編集 河出書房
日本文化風土記 第6巻 和歌森　太郎／[ほか]編集 河出書房
日本文化風土記 第7巻 和歌森　太郎／[ほか]編集 河出書房
山麓滞在 岩科　小一郎／著 体育評論社
新編日本の旅 15 座右宝刊行会／編集 小学館
全国の温泉案内 全国名所案内社／編纂 岡村書店
日本図会全集 第5回 日本随筆大成刊行会
日本図会全集 2期第4巻 日本随筆大成刊行会
日本探検 梅棹　忠夫／著 中央公論社
日本の旅路 7 千趣会
日本の離島 宮本　常一／著 未来社
私の日本地図 1 宮本　常一／著 同友館
私の日本地図 8 宮本　常一／著 同友館
僻地の旅 宮本　常一／編 修道社
モンタヌス日本誌 モンタヌス／[著] 丙午出版社
アイヌ勘定 宇佐美　省吾／著 青蛙房
蝦夷日誌 上 松浦　武四郎／著 時事通信社
蝦夷日誌 下 松浦　武四郎／著 時事通信社
北海道風物誌 楡金　幸三／編 楡書房
東北の村々 山口　弥一郎／著 恒春閣書房
市勢画報とおの 市勢画報企画委員会／編集 岩手県遠野市役所
羽後飛島図誌 早川　孝太郎／著 郷土研究社
尾瀬と檜枝岐 川崎　隆章／編著 那珂書店
金兼藁 鈴木棠三
暮しのあしあと 西川　勉／著 柏崎週報社
佐渡風物誌 浜口　一夫／著 未来社
中魚沼の物語 小林　存／著 中魚沼の物語刊行会
能登半島 毎日新聞社／編 毎日新聞社
能登名跡志 [太田　頼資／著] 石川県図書館協会
晴雨日記調 [杉本　万介／著] [沢田四郎作]
東海風土記 中村　栄孝／著 吉川弘文館
三河路に消えた「いざ鎌倉」の古道 浅野　浩一／著 [浅野浩一]
伊那名勝志 北原　痴山／著 山村書院
東筑摩郡誌 別篇第2 信濃教育会東筑摩部会／編 六人社
飛? 富田　【トシ】彦／著 直井佐兵衛
奥三河の文化と伝説 佐々木　仙治郎／共著 松屋書店(発売)
尾張名所図会 上巻 [岡田　啓／撰] 愛知県郷土資料刊行会
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尾張名所図会 中巻 [岡田　啓／撰] 愛知県郷土資料刊行会
尾張名所図会 下巻 [岡田　啓／撰] 愛知県郷土資料刊行会
三州足助 足助町観光協会
地域研究を拓く 愛知大学綜合郷土研究所／編 岩田書院
名古屋史蹟名勝紀要 名古屋市史蹟名勝調査保存委員会／ 名古屋市役所弘報室
参河志 上 渡辺　政香／著 歴史図書社
参河志 下 渡辺　政香／著 歴史図書社
南知多町誌 町誌編集委員会／編集 南知多町
赤目滝今昔 寺田　貢／著 赤目滝郷土史研究会
伊勢ゆのやま 福山　順一／著 同朋舎
観瀑図誌遊香落澗記 鎌田　政挙／著 桂華書屋
郷土史的矢のあゆみ 木下　善寿／編著 的矢のあゆみ刊行会
桑名志 第１巻 〔片山　恒斎／編〕 北勢史談会郷土資料刊行部
桑名志 第２巻 〔片山　恒斎／編〕 北勢史談会郷土資料刊行部
桑名志 第３巻 〔片山　恒斎／編〕 北勢史談会郷土資料刊行部
桑名志 第４巻 〔片山　恒斎／編〕 北勢史談会郷土資料刊行部
桑名志 第５巻 〔片山　恒斎／編〕 北勢史談会郷土資料刊行部
桑名志 第６巻 〔片山　恒斎／編〕 北勢史談会郷土資料刊行部
桑名賦 [萱生　由章／著] 北勢史談会郷土資料刊行部
久波奈名所図会 上巻 義道／著 光書房
久波奈名所図会 中巻 義道／著 光書房
久波奈名所図会 上－中－下巻 義道／著 光書房

漕代郷土誌 [薗部　実蔵／著]
松阪市漕代地区社会教育推
進委員会

校本松坂権輿雑集 天 [久世　兼由／著] 三重県史談会
校本松坂権輿雑集 地 [久世　兼由／著] 三重県史談会
志摩の地名の話 中村　精弍／著 伊勢志摩国立公園協会
新編伊賀地誌 中野　銀郎／著 東方文化会
新松阪風土記 夕刊三重新聞社／編 夕刊三重新聞社
勢桑見聞略志 第1巻 [山本　七太夫／著] 北勢史談会郷土資料刊行部
勢桑見聞略志 第2巻 [山本　七太夫／著] 北勢史談会郷土資料刊行部
勢桑見聞略志 第3巻 [山本　七太夫／著] 北勢史談会郷土資料刊行部
桑府名勝志 巻之1 [義道／編] 北勢史談会古書刊行部
桑府名勝志 巻2 [義道／編] 北勢史談会古書刊行部
桑府名勝志 巻4 [義道／編] 北勢史談会古書刊行部

桑府名勝志 巻5 [義道／編]
北勢史談会郷土資料古書刊
行部

桑府名勝志 巻6 [義道／編] 北勢史談会郷土資料刊行部
秘蔵の国 福永　正三／著 地人書房
古谷草紙 上巻 [古谷　久語／著] 北勢史談会郷土資料刊行部
古谷草紙 下巻 [古谷　久語／著] 北勢史談会郷土資料刊行部
絵本名物桑名時雨蛤 松本　包高／著 鎮国守国神社奉賛会
北勢古志 上巻 [黒沢　翁満／著] 北勢史談会郷土資料刊行部
北勢古志 中下巻 [黒沢　翁満／著] 北勢史談会郷土資料刊行部
松阪史跡探訪 中村　憲一／遺作 中村憲一顕彰委員会
松阪宝暦ばなし 森　壺仙／著 三重県郷土資料刊行会
山田惣絵図 伊勢古地図研究会／編集 伊勢文化会議所
校定頭註近江輿地志略 寒川　辰清／編 歴史図書社
笠置山の景勝と史跡 岡本　和重／著 笠置歴史研究会
北桑田郡誌 近代篇 北桑田郡社会教育協会
京都の記録 別巻 時事通信社
都名所図会 上巻 秋里　舜福／著 松風閣
都名所図会 下巻 秋里　舜福／著 松風閣
岸和田市小字地名集 出口　神暁／編集 和泉文化研究会
十津川 十津川村教育委員会／編 十津川村教育委員会
遊歩 Vol.1 編集工房あゆみ
歴史と大和の風物 池田　源太／著 友山文庫
紀伊続風土記 第1輯 臨川書店
紀伊続風土記 第2輯 臨川書店
紀伊続風土記 第3輯 臨川書店
紀伊続風土記 第4輯 臨川書店
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紀伊続風土記 第5輯 臨川書店
紀州 鉄道省
熊野詣 五来　重／文 淡交新社
熊野よいとこ 浜畑　栄造／著・編集 浜畑栄造
なつかしい松江 園山　亀蔵／編集 松江観光協会
瀬戸内海 上巻 中国新聞社
瀬戸内海島嶼巡訪日記 アチツクミユーゼアム／編 アチツクミユーゼアム
ふるさと長尾 第12号(1988年度) 長尾町文化財保護協会
クマソの国 宗　弘容／写真 角川書店
奄美 九学会連合奄美調査委員会／編 弘文堂

奄美の島々
九学会連合奄美大島共同調査委員会
／編

毎日新聞社

タネガシマ風物誌 下野　敏見／著 未来社
吐火羅国 稲垣　尚友／著 八重岳書房
美女とネズミと神々の島 秋吉　茂／著 河出書房新社
王堂チェンバレン チェンバレン／[著] 琉球文化社
沖縄 九学会連合沖縄調査委員会／編 弘文堂
沖縄 実業之日本社
沖縄・聞き書きの旅 下嶋　哲朗／著 刊々堂出版社
沖縄県国頭郡志 国頭郡教育部会／編集 沖縄出版会
沖縄先島の世界 渡辺　良正／写真 木耳社
沖縄八重山 滝口　宏／編 校倉書房
恩納村誌 仲松　弥秀／執筆・編集 恩納村役場
川平村の歴史 川平村の歴史編纂委員会／編集 川平公民館
原始の島 戸川　幸夫／著 新潮社
Coralway 50(1993年新北風号) 日本トランスオーシャン航空
新南島風土記 新川　明／[著] 大和書房
叢書わが沖縄 別巻 [谷川　健一／編] 木耳社
叢書わが沖縄 第1巻 谷川　健一／編 木耳社
叢書わが沖縄 第2巻 谷川　健一／編 木耳社
叢書わが沖縄 第3巻 谷川　健一／編 木耳社
叢書わが沖縄 第4巻 谷川　健一／編 木耳社
叢書わが沖縄 第5巻 谷川　健一／編 木耳社
叢書わが沖縄 第6巻 谷川　健一／編 木耳社
竹富島誌 山城　善三／編集 八重山郡竹富町字竹富公民
中山伝信録 徐　葆光／著 言叢社
渡嘉敷村史 資料編 渡嘉敷村史編集委員会／編集 渡嘉敷村役場
登野城村の歴史と民俗 牧野　清／著 牧野清
南島風土記 東恩納　寛惇／著 沖縄郷土文化研究会
宮古諸島学術調査研究報告 地理・民俗編 琉球大学沖縄文化研究所／編 琉球大学沖縄文化研究所
宮古島旧記並史歌集解 稲村　賢敷／著 至言社
八重山の社会と文化 宮良　高弘／編 木耳社
与那国 吉川　博也／著 三省堂
琉球の研究 加藤　三吾／著 未来社
琉球の文化 創刊号 琉球文化社
黎明期の粟国 伊佐　三郎／著 球陽堂書房
朝鮮幽囚記 ヘンドリック・ハメル／著 平凡社
観光済州 毎日観光文化社
済州島の地名考 金　奉鉉／著 国書刊行会
魅惑のシルクロード 長沢　和俊／[ほか]著 講談社
チベット 上 アラン・ウィニントン／著 岩波書店
チベット 上 山口　瑞鳳／著 東京大学出版会
チベット 下 山口　瑞鳳／著 東京大学出版会
インドの人々 柳沢　正／著 彩流社
ラダック密教の旅 滝　雄一／[写真] 佼成出版社
鳥葬の国 川喜田　二郎／著 光文社
ぽるとがる游記 角幡　春雄／著 新潮社
棄民列島 稲垣　尚友／著 未来社
うるまの国(沖縄) 慶応義塾大学沖縄親善訪問団／編 小川書店
沖縄報告 朝日新聞社／編 朝日新聞社
印度の民俗と生活 岡崎　文規／著 千倉書房
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聖と俗のインド 山折　哲雄／著 有学書林
現代思想 Vol.3-4 青土社
現代のエスプリ 57 至文堂
天皇制の成立 肥後　和男／著 河出書房
じょやく物語 浅井　?一／著 中日新聞本社
済州島流人伝 金　奉鉉／著 国書刊行会
民間伝承と家族法 橋浦　泰雄／著 日本評論社
同盟及聯合国ト独逸国トノ平和条約並議定書 朝陽会
アジア移民のエスニシティと宗教 吉原　和男／編 風響社
オンドルと畳 金　両基／著 大和書房
韓国人の心 イー　オリョン／著 学生社
結衆の原点 桜井　徳太郎／著 弘文堂
都市と農村 柳田　国男／著 朝日新聞社
琉球共産村落の研究 田村　浩／著 沖縄風土記社
日本の特殊部落 前編 菊池　山哉／著 東京史談会
日本の特殊部落 後編 菊池　山哉／著 東京史談会
三重県水平社労農運動史 大山　峻峰／著 三一書房
女人政治考 佐喜真　興英／著 岡書院
母権 ヴィルヘルム・シュミット／著 平凡社
日本母権制社会の成立 洞　富雄／著 淡路書房
カーストの民 J・A・デュボア／[著] 平凡社
新しい日のために 新生活運動協会
イヴ引力 赤塚　行雄／著 人文書院
日本女性史 宮城　栄昌／編著 吉川弘文館
日本中世の女性 田端　泰子／著 吉川弘文館
イナグヤ ナナバチ 堀場　清子／著 ドメス出版
沖縄女性史 宮城　栄昌／著 沖縄タイムス出版部
花嫁を焼かないで 謝　秀麗／著 明石書店
性 石川　弘義／著 弘文堂
世界の性革命紀行 上前　淳一郎／著 講談社
セックスとギャンブル 堀　秀彦／著 人間と歴史社
老年期の性 大工原　秀子／著 ミネルヴァ書房
津浪と村 山口　弥一郎／著 恒春閣書房
立教百年誌 立教百年誌編集委員会／編集 立教開校百年記念会
風俗研究 97 風俗研究所
風俗研究 98 風俗研究所
一寸法師 石田　英一郎／著 弘文堂
イモと日本人 坪井　洋文／著 未来社
牛尾三千夫著作集 1 牛尾　三千夫／著 名著出版
折口学への招待 高崎　正秀／著 南雲堂桜風社
黒潮の民俗学 谷川　健一／[著] 筑摩書房
島の人生 柳田　国男／著 創元社
史料としての伝説 柳田　国男／著 村山書店
新国学談 第1冊 柳田　国男／著 小山書店
新国学談 第2冊 柳田　国男／著 小山書店
新国学談 第3冊 柳田　国男／著 小山書店
神道と民俗学 柳田　国男／著 明世堂書店
生態民俗学序説 野本　寛一／著 白水社
地域と伝承 千葉　徳爾／著 大明堂
伝承と創造 井之口　章次／[著] 弘文堂
ドイツ民俗学入門 W・ディーナー／著 弘文堂
日本民俗学 和歌森　太郎／著 弘文堂
日本民俗學研究 柳田　國男／編 岩波書店
日本民俗學入門 柳田　國男／著 改造社
軒端の民俗学 野本　寛一／著 白水社
ぼくらの民俗学 和歌森　太郎／著 東京堂
民間伝承論 柳田　国男／著 共立社
民俗学概説 ペー・サンティーヴ／著 創元社
民俗学概論 バーン／編著 岡書院
民俗学手帖 古今書院
民俗学という不幸 大月　隆寛／著 青弓社
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民俗学入門 ヴァルター・ディーナー／[著] 弘文堂
民俗学入門 後藤　興善／著 火星社
民俗学への道 宮本　常一／著 岩崎書店
民俗学問答 橋浦　泰雄／著 新評論社
民俗と地域形成 千葉　徳爾／著 風間書房
柳田国男 後藤　総一郎／編 三一書房
柳田国男研究 神島　二郎／編 筑摩書房
柳田国男研究 第8号 季刊柳田国男研究編集委員会／編集 白鯨社
柳田国男随行記 今野　円助／著 秋山書店
柳田国男生誕百年記念国際シンポジウム・民
俗調査報告書

柳田国男生誕百年記念会／編 柳田国男生誕百年記念会

柳田国男 その原郷 宮崎　修二朗／著 朝日新聞社
柳田国男の思想 中村　哲／著 法政大学出版局
柳田国男論序説 後藤　総一郎／著 伝統と現代社
柳田民俗学と天皇制 岩本　由輝／著 吉川弘文館
霊魂観の系譜 桜井　徳太郎／[著] 筑摩書房
歴史と民俗 中山　太郎／著 三笠書房
歴史と民俗学 和歌森　太郎／著 実業之日本社
日本民俗学辞典 中山　太郎／編 梧桐書院
日本民俗学辞典 補遺 中山　太郎／編 梧桐書院
日本民俗語大辞典 石上　堅／著 桜楓社
日本民俗事典 大塚民俗学会／編 弘文堂
民俗学辞典 民俗学研究所／編 東京堂
異界が覗く市街図 小松　和彦／[ほか]著 青弓社
石 池上　隆祐／編 木耳社
妹の力 柳田　国男／著 創元社
海上の道 柳田　国男／著 筑摩書房
神津の花正月 大間知　篤三／著 六人社
孤猿随筆 柳田　国男／著 創元社
沢田四郎作博士記念文集 奥村　隆彦／編集 沢田四郎作先生を偲ぶ会
伝承の相貌 桜井　徳太郎／著 吉川弘文館
東北犬歩当棒録 渋沢　敬三／著 産業経済新聞社
都市民俗論の課題 宮田　登／著 未来社
虹の話 安間　清／[著] おりじん書房
日本民俗学の課題 日本民俗学会／編 弘文堂
日本民俗学の研究 大藤　時彦／著 学生社
蛇の宇宙誌 小島　瓔礼／編著 東京美術
堀田吉雄論攷集 堀田　吉雄／著 光出版印刷（印刷）
又鬼と山窩 後藤　興善／著 書物展望社
南方随筆 南方　熊楠／著 沖積舎
民俗学新講 民俗学研究所／編 明世堂書店
民俗学について 柳田　国男／著 筑摩書房

民俗学の視座
堀田吉雄先生カジマヤー記念論文集
編集委員会／編集

伊勢民俗学会

民俗学の進展と課題 竹田　旦／編 国書刊行会
民俗学の窓 平山　敏治郎／著 学生社
民俗採訪 橋浦　泰雄／著 六人社
山でのことを忘れたか 沢田　四郎作／著 沢田四郎作
ドルメン 6 ヴィジュアルフォークロア
フオクロア 1 民俗の思想を考える会／編集 ジャパン・パブリッシャーズ
フオクロア 2 民俗の思想を考える会／編集 ジャパン・パブリッシャーズ
フオクロア 3 民俗の思想を考える会／編集 ジャパン・パブリッシャーズ
フオクロア 4 民俗の思想を考える会／編集 ジャパン・パブリッシャーズ
ふぉくろあの眼 第1号(1986 秋) 堺屋図書
民俗学研究 第1輯 民俗学研究所／編輯 日本民俗学会
民俗学研究 第2輯 民俗学研究所／編輯 日本民俗学会
民俗学研究 第3輯 民俗学研究所／編輯 日本民俗学会
郷土生活の研究法 柳田　国男／著 刀江書院
桜井徳太郎著作集 7 桜井　徳太郎／著 吉川弘文館
高取正男著作集 1 高取　正男／著 法蔵館
高取正男著作集 2 高取　正男／著 法蔵館
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高取正男著作集 3 高取　正男／著 法蔵館
高取正男著作集 4 高取　正男／著 法蔵館
高取正男著作集 5 高取　正男／著 法蔵館
定本 柳田国男集 別巻 第1 柳田　国男／著 筑摩書房
定本 柳田国男集 別巻 第2 柳田　国男／著 筑摩書房
定本 柳田国男集 別巻 第3 柳田　国男／著 筑摩書房
定本 柳田国男集 別巻 第4 柳田　国男／著 筑摩書房
定本柳田国男集 別巻第5 [柳田　国男／著] 筑摩書房
定本 柳田国男集 第1巻 柳田　国男／著 筑摩書房
定本 柳田国男集 第2巻 柳田　国男／著 筑摩書房
定本 柳田国男集 第3巻 柳田　国男／著 筑摩書房
定本 柳田国男集 第4巻 柳田　国男／著 筑摩書房
定本 柳田国男集 第5巻 柳田　国男／著 筑摩書房
定本 柳田国男集 第6巻 柳田　国男／著 筑摩書房
定本 柳田国男集 第7巻 柳田　国男／著 筑摩書房
定本 柳田国男集 第8巻 柳田　国男／著 筑摩書房
定本 柳田国男集 第9巻 柳田　国男／著 筑摩書房
定本 柳田国男集 第10巻 柳田　国男／著 筑摩書房
定本 柳田国男集 第11巻 柳田　国男／著 筑摩書房
定本 柳田国男集 第12巻 柳田　国男／著 筑摩書房
定本 柳田国男集 第13巻 柳田　国男／著 筑摩書房
定本 柳田国男集 第14巻 柳田　国男／著 筑摩書房
定本 柳田国男集 第15巻 柳田　国男／著 筑摩書房
定本 柳田国男集 第16巻 柳田　国男／著 筑摩書房
定本 柳田国男集 第17巻 柳田　国男／著 筑摩書房
定本 柳田国男集 第18巻 柳田　国男／著 筑摩書房
定本 柳田国男集 第19巻 柳田　国男／著 筑摩書房
定本 柳田国男集 第20巻 柳田　国男／著 筑摩書房
定本 柳田国男集 第21巻 柳田　国男／著 筑摩書房
定本 柳田国男集 第22巻 柳田　国男／著 筑摩書房
定本 柳田国男集 第23巻 柳田　国男／著 筑摩書房
定本 柳田国男集 第24巻 柳田　国男／著 筑摩書房
定本 柳田国男集 第25巻 柳田　国男／著 筑摩書房
定本 柳田国男集 第26巻 柳田　国男／著 筑摩書房
定本 柳田国男集 第27巻 柳田　国男／著 筑摩書房
定本 柳田国男集 第28巻 柳田　国男／著 筑摩書房
定本 柳田国男集 第29巻 柳田　国男／著 筑摩書房
定本 柳田国男集 第30巻 柳田　国男／著 筑摩書房
定本 柳田国男集 第31巻 柳田　国男／著 筑摩書房
日本の民俗 7 河出書房新社
日本民俗文化大系 1 講談社
早川孝太郎全集 第1巻 早川　孝太郎／著 未来社
早川孝太郎全集 第2巻 早川　孝太郎／著 未来社
南方熊楠全集 2 南方　熊楠／著 平凡社
南方熊楠全集 第1巻 南方　熊楠／[著] 乾元社
南方熊楠全集 第2巻 南方　熊楠／[著] 乾元社
南方熊楠全集 第3巻 南方　熊楠／[著] 乾元社
南方熊楠全集 第4巻 南方　熊楠／[著] 乾元社
南方熊楠全集 第5巻 南方　熊楠／[著] 乾元社
南方熊楠全集 第6巻 南方　熊楠／[著] 乾元社
南方熊楠全集 第7巻 南方　熊楠／[著] 乾元社
南方熊楠全集 第8巻 南方　熊楠／[著] 乾元社
南方熊楠全集 第9巻 南方　熊楠／[著] 乾元社
南方熊楠全集 第10巻 南方　熊楠／[著] 乾元社
南方熊楠全集 第11巻 南方　熊楠／[著] 乾元社
南方熊楠全集 第12巻 南方　熊楠／[著] 乾元社
宮本常一著作集 9 宮本　常一／著 未來社
宮本常一著作集 17 宮本　常一／著 未來社
柳田国男先生著作集 第4冊 柳田　国男／著 実業之日本社
柳田国男先生著作集 第6冊 柳田　国男／著 実業之日本社
柳田国男先生著作集 第8冊 柳田　国男／著 実業之日本社



堀田文庫一覧

書名 著者名 出版社

柳田国男先生著作集 第9冊 柳田　国男／著 実業之日本社
柳田国男先生著作集 第10冊 柳田　国男／著 実業之日本社
柳田国男先生著作集 第11冊 柳田　国男／著 実業之日本社
柳田国男先生著作集 第12冊 柳田　国男／著 実業之日本社
世界風俗じてん 3 三省堂
生きている民俗探訪 香川 武田　明／著 第一法規
生きている民俗探訪 群馬 上野　勇／編 第一法規
生きている民俗探訪 鹿児島 下野　敏見／著 第一法規
生きている民俗探訪 愛知 安藤　慶一郎／編著 第一法規
生きている民俗探訪 三重 堀田　吉雄／著 第一法規
異人その他 岡　正雄／著 言叢社
十六島(ウツプルイ)紀行・海女記断片 瀬川　清子／著 未来社
女の本 女性民俗学研究会／編 朝日新聞社
郷土会記録 柳田　国男／編 大岡山書店
郷土生活研究採集手帖 民間伝承の会
月曜通信 柳田　国男／著 修道社
校註諸国風俗問状答 中山　太郎／編著 東洋堂
五倍子雑筆 第1号 沢田　四郎作／著 沢田四郎作
五倍子雑筆 第2号 沢田　四郎作／著 沢田四郎作
五倍子雑筆 第3号 沢田　四郎作／著 沢田四郎作
五倍子雑筆 第6号 沢田　四郎作／著 沢田四郎作
五倍子雑筆 第4、5号 沢田　四郎作／著 沢田四郎作
島 昭和9年前期 柳田　国男／編輯 「島」発行所
習俗雑記 宮武　省三／著 坂本書店
終末観の民俗学 宮田　登／著 弘文堂
植物と民俗 倉田　悟／著 地球社
庶民の発見 宮本　常一／著 未来社
地理と民俗 山口　貞夫／著 生活社
月と不死 N・ネフスキー／[著] 平凡社
日本庶民生活史料集成 別巻 谷川　健一／編集委員代表 三一書房
日本庶民生活史料集成 第1巻 三一書房
日本庶民生活史料集成 第2巻 三一書房
日本庶民生活史料集成 第3巻 三一書房
日本庶民生活史料集成 第4巻 三一書房
日本庶民生活史料集成 第5巻 三一書房
日本庶民生活史料集成 第6巻 三一書房
日本庶民生活史料集成 第7巻 三一書房
日本庶民生活史料集成 第8巻 三一書房
日本庶民生活史料集成 第9巻 三一書房
日本庶民生活史料集成 第10巻 三一書房
日本庶民生活史料集成 第11巻 谷川　健一／編集委員代表 三一書房
日本庶民生活史料集成 第12巻 谷川　健一／編集委員代表 三一書房
日本庶民生活史料集成 第13巻 谷川　健一／編集委員代表 三一書房
日本庶民生活史料集成 第14巻 谷川　健一／編集委員代表 三一書房
日本庶民生活史料集成 第15巻 谷川　健一／編集委員代表 三一書房
日本庶民生活史料集成 第16巻 谷川　健一／編集委員代表 三一書房
日本庶民生活史料集成 第17巻 谷川　健一／編集委員代表 三一書房
日本庶民生活史料集成 第18巻 谷川　健一／編集委員代表 三一書房
日本庶民生活史料集成 第19巻 谷川　健一／編集委員代表 三一書房
日本庶民生活史料集成 第20巻 谷川　健一／編集委員代表 三一書房
日本人 柳田　国男／編 毎日新聞社
日本の隅々 宮良　当壮／著 養徳社
日本の民俗 1 第一法規
日本の民俗 2 第一法規
日本の民俗 3 第一法規
日本の民俗 4 第一法規
日本の民俗 5 第一法規
日本の民俗 6 第一法規
日本の民俗 7 第一法規
日本の民俗 8 第一法規
日本の民俗 9 第一法規



堀田文庫一覧

書名 著者名 出版社

日本の民俗 10 第一法規
日本の民俗 11 第一法規
日本の民俗 12 第一法規
日本の民俗 13 第一法規
日本の民俗 14 第一法規
日本の民俗 15 第一法規
日本の民俗 16 第一法規
日本の民俗 17 第一法規
日本の民俗 18 第一法規
日本の民俗 19 第一法規
日本の民俗 20 第一法規
日本の民俗 21 第一法規
日本の民俗 22 第一法規
日本の民俗 23 第一法規
日本の民俗 25 第一法規
日本の民俗 26 第一法規
日本の民俗 27 第一法規
日本の民俗 28 第一法規
日本の民俗 29 第一法規
日本の民俗 30 第一法規
日本の民俗 31 第一法規
日本の民俗 32 第一法規
日本の民俗 33 第一法規
日本の民俗 34 第一法規
日本の民俗 35 第一法規
日本の民俗 36 第一法規
日本の民俗 37 第一法規
日本の民俗 38 第一法規
日本の民俗 39 第一法規
日本の民俗 40 第一法規
日本の民俗 41 第一法規
日本の民俗 42 第一法規
日本の民俗 43 第一法規
日本の民俗 44 第一法規
日本の民俗 45 第一法規
日本の民俗 46 第一法規
日本の民俗 47 第一法規
日本の村 宮本　常一／著 筑摩書房
日本風俗史 上 和歌森　太郎／著 有斐閣
日本民衆史 2 宮本　常一／著 未來社
日本民衆史 3 宮本　常一／著 未來社
日本民衆史 4 宮本　常一／著 未來社
日本民衆史 7 宮本　常一／著 未來社
日本民俗学 随筆篇 中山　太郎／著 大岡山書店
日本民俗学 神事篇 中山　太郎／著 大岡山書店
日本民俗学 歴史篇 中山　太郎／著 大岡山書店
日本民俗学 風俗篇 中山　太郎／著 大岡山書店
日本民俗学大系 1 大間知　篤三／[ほか]編集委員 平凡社
日本民俗学大系 2 大間知　篤三／[ほか]編集委員 平凡社
日本民俗学大系 3 大間知　篤三／[ほか]編集委員 平凡社
日本民俗学大系 4 大間知　篤三／[ほか]編集委員 平凡社
日本民俗学大系 5 大間知　篤三／[ほか]編集委員 平凡社
日本民俗学大系 6 大間知　篤三／[ほか]編集委員 平凡社
日本民俗学大系 7 大間知　篤三／[ほか]編集委員 平凡社
日本民俗学大系 8 大間知　篤三／[ほか]編集委員 平凡社
日本民俗学大系 9 大間知　篤三／[ほか]編集委員 平凡社
日本民俗学大系 10 大間知　篤三／[ほか]編集委員 平凡社
日本民俗学大系 11 大間知　篤三／[ほか]編集委員 平凡社
日本民俗学大系 12 大間知　篤三／[ほか]編集委員 平凡社
日本民俗学大系 13 大間知　篤三／[ほか]編集委員 平凡社
日本民俗学論考 中山　太郎／著 一誠社



堀田文庫一覧

書名 著者名 出版社

日本民俗研究大系 第2巻
国学院大学日本民俗研究大系編集委
員会／編

国学院大学

日本民俗図誌 第7冊 本山　桂川／著 東京堂
日本民俗図録 民俗学研究所／編 朝日新聞社
日本民俗地図 1 文化庁／著 文化庁
日本民俗地図 2 文化庁／著 文化庁
日本民俗地図 5 文化庁／編集 国土地理協会
日本民俗地図 6 文化庁／編 国土地理協会
日本民俗地図 7 文化庁／編集 国土地理協会
日本民俗地図 8 文化庁／編集 国土地理協会
日本民俗地図 9 文化庁／編集 国土地理協会
日本民俗地図 10 文化庁／編集 国土地理協会
日本民俗の源流 上井　久義／著 創元社
日本民族文化の起源 1 松本　信広／著 講談社
忘れられた日本人 宮本　常一／著 未来社
はだしの庶民 和歌森　太郎／著 有信堂
非常民の民俗文化 赤松　啓介／著 明石書店
火の昔 柳田　国男／著 実業之日本社
絵巻物による 日本常民生活絵引 1 渋沢　敬三／編著 角川書店
絵巻物による 日本常民生活絵引 2 渋沢　敬三／編著 角川書店
絵巻物による 日本常民生活絵引 3 渋沢　敬三／編著 角川書店
絵巻物による 日本常民生活絵引 4 渋沢　敬三／編著 角川書店
絵巻物による 日本常民生活絵引 5 渋沢　敬三／編著 角川書店
変身 桜井　徳太郎／[ほか]著 弘文堂
方言と昔他 柳田　国男／著 朝日新聞社
民俗あらかると 丸山　学／著 かっぱらんど
民俗学への思索 中京大学郷土研究会
民族点描 中山　太郎／著 人文書院
村里を行く 宮本　常一／著 三国書房
木綿以前の事 柳田　国男／著 創元社
柳田国男入門 大藤　時彦／[著] 筑摩書房
柳田国男 南方熊楠往復書簡集 柳田　国男／[著] 平凡社
離島生活の研究 日本民俗学会／編 集英社
アイヌ人とその説話 ジョン・バチェラー／著 富貴堂書房
アイヌの生活 河野　広道／著 楡書房
アイヌの生活と伝説 Kyosuke Kindaiti／[著] 国際観光局
アイヌ民族誌 アイヌ文化保存対策協議会／編 第一法規出版
おれの二風谷 萱野　茂／著 すずさわ書店
北の墓 藤本　英夫／著 学生社
北の人 金田一　京助／著 角川書店
シンポジウムアイヌ 埴原　和郎／[ほか]著 北海道大学図書刊行会
知里真志保著作集 1 知里　真志保／著 平凡社
知里真志保著作集 別巻 1 知里　真志保／[著] 平凡社
知里真志保著作集 2 知里　真志保／著 平凡社
知里真志保著作集 別巻 2 知里　真志保／[著] 平凡社
知里真志保著作集 3 知里　真志保／著 平凡社
知里真志保著作集 4 知里　真志保／著 平凡社
白老民俗資料館 北海道白老町
東北の土俗 日本放送協会東北支部／編 三元社
雪国の春 柳田　国男／著 創元社
いたどり 15 八戸郷土研究会
いたどり 17 八戸郷土研究会
砂子瀬物語 森山　泰太郎／著 津軽書房
鱈の来る村 川岸　信一郎／著 伝統と現代社
津軽の民俗 和歌森　太郎／編 吉川弘文館
能田多代子著作集 能田　多代子／著 津軽書房
村の女性 能田　多代子／著 三国書房
遠野物語 柳田　国男／著 角川書店
遠野物語 柳田　国男／著 郷土研究社
遠野物語研究 創刊号 遠野物語研究所
町の民俗 森口　多里／著 ジープ社



堀田文庫一覧

書名 著者名 出版社

柳田国男 富木　友治／著 さとう工房
小泉の民俗 東洋大学民俗研究会
陸前北部の民俗 和歌森　太郎／編 吉川弘文館
羽後角館地方に於ける鳥虫草木の民俗学的資 武藤　鉄城／著 アチツク・ミユーゼアム
男鹿寒風山麓農民手記 吉田　三郎／著 アチツクミユーゼアム
荒沢の民俗 清野　久雄／[ほか]著 荘内民俗学会

八久和の民俗 庄内民俗学会／編輯
東北電力株式会社八久和発
電所建設所

宇津峯山麓の民俗
東京女子大学史学科郷土調
査団

檜枝岐民俗誌 今野　円輔／著 刀江書院
常陸高岡村民俗誌 大間知　篤三／著 刀江書院
北橘村の民俗 群馬県教育委員会事務局
消え残る山村の風俗と暮し 都丸　十九一／著 高城書店出版部
六合村の民俗 群馬県教育委員会／編集 群馬県教育委員会事務局
上毛民俗ところどころ みやま文庫
埼玉の民俗 埼玉県教育委員会
埼玉民俗 第3号 埼玉民俗の会

加茂の民俗 1
千葉県市原郡加茂村教育研
究会社会科部会

生活の年輪 高橋　在久／著 桜楓社
長柄町の民俗 東洋大学民俗研究会
盛り場の民俗史 神崎　宣武／著 岩波書店
烏山 世田谷区民俗調査団／編集 世田谷区教育委員会
江戸歳時記 宮田　登／著 吉川弘文館
絵本江戸風俗往来 菊池　貴一郎／著 平凡社
武蔵保谷村郷土資料 高橋　文太郎／著 アチツクミユーゼアム
伊豆七島における島世界の民俗学・文化人類
学的研究

牛島　巌／研究代表 牛島巌

伊豆諸島の社会と民俗 大間知　篤三／著 慶友社
伊豆諸島民俗考 坂口　一雄／著 未来社
女護が島考 浅沼　良次／著 未来社
八丈島 大間知　篤三／著 創元社
八丈島 大間知　篤三／著 東京創元社
鎌倉の民俗 大藤　ゆき／著 かまくら春秋社
江の島民俗誌 [清野　久雄／著] 神奈川県教育委員会
北小浦民俗誌 柳田　国男／著 刀江書院
二王子山麓民俗誌 佐久間　惇一／著 佐久間惇一
越後三面村布部郷土誌 丹田　二郎／著 アチツクミユーゼアム
五箇山民俗覚書 石田　外茂一／著 凌霄文庫刊行会
都市の民俗・金沢 金沢民俗をさぐる会／編著 国書刊行会
白山麓 石川県立郷土資料館
大野市上若生子・下若生子両区の年中行事人
の一生民謡・創作伝説民俗知識・その他

天野　俊也／[著] [大野市]

若越民俗語彙 斎藤　槻堂／編 福井県郷土誌懇談会
若狭の民俗 和歌森　太郎／編 吉川弘文館
甲斐の落葉 山中　共古／著 郷土研究社
伊那谷の民俗 向山　雅重／[撮影] 新葉社
上田市付近の伝承 箱山　貴太郎／編 上田小県資料刊行会
上田付近の遺蹟と伝承 箱山　貴太郎／著 上田小県資料刊行会
大平の民俗 飯田市教育委員会／編纂 信濃路
北安曇郡郷土誌稿 第2輯 信濃教育会北安曇部会／編 郷土研究社
北安曇郡郷土誌稿 第5輯 信濃教育会北安曇部会／編 郷土研究社
桐山の民俗 小川村教育委員会／編 信濃路
黒河内民俗誌 最上　孝敬／著 刀江書院
信濃民俗記 [正] 向山　雅重／著 慶友社
信濃民俗記 続 向山　雅重／著 慶友社
小学生の調べたる上伊那川島村郷土誌 竹内　利美／編著 アチツクミユーゼアム
小学生の調べたる上伊那川島村郷土誌 続編 竹内　利美／編著 アチツクミユーゼアム
信州随筆 柳田　国男／著 山村書院
信州の民俗 長野県教育委員会／編 第一法規出版
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書名 著者名 出版社

長野県下伊那郡阿南町新野民俗誌稿
長野県史刊行会民俗資料調査委員会
／編集

長野県史刊行会民俗資料調
査委員会

福間三九郎の話 胡桃沢　勘内／著 筑摩書房
南伊那農村誌 竹内　利美／著 山村書院
夜啼石の話 小池　直太郎／著 筑摩書房
白川村の大家族 江馬　三枝子／著 三国書房
菅沼の民俗 第1次 名古屋民俗研究会
菅沼の民俗 第2次 名古屋民俗研究会
飛?採訪日誌 沢田　四郎作／[著]編 沢田四郎作
故郷再現 伊東　久之／著 白鳥町教育委員会
越前石徹白民俗誌 宮本　常一／著 刀江書院
美濃郷土文化調査報告書 揖斐徳山編日坂編 中京大学郷土研究会
美濃徳山村民俗誌 桜田　勝徳／著 刀江書院
美濃国民俗誌稿 岐阜県立図書館／編 岐阜県図書館協会
美濃民俗 美濃民俗文化の会／編 岐阜郷土出版社
伊豆松崎の民俗 東京教育大学民俗学研究会／編集 東京教育大学民俗学研究会
遠江積志村民俗誌 中道　朔爾／著 郷土研究社
愛知の民俗 愛知県教育委員会文化財課／編集 愛知県教育委員会
安城市堀内町の民俗 安城市歴史博物館／編集 安城市歴史博物館
大治町民俗誌 上巻 名古屋民俗研究会／編著 大治町
大治町民俗誌 下巻 名古屋民俗研究会／編著 大治町
北設楽民俗資料調査報告 1 愛知県教育委員会／編集 愛知県教育委員会
設楽 設楽民俗研究会／編 愛知県郷土資料刊行会
名古屋市守山区志段味地区民俗調査報告書 志段味地区民俗調査会／編集 志段味地区民俗調査会

はらだいこ
海部郡八開村立八輪小学校PTA／編
集

[海部郡八開村立八輪小学
校PTA]

日間賀島民俗誌 瀬川　清子／著 刀江書院
員弁郡藤原町鼎地区歴史民族資料調査報告 三重県
熊野街道志原川尻古譚 岡本　実／著 [岡本実]
志摩の民俗 和歌森　太郎／編 吉川弘文館
第四編民俗 [三重県三重郡菰野町]
津市の民俗 伊勢民俗学会／著 三重フィールド出版
鳥羽志摩の民俗 岩田　準一／著 中村幸昭
度会・多気山村習俗調査報告書 三重県教育委員会
三重民俗研究論集 三重民俗研究会／編 三重タイムズ社
牟婁地区山村習俗調査報告書 三重県教育委員会

明和の民俗
三重県立松阪高等学校民俗同好会／
編集

明和町教育委員会

近畿地方の石の民俗 明玄書房
近畿地方の水と木の民俗 堀田　吉雄／[ほか]著 明玄書房
近畿民俗 第101・102・103号 近畿民俗学会
朽木谷民俗誌 高谷　重夫／著 高谷重夫
鈴鹿の民俗 宮畑　巳年生／[著] [宮畑巳年生]
柳田国男と近江 橋本　鉄男／著 サンライズ印刷出版部
大原女 岩田　英彬／著 現代創造社
京都民俗志 井上　頼寿／著 岡書院(発売)
丹波の話 礒貝　勇／著 東書房
淡路島の民俗 和歌森　太郎／編 吉川弘文館

奥但馬の民俗
東京女子大学史学科民俗調
査団

諸国風俗問状、淡路国答書 河本　正義／校訂 兵庫県民俗研究会
多々良木 多々良木地区民俗資料調査団／編集 朝来町教育委員会
松原の民俗 今井　登子／執筆 灘の松原自治会
岩室 帝塚山大学郷土研究会

上北山村の民俗と生物
奈良県教育委員会事務局文化財保存
課／編集

上北山村役場

十津川の民俗 上 平山　敏治郎／[著] 十津川村役場
十津川の民俗 下 平山　敏治郎／[著] 十津川村役場
室生の民俗 倉田　正邦／著者代表 倉田正邦
大和の民俗 近畿民俗学会／編集 大和タイムス社
紀州有田民俗誌 笠松　彬雄／著 郷土研究社
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紀州の祭と民俗 小山　豊／著 国書刊行会
熊野民俗記 松本　芳夫／著 三教書院
出雲中海沿岸地区の民俗 島根県教育委員会
出雲比田の民俗 畑　伝之助／著 山陰民俗学会
西石見の民俗 和歌森　太郎／編 吉川弘文館
岡山民俗 岡山民俗学会
岡山民俗 岡山民俗学会／編集 岡山民俗学会
岡山民俗 岡山民俗学会／編集 岡山民俗学会
岡山民俗事典 岡山民俗学会／編 日本文教出版
岡山民俗文化論集 岡山民俗学会／編集 岡山民俗学会
加茂川町の民俗 岡山民俗学会／編集 岡山民俗学会
那岐山麓の民俗 岡山民俗学会／編 岡山民俗学会
八塔寺周辺の民俗 岡山民俗学会／編 岡山民俗学会
蒜山盆地の民俗 落合高校歴史研究クラブ／編集 岡山民俗学会
二川の民俗 岡山民俗学会／編集 岡山民俗学会
美作の民俗 和歌森　太郎／編 吉川弘文館
広島民俗論集 渓水社
周防の民俗 山口県教育庁文化課／監修 山口県文化財愛護協会
長門の民俗 山口県教育庁文化課／監修 山口県文化財愛護協会
見島聞書 瀬川　清子／著 民間伝承の会
阿波木頭民俗誌 近畿民俗学会／編 凌霄文庫刊行会
阿波の北がた 荒岡　一夫／著 徳島県教育会出版部
祖谷山民俗誌 武田　明／[著] 古今書院
小豆島民俗誌 川野　正雄／著 名著出版
宇和地帯の民俗 和歌森　太郎／編 吉川弘文館

惣川の民俗 森　正史／鑑修
[愛媛大学農学部付属農業
高等学校]郷土研究部

愛媛の民俗 年中行事篇 森　正史／著 松菊堂
おらんく話 桂井　和雄／著 高知新聞社
土佐泉川民俗誌 坂本　正夫／著 土佐民俗学会
土佐本山町の民俗 大谷大学民俗学研究会／編 大谷大学民俗学研究会
土佐山民俗誌 桂井　和雄／著 高知市立市民図書館
九州民俗抄 丸山　学／著 熊本商科大学民俗学会
九州民俗点描 丸山　学／著 かつぱらんど
十五夜綱引の研究 小野　重朗／著 慶友社
佐賀県の民俗 佐賀県教育委員会
壱岐島民俗誌 山口　麻太郎／著 一誠社
五島民俗図誌 久保　清／共著 一誠社
天草島民俗誌 浜田　隆一／著 郷土研究社
五木 熊本商科大学民俗学研究会／編集 熊本商科大学民俗学研究会
熊本県民俗誌 山村篇 丸山　学／著 日本談義社
熊本県民俗事典 丸山　学／著 日本談義社
くにさき 和歌森　太郎／編 吉川弘文館
椎葉の山民 野間　吉夫／著 慶友社
日向馬関田の伝承 楢木　範行／著 鹿児島民俗研究会
奄美大島与論島の民俗 栄　喜久元／著 栄喜久元
奄美女性誌 長田　須磨／著 農山漁村文化協会
奄美生活誌 恵原　義盛／著 木耳社
奄美の島かけろまの民俗 鹿児島民俗学会／編 第一法規出版
大隅半島民俗採訪録 宮本　常一／著 慶友社
沖永良部島民俗誌 柏　常秋／著 凌霄文庫刊行会
古代村落の研究 早川　孝太郎／著 文一路社
えらぶ(シマ)の古習俗 永吉　毅／著 道の島社
シマの生活誌 野間　吉夫／著 三元社
吐【カ】喇列島民俗誌 第1巻 下野　敏見／著 [下野敏見]
民俗研究 第1号(1964年2月) 鹿児島民俗学会
西表島の民俗 星　勲／著 友古堂書店
うるまの島の古層 仲松　弥秀／著 梟社
沖縄池間島民俗誌 野口　武徳／著 未来社
沖縄庶民生活史 鳥越　憲三郎／著 雄山閣
沖縄の社会と宗教 東京都立大学南西諸島研究委員会／ 平凡社



堀田文庫一覧

書名 著者名 出版社

沖縄の宗教と民俗
窪徳忠先生沖縄調査二十年記念論文
集刊行委員会／編

第一書房

沖縄の習俗と信仰 窪　徳忠／著 東京大学出版会
沖縄の風水 窪　徳忠／編 平河出版社
沖縄の民族学的研究 日本民族学会／編集 民族学振興会
沖縄の民俗文化 沖縄文化協会／編 沖縄タイムス社
沖縄文化史辞典 真栄田　義見／[ほか]編 東京堂出版
沖縄文化叢説 柳田　国男／編 中央公論社
をなり神の島 伊波　普猷／著 楽浪書院
神・共同体・豊穣 村武　精一／著 未来社
古層の村・沖縄民俗文化論 仲松　弥秀／著 沖縄タイムス社
採訪先島 本位田　重美／著 初音書房
白保 琉球大学社会人類学研究会／編著 根元書房
中国文化と南島 窪　徳忠／著 第一書房
南西諸島の民俗 1 下野　敏見／著 法政大学出版局
南西諸島の民俗 2 下野　敏見／著 法政大学出版局

南島論叢
伊波普猷還暦記念論文集編纂委員会
／編

金城唯仁

南方文化の探究 河村　只雄／著 沖縄文教出版社
南方文化の探究 続 河村　只雄／著 沖縄文教出版社
八重山生活誌 宮城　文／著 宮城文
八重山文化論集 八重山文化研究会／編 八重山文化研究会
八重山文化論集 第2号 八重山文化研究会／編 八重山文化研究会
ヤマト・琉球民俗の比較研究 下野　敏見／著 法政大学出版局
山原の土俗 島袋　源七／著 郷土研究社
与那国の歴史 池間　栄三／著 池間苗
琉球学の視角 小島　瓔礼／著 柏書房
りゅうきゅうねしあ 辰濃　和男／著 朝日新聞社
琉球民俗誌 金関　丈夫／著 法政大学出版局
華麗島見聞記 鈴木　満男／著 思索社
環シナ海民族文化考 国分　直一／著 慶友社
東亜民族文化論攷 松本　信広／著 誠文堂新光社
東シナ海文化圏の民俗 下野　敏見／著 未来社
韓国の民俗大系 1 韓国文化公報部文化財管理局／[編] 国書刊行会
韓国の民俗大系 2 韓国文化公報部文化財管理局／[編] 国書刊行会
韓国の民俗大系 3 韓国文化公報部文化財管理局／[編] 国書刊行会
韓国の民俗大系 4 韓国文化公報部文化財管理局／[編] 国書刊行会
韓国の民俗大系 5 韓国文化公報部文化財管理局／[編] 国書刊行会
木の雁 竹田　旦／著 サイエンス社
鶏林 木沢　政直／著 日研出版
朝鮮民俗誌 秋葉　隆／著 六三書院
朝鮮民俗文化の研究 依田　千百子／著 瑠璃書房
李朝実録風俗関係資料撮要 朝鮮総督府中枢院／編 国書刊行会
済州島 泉　靖一／著 東京大学出版会
概説中国の少数民族 馬　寅／主編 三省堂
支那の奇習と異聞 井出　季和太／著 平野書房
支那民俗誌 1 永尾　竜造／著 中国民俗学会
支那民俗誌 2 永尾　竜造／著 中国民俗学会
支那民俗誌 3 永尾　竜造／著 中国民俗学会
清俗紀聞 2 中川　忠英／著 平凡社
中国南部少数民族誌 鈴木　正崇／著 三和書房
雲南 萩原　秀三郎／著 佼成出版社
台湾の原住民族 宮本　延人／著 六興出版
高砂族調査書 第1編 台湾総督府警務局理蕃課
高砂族調査書 第2編 台湾総督府警務局理蕃課
高砂族調査書 第3編 台湾総督府警務局理蕃課
高砂族調査書 第4編 台湾総督府警務局理蕃課
高砂族調査書 第5編 台湾総督府警務局理蕃課
高砂族調査書 第6編 台湾総督府警務局理蕃課

壺を祀る村 国分　直一／著
三省堂出版株式会社創立事
務所
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書名 著者名 出版社

Formosa 張　良沢／編 白帝社
海上の道 他界への道 深作　光貞／[著] 世界思想社
インドネシア民族文化 佐藤　多紀三／著 雄山閣
バリ島 ミゲル・コバルビアス／著 平凡社
バリ島民 吉田　禎吾／著 弘文堂
ヒマラヤの彼方から 飯島　茂／著 日本放送出版協会
樺太アイヌ 西鶴　定嘉／著 みやま書房
樺太土人の生活 長根　助八／著 洪洋社
十字架のフォークロア 中嶋　斉／文・写真 彩流社
アフリカの矮小民族 マルティン・グシンデ／著 平凡社
デサナ ライヘル=ドルマトフ／[著] 岩波書店

他界観念の原始形態 棚瀬　襄爾／著
京都大学東南アジア研究セ
ンター

ニューギニア・ピグミー探検 沼沢　喜市／著 大陸書房
日本の民具 日本常民文化研究所／編 角川書店

萬葉乃衣食住
奈良国立文化財研究所飛鳥資料館／
[編集]

奈良国立文化財研究所飛鳥
資料館

きもの 瀬川　清子／編輯 六人社
服裝習俗語彙 柳田　國男／編 民間傳承の會
所謂足半に就いて アチツクミユーゼアム／編 アチツクミユーゼアム
杖の読本 西島　好夫／著 万国ステッキ研究所
身体の文化人類学 吉岡　郁夫／著 雄山閣出版
食いしん坊の民族学 石毛　直道／著 平凡社
塩の道(ソルトロード) 平島　裕正／著 オリオン社
蛤の話 堀田　吉雄／著 光出版印刷
分類食物習俗語彙 柳田　国男／著 角川書店
食習採集手帖 昭和16年版 民間伝承の会／編 民間伝承の会
食生活の歴史 瀬川　清子／著 大日本雄弁会講談社
食物と心臓 柳田　国男／著 創元社
本邦郷土食の研究 中央食糧協力会／編著 東洋書館
東北の食習 山口　弥一郎／著 河北新報社
三重味の風土記 土肥　久代／著 大橋学園
岡山県の食習俗 岡山県
東南アジアの日常茶飯 前川　健一／著 弘文堂
厠史話 李家　正文／著 六興出版社
厠風土記 李家　正文／著 東和社
居住習俗語彙 柳田　國男／共編 民間傳承の會
寝所と寝具の文化史 小川　光暘／著 雄山閣
掃除の民俗 大島　建彦／共編 三弥井書店
日本のすまいの源流 杉本　尚次／編 文化出版局
枕ざんげ 吉永　茂／著 文化新社
家作万覚帳 佐藤　光民／編 [佐藤光民]
草屋根 今　和次郎／著 相模書房
日本の民家 今　和次郎／著 乾元社
日本民家史 藤田　元春／著 刀江書院
民家帖 蔵田　周忠／著 古今書院

アイヌの民具 萱野　茂／著
『アイヌの民具』刊行運動委
員会

沖縄の民具 聖教新聞社沖縄支局／編 新星図書
沖縄の民具 上江洲　均／著 慶友社
民具の博物誌 岩井　宏実／著 河出書房新社
民具問答集 第1輯 アチツクミユーゼアム／編著 アチツクミューゼアム
日本の海洋民 宮本　常一／編 未來社
ふるさとの生活 宮本　常一／著 朝日新聞社
山と人と生活 高橋　文太郎／著 金星堂
近江に於ける宮座の研究 肥後　和男／著 臨川書店
神々と村落 萩原　竜夫／著 弘文堂
兄弟分の民俗 竹田　旦／著 人文書院
京都古習志 井上　頼寿／著 地人書館
近世農村青年の生活 宮田　力松／著 第一法規
近世宮座の史的研究 安藤　精一／著 吉川弘文館
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書名 著者名 出版社

講集団成立過程の研究 桜井　徳太郎／著 吉川弘文館
神仏交渉史研究 桜井　徳太郎／著 吉川弘文館
諏訪の若者仲間 有賀　恭一／著 甲陽書房
村落生活 有賀　喜左衛門／著 国立書院
族制語彙 柳田　国男／著 日本法理研究会
中世祭祀組織の研究 萩原　竜夫／著 吉川弘文館
中世祭祀組織の研究 萩原　竜夫／著 吉川弘文館
日本村落の民俗的構造 福田　アジオ／著 弘文堂
日本若者史 中山　太郎／著 日文社
若者組の研究 天野　武／著 柏書房
若者と娘をめぐる民俗 瀬川　清子／著 未来社
宮座の研究 肥後　和男／著 弘文堂書房
宮座の構造と変化 高橋　統一／著 未来社
村祭と座 原田　敏明／著 中央公論社
近畿の生業 2 明玄書房
雨乞習俗の研究 高谷　重夫／著 法政大学出版局
稲作灌漑の伝承 斎藤　卓志／著 堺屋図書
稲作儀礼の研究 伊藤　幹治／著 而立書房
稲の祭 酒井　卯作／著 岩崎書店
近江祭礼風土記 井上　頼寿／著 滋賀県神社庁
湿田農耕 木下　忠／編 岩崎美術社
祖父江の虫送り 祖父江の虫送り調査編纂委員会／編 祖父江町教育委員会
東北の焼畑慣行 山口　弥一郎／著 恒春閣書房
新嘗の研究 第1輯 にひなめ研究会／編 創元社
新嘗の研究 第2輯 にひなめ研究会／編 吉川弘文館
農と祭 早川　孝太郎／著 ぐろりあ・そさえて
農と民俗学 倉田　一郎／著 生活社
分類農村語彙 上巻 柳田　国男／著 東洋堂
分類農村語彙 下巻 柳田　国男／著 東洋堂
マライシアに於ける稲米儀礼 宇野　円空／著 東洋文庫
焼畑のむら 福井　勝義／著 朝日新聞社
秋田マタギ資料 高橋　文太郎／編著 アチツクミユーゼアム
秋田マタギと動物 秋田魁新報社／編 秋田魁新報社
猪鹿狸 早川　孝太郎／著 文一路社
山村民俗誌 山の生活篇 田中　喜多見／著 一誠社
狩猟伝承研究 [正] 千葉　徳爾／著 風間書房
狩猟伝承研究 続 千葉　徳爾／著 風間書房
狩猟伝承研究 後篇 千葉　徳爾／著 風間書房
後狩詞記 [柳田　国男／原編] 実業之日本社
分類山村語彙 柳田　國男／共編 信濃教育會
山国の神と人 松山　義雄／著 未来社
海女 瀬川　清子／著 古今書院
海鳥のなげき 内海　延吉／著 いさな書房
海の民俗学 牧田　茂／著 岩崎書店
近江の海人 橋本　鉄男／著 第一法規
海村生活の研究 柳田　国男／編 日本民俗学会
鰹船 上村　角兵衛／著 志摩郷土会
漁人 桜田　勝徳／著 六人社
漁村民俗誌 桜田　勝徳／著 一誠社
漁民と対馬 九学会連合／編集 関書院
熊野灘沿岸漁撈習俗調査報告書 三重県教育委員会
採集手帖 民間伝承の会
三州奥郡漁民風俗誌 [松下　石人／著] 渥美町教育委員会
三陸沿岸の漁村と漁業習俗 上巻 東北歴史資料館／編集 宮城県文化財保護協会
三陸沿岸の漁村と漁業習俗 下巻 東北歴史資料館／編集 宮城県文化財保護協会

東京内湾漁撈習俗調査報告書
神奈川県教育庁指導部社会教育課／
編集

神奈川県教育庁指導部社会
教育課

琵琶湖の民俗誌 橋本　鉄男／著 文化出版局
分類漁村語彙 柳田　國男／共著 民間傳承の會
南佐渡の漁村と漁業 南佐渡漁撈習俗調査団／[編] テム研究所
運搬具 神奈川大学日本常民文化研究所／編 平凡社



堀田文庫一覧

書名 著者名 出版社

背負う・担ぐ・かべる 木下　忠／編 岩崎美術社
日本海上交通史の研究 北見　俊夫／著 鳴鳳社
愛知の諸職 愛知県教育委員会
きじや 杉本　寿／[著] 名古屋営林局
木地屋のふるさと 橘　文策／著 未来社
三重県内における木地屋の技術及び生活伝承 三重県文化財連盟
遊民の系譜 杉山　二郎／著 青土社
「家」をめぐる民俗研究 竹田　旦／著 弘文堂
家閑談 柳田　国男／著 鎌倉書房
民俗慣行としての隠居の研究 竹田　旦／著 未来社
家郷の訓 宮本　常一／著 三国書房
子どもの歳時と遊び 茨城民俗学会／編 第一法規
小さき者の声 柳田　国男／著 ジープ社
なはわらべ行状記 船越　義彰／著 沖縄タイムス社
凧の民俗誌 斎藤　忠夫／著 未来社
日本児童遊戯集 大田　才次郎／編 平凡社
海女記 瀬川　清子／著 ジープ社
女の庶民史 鎌田　久子／著 青娥書房
女の民俗誌 瀬川　清子／著 東京書籍
しきたりの中の女 瀬川　清子／著 三彩社
飛?の女たち 江馬　三枝子／著 ジープ社
無花果 沢田　五倍子／著 坂本書店
おとことおんなの民俗誌 池田　弥三郎／著 講談社
古代エジプトの性 リーセ・マニケ／著 法政大学出版局
性 伝統と現代編集部／編 伝統と現代社
性崇拝 太田　三郎／著 黎明書房
性と民俗 名古屋民俗研究会／編 名古屋民俗研究会
性風土記 藤林　貞雄／著 岩崎書店
池塘春草 滝川　政次郎／著 青蛙房
女房と山の神 千葉　徳爾／著 堺屋図書
長崎丸山噺 本山　桂川／著 坂本書店出版部
売笑三千年史 中山　太郎／著 春陽堂
吉原艶史 北村　長吉／著 新人物往来社
南中部の祝事 小沢　秀之／[ほか]著 明玄書房
子育ての民俗をたずねて 姫田　忠義／著 柏樹社
児やらひ 大藤　ゆき／著 ジープ社
産育習俗語彙 柳田　國男／著 愛育會
間引きと水子 千葉　徳爾／著 農山漁村文化協会
アイヌの婚姻 瀬川　清子／著 未来社
沖縄婚姻史 奥野　彦六郎／著 国書刊行会
ケガレとしての花嫁 近藤　直也／著 長崎県立大学学術研究会
婚姻覚書 瀬川　清子／著 大日本雄弁会講談社
婚姻習俗語彙 柳田　國男／共著 民間傳承の會
婚姻の話 柳田　国男／著 岩波書店
日本婚姻史 中山　太郎／著 日文社
日本婚姻史論 有賀　喜左衛門／著 日光書院
近畿の葬送・墓制 堀　哲／[ほか]著 明玄書房
葬制の起源 大林　太良／著 角川書店
葬送儀礼と祖霊観 神谷　幸夫／編 光出版
葬送習俗語彙 柳田　國男／著 民間傳承の會
葬送と墓の民俗 土井　卓治／著 岩田書院
葬送墓制研究集成 第1巻 名著出版
葬送墓制研究集成 第2巻 名著出版
葬送墓制研究集成 第3巻 名著出版
葬送墓制研究集成 第4巻 名著出版
葬送墓制研究集成 第5巻 名著出版
東アジア葬・墓制の研究 斎藤　忠／著 第一書房
仏教以前 井之口　章次／著 古今書院
骨のフォークロア 藤井　正雄／著 弘文堂
墓制と沖縄 徳井　賢／著 三重フィールド出版会
詣り墓 最上　孝敬／著 古今書院



堀田文庫一覧

書名 著者名 出版社

琉球列島における死霊祭祀の構造 酒井　卯作／著 第一書房
祖霊祭祀と死霊結婚 竹田　旦／著 人文書院
村落同族祭祀の研究 竹田　聴洲／著 吉川弘文館
村の祭祀 原田　敏明／[著] 中央公論社
新たなる太陽 柳田　国男／著 修道社
神と祭りと日本人 牧田　茂／著 講談社
カラー 日本のまつり 山と渓谷社／編 山と渓谷社
奇祭巡礼 北条　秀司／著 淡交社
季節の民俗 桜井　徳太郎／著 秀英出版
祭礼行事 沖縄県 高橋　秀雄／編 桜楓社
正月の行事 1 文化財保護委員会／編 平凡社
正月の行事 4 文化庁文化財保護部
正月の行事 ３ 文化庁文化財保護部
月ごとの祭 橋浦　泰雄／著 岩崎書店
日本祭礼風土記 1 宮本　常一／編集 慶友社
日本祭礼風土記 2 宮本　常一／編集 慶友社
日本祭礼風土記 3 宮本　常一／編集 慶友社
日本の祭と芸能 本田　安次／著 錦正社
年中行事覚書 柳田　国男／著 修道社
年中行事図説 民俗学研究所／編 岩崎書店
農村の年中行事 武田　久吉／著 竜星閣
花の民俗学 桜井　満／著 雄山閣
分類祭祀習俗語彙 柳田　国男／著 角川書店
祭 永田　久光／著 東京創元社
祭 松平　斉光／著 日光書院
まつり 萩原　秀三郎／著 美術出版社
まつりと行事 橋浦　泰雄／著 毎日新聞社

まつりと芸能の研究 第1集 田中　義広／編
まつり同好会20周年記念刊
行会

まつりと芸能の研究 第2集 田中　義広／編
まつり同好会20周年記念刊
行会

まつりの旅 田中　義広／著 まつり同好会
祭りのふるさと 北条　秀司／著 日本交通公社
祭-本質と諸相 松平　斉光／著 朝日新聞社
民間暦 宮本　常一／著 六人社
矢島せい子のくらしの歳時記 矢島　せい子／著 労働教育センター
熊祭 更科　源蔵／著 楡書房
陸前の年中行事 東北民俗の会／編 東北民俗の会
日本の年中行事 岩崎　敏夫／著 海外協会図書館
東京のまつり 浜谷　了一／著 朝日新聞社
三戸のおしょうろ流し 神奈川県教育委員会
加賀能登の年中行事 今村　充夫／著 北国出版社
若狭の四季 福井県立若狭歴史民俗資料館／編集 福井県立若狭歴史民俗資料
静岡県の祭ごよみ 静岡県民俗学会／編 静岡新聞社
失われた祭り 山崎　一司／著 富山村教育委員会
尾張のお祭 伊奈　森太郎／著 名古屋鉄道
名古屋祭 伊勢　門水／著 川瀬代助
花祭論 愛知大学綜合郷土研究所／編 岩田書院
三河のお祭 伊奈　森太郎／著 名古屋鉄道
三重のまつり 三重県観光連盟
近江祭礼風土記 井上　頼寿／編纂[著] 滋賀県神社庁
近江の祭と民俗 宮畑　巳年生／著 ナカニシヤ出版
近江日野祭 日野祭調査委員会／編集 日野町教育委員会
古都祭暦 北条　秀司／著 淡交社
鴨川住吉の神事 桐山　宗吉／著 [桐山宗吉]
年中行事と民俗芸能 大森　惠子／著 岩田書院
和州祭礼記 辻本　好孝／著 天理時報社
因伯の年中行事 田中　新次郎／著 稲葉書房
岡山県の正月行事 藤井　駿／編集 岡山民俗学会
広島県に於ける年中行事 新藤　久人／著 年中行事刊行後援会
広島県に於ける年中行事 第2巻 新藤　久人／著 年中行事刊行後援会



堀田文庫一覧

書名 著者名 出版社

下関民俗歳時記 下関民俗歳時記編纂会／編集 下関市教育委員会

愛媛の弓祭 森　正史／編
愛媛大学農学部付属農業高
等学校

九州路の祭儀と民俗 宮武　省三／著 三元社
宮崎県東臼杵郡椎葉村の正月行事 永松　敦／著 名古屋民俗研究会
南九州の柴祭・打植祭の研究 小野　重朗／[著] [小野重朗]
アシヤゲの遊び 親泊　康哲／著 親泊康哲
沖縄県久高島資料 古典と民俗学の会／編集 古典と民俗学の会
沖縄県久高島の祭り 古典と民俗学の会／編集 古典と民俗学の会
沖縄の祭と芸能 本田　安次／著 第一書房
カラー沖縄のまつり 月刊沖縄社／編集 月刊沖縄社
具志堅のシニーグ 新城　徳祐／著 [新城徳祐]
韓国の村祭り 朴　桂弘／著 国書刊行会
朝鮮の年中行事 朝鮮総督府
朝鮮の祭りと巫俗 崔　吉城／著 第一書房
郷土芸能 郡司　正勝／著 東京創元社
芸能 池田　弥三郎／著 岩崎書店
芸能民俗図誌 本山　桂川／著 崇文堂
芸能論纂 本田安次博士古稀記念会／編 錦正社
霜月神楽之研究 本田　安次／著 明善堂書店
図録日本の民俗芸能 本田　安次／著 朝日新聞社
西日本諸神楽の研究 石塚　尊俊／著 慶友社
日本の伝統芸能 本田　安次／著 錦正社
日本の傳統藝能 第3卷 本田　安次／著 錦正社
日本の傳統藝能 第5卷 本田　安次／著 錦正社
日本の傳統藝能 第7卷 本田　安次／著 錦正社
日本の傳統藝能 第8卷 本田　安次／著 錦正社
日本の傳統藝能 第9卷 本田　安次／著 錦正社
日本の傳統藝能 第11卷 本田　安次／著 錦正社
日本の傳統藝能 第12卷 本田　安次／著 錦正社
日本の傳統藝能 第13卷 本田　安次／著 錦正社
日本の傳統藝能 第14卷 本田　安次／著 錦正社
日本の傳統藝能 第15卷 本田　安次／著 錦正社
日本の傳統藝能 第16卷 本田　安次／著 錦正社
日本の傳統藝能 第17卷 本田　安次／著 錦正社
日本の傳統藝能 第18卷 本田　安次／著 錦正社
日本の傳統藝能 第19卷 本田　安次／著 錦正社
日本の傳統藝能 第20卷 本田　安次／著 錦正社
日本の民俗芸能 1 本田　安次／著 木耳社
日本の民俗芸能 2 本田　安次／著 木耳社
日本の民俗芸能 3 本田　安次／著 木耳社
日本の民俗芸能 4 本田　安次／著 木耳社
日本の民俗芸能 5 本田　安次／著 木耳社
念仏芸能と御霊信仰 大森　惠子／著 名著出版
村の遊び 西角井　正慶／著 ジープ社
アイヌの踊 河野　広道／著 楡書房
山伏神楽・番楽 本田　安次／著 井場書店
岩手の民俗芸能 山伏神楽篇 岩手県教育委員会
陸前浜乃法印神楽 本田　安次／著 臨川書店
新潟県民俗芸能誌 桑山　太市／著 錦正社
芸能の谷 第1巻 三隅　治雄／著 新葉社
芸能の谷 第2巻 三隅　治雄／著 新葉社
芸能の谷 第3巻 三隅　治雄／著 新葉社
芸能の谷 第4巻 三隅　治雄／著 新葉社
尾張万歳たずねたずねて 前編 岡田　弘／[著] 名古屋市教育委員会
尾張万歳たずねたずねて 中編 岡田　弘／[著] 名古屋市教育委員会
花祭 早川　孝太郎／著 岩崎書店
三重県の民俗芸能 三重県教育委員会／編集 三重県教育委員会
最上踊り沿革史 武久　梅吉／著 武久梅吉
兵庫県民俗芸能誌 喜多　慶治／著 錦正社
奄美の旅 本田　安次／著 民俗芸能の会
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南島採訪記 本田　安次／著 明善堂書店
八重山芸能と民俗 宮良　賢貞／著 根元書房
石神問答 柳田　国男／[著] 石神問答複製本頒布会
因伯道神志 蓮仏　重寿／著 青鳩吟社
海の宗教 桜田　勝徳／著 淡交社
大隅路の田ノ神像 野田　千尋／著 木耳社
岡山県性信仰集成 岡山県性信仰集成編集委員会／編集 岡山民俗学会
沖縄古代の水の信仰 大井　浩太郎／著 沖縄文教出版社
沖縄の祖先祭祀 平敷　令治／著 第一書房
沖縄のノロの研究 宮城　栄昌／著 吉川弘文館
鬼伝説の研究 若尾　五雄／著 大和書房
女の霊力と家の神 宮田　登／著 人文書院
神から翁へ 山折　哲雄／著 青土社
神と村 仲松　弥秀／著 梟社
歓喜天(聖天)信仰と俗信 笹間　良彦／著 雄山閣出版
季節の神々 西谷　勝也／著 慶友社
禁忌習俗語彙 柳田　国男／著 国学院大学方言研究会
古諏訪の祭祀と氏族 古部族研究会／編 永井出版企画
古代の斎忌(イミ) 岡田　重精／著 国書刊行会
済州島巫俗の研究 玄　容駿／著 第一書房
杓子の信仰 本山　桂川／著 旅の趣味会
石神問答 柳田　国男／著 創元社
白装束の女たち 宮城　鷹夫／著 プロジェクト・オーガン出版局
十三塚考 柳田　国男／共著 三省堂出版
聖と俗の葛藤 堀　一郎／著 平凡社
先祖の話 柳田　国男／著 筑摩書房
先祖の話 [柳田　国男／著] [柳田為正]
田の神 芳賀　日出男／著 平凡社
朝鮮の鬼神 [村山　智順／著] 国書刊行会
朝鮮の風水 朝鮮総督府／編 国書刊行会
朝鮮の巫覡 [村山　智順／著] 国書刊行会
天白と爍神 前島　長盛／著 日本学術文化社
南西諸島の神観念 住谷　一彦／著 未来社
日本の鬼 近藤　喜博／著 桜楓社
日本の俗信 井之口　章次／著 弘文堂
日本民間信仰論 桜井　徳太郎／著 雄山閣
我が国民間信仰史の研究 堀　一郎／著 創元社
藁綱論 橋本　鉄男／著 初芝文庫
榛名山麓の性神風土記 小板橋　靖正／著 あさを社
馬娘婚姻譚 今野　円輔／著 岩崎書店
遠州の天狗 近藤　秀明／著 [近藤秀明]
滅びゆく性神と秘仏を訪ねて 伊豆編 林　久統／著 大孝弥栄会
本邦小祠の研究 岩崎　敏夫／著 岩崎博士学位論文出版後援
水木しげるのあの世の事典 水木　しげる／著 東京堂出版
ミロク信仰の研究 宮田　登／著 未来社
民間信仰 堀　一郎／著 岩波書店
民間信仰 桜井　徳太郎／著 塙書房
民間信仰史の研究 高取　正男／著 法蔵館
屋敷神の研究 直江　広治／著 吉川弘文館
屋根神さま 芥子川　律治／著 名古屋市教育委員会
山の神 ネリー・ナウマン／著 言叢社
山の神信仰の研究 堀田　吉雄／著 伊勢民俗学会
やまの神事 文化財保護委員会／編 平凡社
化粧地蔵 池田　弥三郎／文 淡交社
名古屋のお地蔵さま 芥子川　律治／著 名古屋市
大磯の道祖神祭 [中村　亮雄／著] 神奈川県教育委員会
信濃の道祖神 田中　康弘／著 信濃路
図説甲斐の道祖神 甲府第二高等学校社会研究部／編 地方書院
道祖神 武田　久吉／著 アルス
道祖の神々 芦田　英一／著 池田書店
新潟県の道祖神 横山　旭三郎／著 野島出版
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東筑摩郡道神図絵 橋浦　泰雄／編 郷土研究社
道の神 山田　宗睦／文 淡交社
庚申信仰 窪　徳忠／著 山川出版社
雪国の庚申さま 上村　政基／著 野島出版
小絵馬図譜 石子　順造／編著 芳賀書店
暮らしに生きる俗信60話 井之口　章次／著 講談社
俗信と言い伝え 市橋　鐸／著 泰文堂
夢 石橋　臥波／著 宝文館
日本迷信集 今野　円輔／著 河出書房新社
沖縄の迷信 名幸　芳章／著 月刊沖縄社
性と迷信 李　圭泰／著 東洋図書出版
伝説 柳田　国男／著 岩波書店
民俗文学へのいざなひ 臼田　甚五郎／著 桜楓社
民話 関　敬吾／著 岩波書店
昔話 関　敬吾／著 ぐろりあ・そさえて
木馬と石牛 金関　丈夫／著 角川書店
お化け図絵 粕　三平／編著 芳賀書店
聴耳草紙 佐佐木　喜善／著 三元社
口承文芸史考 柳田　国男／著 中央公論社
古代社会と浦島伝説 上 水野　祐／著 雄山閣
古代社会と浦島伝説 下 水野　祐／著 雄山閣
こぶとり爺さん・かちかち山 関　敬吾／編 岩波書店
山島民譚集 柳田　国男／著 平凡社
山島民譚集 柳田　国男／著 創元社
女性と民間傳承 柳田　國男／著 岡書院
説話民謡考 鈴木　棠三／著 三一書房
手っきり姉さま 能田　多代子／編 未来社

伝承文芸 第5号 民俗文学研究会編集委員／編集
国学院大学(文学第二研究
室)民俗文学研究会

日本伝説名彙 日本放送協会／編 日本放送出版協会
日本の伝説 柳田　国男／著 ジープ社
日本の伝説 9 角川書店
日本の伝説 24 角川書店
日本の民話 2 研秀出版
日本の民話 9 研秀出版
日本の昔話 関　敬吾／著 日本放送出版協会
日本の昔話 3 日本放送出版協会
日本の幽霊 池田　弥三郎／[著] 中央公論社
日本民族伝説全集 別巻 藤沢　衛彦／著 河出書房
日本昔話集成 第1部 関　敬吾／著 角川書店
日本昔話集成 第2部の1 関　敬吾／著 角川書店
日本昔話集成 第2部の2 関　敬吾／著 角川書店
日本昔話集成 第3部の1 関　敬吾／著 角川書店
日本昔話集成 第2部の3 関　敬吾／著 角川書店
日本昔話集成 第3部の2 関　敬吾／著 角川書店
日本昔話通観 第13巻 稲田　浩二／責任編集 同朋舎
日本昔話通観 第15巻 稲田　浩二／責任編集 同朋舎
日本昔話通観 第26巻 稲田　浩二／責任編集 同朋舎
日本昔話名彙 日本放送協会／編 日本放送出版協会
一目小僧その他 柳田　国男／著 小山書店
民話集海山の姫唄男ばなし 崎村　久邦／文 葦書房
民話の発見 民話の会／編 大月書店
昔ばなし 桜井　徳太郎／著 塙書房
昔話覚書 柳田　国男／著 三省堂出版
昔話採集手帖 昭和11年度 柳田　国男／共編 民間伝承の会
昔話と笑話 関　敬吾／著 岩崎書店
昔話と文学 柳田　国男／著 創元社
木思石語 柳田　國男／著 三元社
桃太郎の誕生 柳田　国男／著 三省堂
妖怪談義 柳田　國男／著 修道社
炉辺叢書 [7] 郷土研究社
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炉辺叢書 [15] 郷土研究社
炉辺叢書 [26] 名著出版
炉辺叢書 [30] 名著出版
炉辺叢書 [33] 名著出版
炉辺叢書 [34] 郷土研究社
炉辺叢書 [35] 郷土研究社
ロマンの旅 日本の伝説 20 世界文化社
北海道伝説集 アイヌ篇 更科　源蔵／編著 楡書房
東奥異聞 佐々木　喜善／著 坂本書店出版部
奥隅奇譚 中道　等／著 郷土研究社
岩手艶笑譚 藤沢　美雄／著 津軽書房
岩手艶笑譚 続 藤沢　美雄／著 津軽書房
上閉伊郡昔話集 佐々木　喜善／[著] 三省堂
紫波郡昔話集 小笠原　謙吉／[著] 三省堂
木小屋話 武田　正／編 桜楓社
佐藤家の昔話 [佐藤　孝一／述] 桜楓社
千貫長者 清野　久雄／著 庄内民俗学会
羽黒山二百話 戸川　安章／著 [戸川安章]
磐城昔話集 岩崎　敏夫／[著] 三省堂
栗山の話 高橋　勝利／著 芳賀土俗研究会
藤沢の民話 藤沢市教育文化研究所／編集 藤沢市教育文化研究所
赤い聞耳ずきん 水沢　謙一／著 野島出版
おばばの昔ばなし 池田　チセ／[述] 野島出版
佐渡島昔話集 鈴木　棠三／[著] 三省堂

吹谷松兵衛昔話集 野村　純一／編
増補改訂『吹谷松兵衛昔話
集』刊行会

南蒲原郡昔話集 岩倉　市郎／[著] 三省堂
甲斐伝説集 土橋　里木／著 山梨民俗の会
信州の伝説 浅川　欽一／編著 第一法規
飛?の伝説 小島　千代蔵／著 小島千代蔵
静岡県伝説めぐり 第2集 御手洗　清／著 宝林堂書店
新城の伝説 山本　一三二／編 新城市郷土研究会
新編愛知県伝説集 福田　祥男／著 名古屋泰文堂
虹と黒潮 福田　祥男／編著 竹内書店
伊賀の伝説 北出　楯夫／著 [北出楯夫]
磯部のむかしばなし 磯部町教育委員会／編集 磯部町教育委員会
員弁の伝説 近藤　杢／著 員弁新聞社
松阪の民話 山田　勘蔵／編集 松阪市立中央公民館
三重むかしむかし 小川　忠彦／著 光書房
高月町のむかし話 続 高月町教育委員会／編集 高月町教育委員会
口丹波口碑集 垣田　五百次／編 郷土研究社
紀ノ川の民話 伊都篇 和歌山県民話の会／編集 和歌山県民話の会
熊野・本宮の民話 和歌山県民話の会／編集 和歌山県民話の会
御津郡昔話集 今村　勝臣／[著] 三省堂
芸備今昔話 及川　儀右衛門／著 一誠社
四国路の伝説 武田　明／編著 第一法規
阿波祖谷山昔話集 武田　明／[著] 三省堂
讃岐佐柳志々島昔話集 武田　明／[著] 三省堂
讃岐民話集 三木　春露／著 旅行文化社出版部
豊国筑紫路の伝説 市場　直次郎／編著 第一法規
壱岐島昔話集 山口　麻太郎／[著] 三省堂
島原半島昔話集 関　敬吾／[著] 三省堂
肥後の笑話 木村　祐章／編 桜楓社
肥後民話集 荒木　精之／著 梓書房
直入郡昔話集 鈴木　清美／[著] 三省堂
おきのえらぶ昔話 岩倉　市郎／著 古今書院
喜界島昔話集 岩倉　市郎／[著] 三省堂
甑島昔話集 岩倉　市郎／[編著] 三省堂
徳之島の昔話 田畑　英勝／編 田畑英勝
沖縄地方の民間文芸 福田　晃／編 三弥井書店
沖縄の伝説 源　武雄／編著 第一法規
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沖縄の艶笑譚 那覇出版社／編 那覇出版社
沖縄の民話と他界観 丸山　顕徳／著 海鳴社
とかしきの民話 渡嘉敷村史編集委員会／編集 渡嘉敷村
南島の昔話 昔話研究懇話会／編 三弥井書店
南島昔話叢書 1 同朋舎
北京の伝説 金　受申／[著] 平凡社
原語による台湾高砂族伝説集 台北帝国大学言語学研究室／編 刀江書院
なぞとことわざ 柳田　国男／著 筑摩書房
沖縄宮古ことわざ全集 吉村　玄得／著 吉村玄得
民謡の今と昔 柳田　国男／著 地平社書房
志摩の古謡 西世古　恒也／編 志摩郷土会
志摩の古謡 西世古　恒也／編 西世古恒也
松阪のうた 松阪市殿町／編集 松阪市殿町
労作唄 倉田　正邦／編 三重県民謡研究所
八重山古謡 上 喜舎場　永珣／著 沖縄タイムス社
八重山古謡 下 喜舎場　永珣／著 沖縄タイムス社
異文化の探究 梅棹　忠夫／編 講談社
海からの贈りもの「貝」と人間 ジェイン・F・セイファー／テキスト 築地書館
河童駒引考 石田　英一郎／著 筑摩書房
日本民族学の回顧と展望 日本民族学会／編集 民族学振興会
フィールド・ノート 泉　靖一／著 新潮社
文化人類学の視角 山口　昌男／著 岩波書店
文化人類学ノート 石田　英一郎／著 河出書房
文化のなかの人間 泉　靖一／著 文芸春秋
馬淵東一著作集 補巻 馬淵　東一／著 社会思想社
馬淵東一著作集 第1巻 馬淵　東一／著 社会思想社
馬淵東一著作集 第2巻 馬淵　東一／著 社会思想社
馬淵東一著作集 第3巻 馬淵　東一／著 社会思想社
民族学の旅 梅棹　忠夫／編 講談社
民族学の旅 続 梅棹　忠夫／編 講談社
民族学の歴史と方法 W・シュミット／著 彰考書院
文化人類学事典 石川　栄吉／[ほか]編 弘文堂

社会人類学の諸問題
馬淵東一先生古稀記念論文集編集委
員会／編

第一書房

W・シュミット生誕100年記念論文集 南山大学人類学研究所／編集 中日新聞社
民俗学論攷 岡田　太郎／著 太洋出版
桃太郎の母 石田　英一郎／著 法政大学出版局
文化人類学研究会会報 Vol.9(1976July) 南山大学文化人類学研究会

族 13
筑波大学歴史・人類学系民
族学研究室

石田英一郎全集 1 石田　英一郎／著 筑摩書房
石田英一郎全集 2 石田　英一郎／著 筑摩書房
石田英一郎全集 3 石田　英一郎／著 筑摩書房
石田英一郎全集 4 石田　英一郎／著 筑摩書房
石田英一郎全集 5 石田　英一郎／著 筑摩書房
石田英一郎全集 6 石田　英一郎／著 筑摩書房
石田英一郎全集 7 石田　英一郎／著 筑摩書房
石田英一郎全集 8 石田　英一郎／著 筑摩書房
沖縄海岸国定公園拡張候補地学術調査報告 沖縄自然研究会／編集 沖縄県
星の神話・伝説 野尻　抱影／著 白鳥社
天文暦法と陰陽五行説 飯島　忠夫／著 第一書房
八重山の明和大津波 牧野　清／著 牧野清
コタン生物記 2 更科　源蔵／著 法政大学出版局
三重の自然史研究年表資料 三重県自然史研究会／編集 三重県総務部学事文書課
森林がサルを生んだ 河合　雅雄／著 平凡社
骨 鈴木　尚／著 学生社
日本民族の起源 金関　丈夫／[著] 法政大学出版局
植物妖異考 白井　光太郎／著 岡書院
文学植物記 矢頭　献一／[著] 朝日新聞社
野草雑記 柳田　国男／著 甲鳥書林
草・虫・石を尋ねて 安井　直康／[著] 安井直己
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虫の民俗誌 梅谷　献二／著 築地書館
魚の民俗 矢野　憲一／著 雄山閣
日本魚名集覧 第1部 渋沢　敬三／著 角川書店
日本魚名集覧 第2部 渋沢　敬三／著 角川書店
猛毒蛇ハブ ハブ撲滅研究同好会
野鳥雑記 柳田　国男／著 甲鳥書林
飛?の鳥 続 川口　孫治郎／著 郷土研究社
狼 平岩　米吉／著 動物文学会
ニホンザルの生態 河合　雅雄／著 河出書房新社
ゴリラ 今西　錦司／著 文芸春秋新社
ゴリラ探検記 河合　雅雄／著 光文社
ゴリラの季節 ジョージ・B・シャラー／著 早川書房
ピグミーチンパンジー 黒田　末寿／著 筑摩書房
死学 二期出版
医師の性科学 押鐘　篤／著 学建書院
性を知る ナンシー F.ウッズ／著 日本看護協会出版会
風俗越中売薬 玉川　信明／著 巧玄出版
くすりの民俗学 三浦　三郎／著 健友館
沖縄の薬草 吉川　敏男／著 月刊沖縄社
近世伊勢における本草学者の研究 松島　博／著 講談社
大林レポート 43 [大林組／編] 大林組広報室

木曽・長良背割堤ガイドブック
建設省中部地方建設局木曽川下流工
事事務所／監修

建設省中部地方建設局木曽
川下流工事事務所

伊勢神宮の建築と歴史 福山　敏男／著 日本資料刊行会
瓦と古代寺院 森　郁夫／著 六興出版
民家のみかた調べかた 太田　博太郎／[ほか]編集 第一法規出版
民家のみかた調べかた 文化財保護委員会／監修 第一法規出版
清朝時計 根津美術館／編集 根津美術館
吉兆味ばなし 湯木　貞一／著 暮しの手帖社
吉兆味ばなし 2 湯木　貞一／著 暮しの手帖社
吉兆味ばなし 3 湯木　貞一／著 暮しの手帖社
食べもの 河出書房新社
味のふるさと 23 角川書店
シマ ヌ ジュウリ 藤井　つゆ／著 道の島社
三重県の伝統料理 三重フィールド研究会／編 三重県良書出版会
あじまんだら 上村　角兵衛／著 中央印刷
沖縄国際海洋博覧会公式ガイドブック 沖縄国際海洋博覧会協会
中国古尺集説 藪田　嘉一郎／編訳注 綜芸舎
稗と麻の哀史 高橋　九一／著 翠楊社
嫁の天国 我妻　東策／著 未来社
日本農民史 柳田　国男／著 刀江書院
百姓と年貢 前　千雄／著 [前千雄]
豊川用水と渥美農村 牧野　由朗／編 岩田書院
稲の日本史 盛永　俊太郎／編 農林協会
稲の日本史 第2 盛永　俊太郎／編 農林協会
出土古代米 稲作史研究会／編 農林協会
庭木 吉村　巌／著 朝倉書店
霞網猟の実際 佐々木　重夫／著 [佐々木重夫]
日本水産史 日本常民文化研究所／編 角川書店
近江国野洲川簗漁業史資料 祝　宮静／考註 アチツク・ミユーゼアム
ギョギョ図鑑 鷲尾　圭司／著 朝日新聞社
鯨に挑む町 熊野太地浦捕鯨史編纂委員会／編 平凡社
歴史の道を歩く 西日本編 藤井　正大／著 柏書房
巡見道・鈴鹿の峠道 三重県教育委員会／編集 三重県教育委員会

観文研二十三年のあゆみ
近畿日本ツーリスト(株)日本観光文化
研究所／編集

近畿日本ツーリスト(株)日本
観光文化研究所

マンダラの旅 前田　常作／著 法蔵館
芸術民俗学研究 竹内　勝太郎／著 福村書店
ガンダーラから正倉院へ 田辺　勝美／著 同朋舎出版
中国五大石窟の旅 紀野　一義／著 佼成出版社
竜の話 林　巳奈夫／著 中央公論社



堀田文庫一覧

書名 著者名 出版社

インドネシアの遺蹟と美術 佐和　隆研／編 日本放送出版協会
インドネシア美術入門 伊東　照司／著 雄山閣出版
西洋美術史要説 嘉門　安雄／編 吉川弘文館

知られざる小美術館たち 千足　伸行／監修
ジャルパック・センター/旅行
開発株式会社ジャルパックア
カデミー事務局

豊田の文化財 豊田市教育委員会／編集 豊田市教育委員会
郷土の文化財 2 宝文館出版
郷土の文化財 3 宝文館出版
郷土の文化財 7 宝文館出版
郷土の文化財 9 宝文館出版
郷土の文化財 10 宝文館出版
郷土の文化財 11 宝文館出版
郷土の文化財 13 宝文館出版
郷土の文化財 14 宝文館出版
民俗資料調査収集の手びき 文化財保護委員会／編集 第一法規出版
行田市の文化財 行田市郷土博物館／編集 行田市郷土博物館
愛知県文化財分布地図 愛知県教育委員会／編集 愛知県教育委員会
一宮の文化財めぐり 一宮市文化財保護審議会／編集 一宮市教育委員会
鹿児島県文化財調査報告書 第12集 鹿児島県教育委員会
沖縄の文化財 沖縄県教育委員会／編集 沖縄県教育委員会
コナラクの彫刻 長谷川　伝次郎／著 圭文館
石造美術概説 田岡　香逸／著 綜芸舎
歓喜仏と密教秘宝 白浜美術館
駿遠豆の木喰仏 日比野　秀男／著 第一法規
江島鶴岡弁才天女像 堀口　蘇山／著 芸苑巡礼社

美濃路の石仏 高木　嘉介／著
岐阜県ユネスコ協会美濃路
の石仏発刊委員会

古今中京画談 田部井　竹香／著 風媒社
図説中京書家画人考 服部　徳次郎／著 名古屋市教育委員会
大和絵史研究 下店　静市／著 富山房
沖縄戦の図 丸木　位里／共同制作 原爆の図丸木美術館
画集わたしの沖縄 一枚の絵
ジョージ・グロッス 宇佐美　幸彦／著 関西大学出版部
光峯遺墨 [杉坂　光峯／書] 光出版印刷(印刷)
短冊覚え書 多賀　博／著 朝日新聞社
名跡墨場必携 阿保　直彦／編 木耳社
古筆切提要 伊井　春樹／編 淡交社
川上澄生全集 第11巻 川上　澄生／著 中央公論社
裸婦百態 平塚　運一／著 光村推古書院
現代中国の遊印 高畑　常信／編 木耳社
黄山仙境 久保田　博二／写真撮影 岩波書店
与那国島 西浦　宏己／著 葦書房
老人と海 本橋　成一／著 朝日新聞社
通俗民芸論 池田　三四郎／著 創世記
原色陶器大辞典 加藤　唐九郎／編 淡交社
壺屋十年 金城　次郎／[作] 用美社
日本絵日記 バーナード・リーチ／著 毎日新聞社
琉球漆器 徳川美術館／編集 徳川美術館
伊勢型紙の歴史 中田　四朗／編著 伊勢型紙の歴史刊行会
日本の郷土玩具 永田　久光／著 東京創元社
雅楽 多　忠竜／著 六興商会出版部
神宮舞楽面 金丸　吉生／[撮影] 金丸吉生
翁そのほか 本田　安次／著 明善堂書店
能の研究 新井　恒易／著 新読書社
黒川能 真壁　仁／著 日本放送出版協会
韓国仮面劇の世界 金　両基／著 新人物往来社
日本の人形芝居 永田　衡吉／著 錦正社
安乗人形の伝統 山下　久四郎／著 安乗人形保存会
越後瞽女日記 斎藤　真一／[著] 河出書房新社
登山全書 随想篇 2 藤木　九三／編 河出書房
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忍術 奥瀬　平七郎／著 人物往来社
南方録 [立花　宗有／著] 岩波書店
言語学入門 寺川　喜四男／著 東雲堂
言語と民俗 松村　武雄／著 東海書房
比較言語学 高津　春繁／著 岩波書店
国語の将来 柳田　国男／著 創元社
国語史 新語篇 柳田　国男／著 刀江書院
毎日の言葉 柳田　国男／著 創元社
標準語と方言 柳田　国男／著 明治書院
日本語源 上巻 賀茂　百樹／著 興風館
日本語源 下巻 賀茂　百樹／著 興風館
和名類聚抄 [源　順／著] 名古屋市博物館
大漢和辞典 巻1 諸橋　轍次／著 大修館書店
大漢和辞典 巻2 諸橋　轍次／著 大修館書店
大漢和辞典 巻3 諸橋　轍次／著 大修館書店
大漢和辞典 巻4 諸橋　轍次／著 大修館書店
大漢和辞典 巻5 諸橋　轍次／著 大修館書店
大漢和辞典 巻6 諸橋　轍次／著 大修館書店
大漢和辞典 巻7 諸橋　轍次／著 大修館書店
大漢和辞典 巻8 諸橋　轍次／著 大修館書店
大漢和辞典 巻9 諸橋　轍次／著 大修館書店
大漢和辞典 巻10 諸橋　轍次／著 大修館書店
大漢和辞典 巻11 諸橋　轍次／著 大修館書店
大漢和辞典 巻12 諸橋　轍次／著 大修館書店
大漢和辞典 [巻13] 諸橋　轍次／著 大修館書店
古語新解 敷浪　迪／著 国書刊行会
分類児童語彙 上巻 柳田　国男／著 東京堂
現代の秘語 入江　勇／著 自由国民社
日本語の系統 白鳥　庫吉／著 岩波書店
字典 藤堂　明保／監修 桑名市
蝸牛考 柳田　国男／著 創元社
国語と民俗学 倉田　一郎／著 青磁社
西は何方 柳田　国男／著 甲文社
風位考資料 柳田　国男／編 明世堂
風土と言葉 宮良　当壮／著 岩崎書店
方言覚書 柳田　国男／著 創元社
全国方言資料 第1巻 日本放送協会／編 日本放送出版協会
全国方言資料 第2巻 日本放送協会／編 日本放送出版協会
全国方言資料 第3巻 日本放送協会／編 日本放送出版協会
全国方言資料 第5巻 日本放送協会／編 日本放送出版協会
全国方言資料 第6巻 日本放送協会／編 日本放送出版協会
全国方言資料 第7巻 日本放送協会／編 日本放送出版協会
全国方言資料 第8巻 日本放送協会／編 日本放送出版協会
全国方言資料 第9巻 日本放送協会／編 日本放送出版協会
全国方言資料 第10巻 日本放送協会／編 日本放送出版協会
全国方言資料 第11巻 日本放送協会／編 日本放送出版協会
砺波民俗語彙 佐伯　安一／著 高志人社
名古屋言葉辞典 山田　秋衛／編著 名古屋泰文堂
三重県方言 第4号 三重県方言学会
三重県方言 第5号 三重県方言学会
三重県方言 第6号 三重県方言学会
三重県方言 第12号 三重県方言学会
三重県方言 第14号 三重県方言学会
三重県方言 第17号 三重県方言学会
三重県方言 第18号 三重県方言学会
三重県方言 第21号 三重県方言学会
三重県方言 第24号 三重県方言学会
三重県方言 第25号 三重県方言学会
京のわる口 秦　恒平／著 平凡社
土佐の方言 土井　八枝／著 春陽堂
大隅肝属郡方言集 野村　伝四／著 中央公論社
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沖縄語辞典 大蔵省印刷局
沖縄の方言 中松　竹雄／著 桜楓社
南島叢考 宮良　当壮／著 一誠社
琉球語の秘密 村山　七郎／著 筑摩書房
女へんの文字 藤堂　明保／著 山王書房
アイヌ語入門 知里　真志保／著 楡書房
地名アイヌ語小辞典 知里　真志保／著 楡書房
梵字手帖 徳山　暉純／著 木耳社
New national first reader 戸田直秀
性の文学 河出書房新社
文学 第52巻第6号 岩波書店
くはな文学碑めぐり 久徳　高文／監修 むらさき会
新編秘められた文学 吉田　精一／編 至文堂
三重県の文学碑 中勢編 本城　靖／著 光書房
中世の文学 唐木　順三／著 筑摩書房
元禄文学辞典 佐藤　鶴吉／編 芸林舎
江戸軟派雑考 尾崎　久弥／著 春陽堂
折口信夫とその人生 塚崎　進／著 桜楓社出版
折口名彙と折口学 西村　亨／著 桜楓社
まれびとの座 池田　弥三郎／著 中央公論社
うりずんの島 外間　守善／著 沖縄タイムス社
文学と民俗学 池田　弥三郎／著 岩崎書店
国文学 第18巻1号 学灯社
国文学 第21巻15号(11月臨時増刊号) 学灯社
国文学 第26巻第14号(10月臨時増刊号) 学灯社
国文学解釈と鑑賞 第428号 至文堂
国文学解釈と鑑賞 477 至文堂
播磨の風土と文化 姫路文学館／編集 姫路文学館
高崎正秀著作集 第7巻 高崎　正秀／著 桜楓社
津島詞華 津島第一尋常高等小学校
恋の座 折口　信夫／著 和木書店
存在の扇 山中　智恵子／著 小沢書店
万葉集大成 8 平凡社
万葉集の民俗学的研究 桜井　満／著 おうふう
万葉集の民俗学的研究 中山　太郎／著 校倉書房
小野小町 前田　善子／著 三省堂
斎宮女御徽子女王 山中　智恵子／著 大和書房
森のふくろう 来嶋　靖生／著 河出書房新社
面影 沢田　四郎作／著 沢田幸
秘帳 湯浅　真沙子／作 有光書房
誓子句碑アルバム 丘本　風彦／編集 誓子句碑アルバム刊行会
麦畝句集 浦口　麦畝／著 麦畝句集刊行会
六三子残影 [野呂　六三子／著] 光出版
八雲 松島　翡翠／著 松島博
俳諧評釈 柳田　国男／著 創元社
生り島 松田　州弘／著 那覇出版社
万葉人 稲垣　富夫／著 千手閣
沖縄風流情歌集 仲井真　元楷／著 想汪社
日本古謡集 本田　安次／著 未来社
琉歌百選 仲井真　元楷／編 想汪社
神楽歌秘録 本田　安次／著 錦正社
多武峯延年 本田　安次／著 本田安次
謡曲集 上 田中　允／校註 朝日新聞社
謡曲集 中 田中　允／校註 朝日新聞社
謡曲集 下 田中　允／校註 朝日新聞社

大阪の伝説
大阪府小学校国語科教育研究会「大
阪の伝説」編集委員会／編

日本標準

校訂古事記伝 4 本居　宣長／著 吉川弘文館
校訂古事記伝 5 本居　宣長／著 吉川弘文館
校訂古事記伝 6 本居　宣長／著 吉川弘文館
物語の誕生 塚崎　進／著 岩崎書店
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源氏物語の伝承と創造 三苫　浩輔／著 おうふう
物語と語り物 柳田　国男／著 角川書店
雑談集 [無住道暁／著] 三弥井書店
逸著聞集 山岡　明阿／著 三崎書房
江戸艶本(エホン)を読む 林　美一／著 新潮社
きのふはけふの物語 横山　重／編 古典文庫
応仁四話 唐木　順三／著 筑摩書房
風の御主前(ウシュマイ) 大城　立裕／[著] 日本放送出版協会
日本の昔話 柳田　国男／著 ジープ社
孟姜女考 有吉　佐和子／[著] 新潮社
津軽艶笑譚 平井　信作／著 津軽書房
土佐桃色話 「発汗たらたら」の巻 河野　裕／文 ダイヤモンド観光
甲子夜話 [正]1 松浦　静山／[著] 平凡社
甲子夜話 [正]2 松浦　静山／[著] 平凡社
甲子夜話 [正]3 松浦　静山／[著] 平凡社
甲子夜話 [正]4 松浦　静山／[著] 平凡社
甲子夜話 [正]5 松浦　静山／[著] 平凡社
甲子夜話 [正]6 松浦　静山／[著] 平凡社
塩尻 上巻 天野　信景／著 帝国書院
塩尻 下巻 天野　信景／著 帝国書院
日本随筆大成 巻1 日本随筆大成編輯部／編纂 吉川弘文館
日本随筆大成 別巻 1 日本随筆大成編輯部／編 吉川弘文館
日本随筆大成 巻2 日本随筆大成編輯部／編纂 吉川弘文館
日本随筆大成 別巻 2 日本随筆大成編輯部／編 吉川弘文館
日本随筆大成 巻3 日本随筆大成編輯部／編纂 吉川弘文館
日本随筆大成 別巻 3 日本随筆大成編輯部／編 吉川弘文館
日本随筆大成 巻4 日本随筆大成編輯部／編纂 吉川弘文館
日本随筆大成 別巻 4 日本随筆大成編輯部／編 吉川弘文館
日本随筆大成 巻5 日本随筆大成編輯部／編纂 吉川弘文館
日本随筆大成 別巻 5 日本随筆大成編輯部／編 吉川弘文館
日本随筆大成 巻6 日本随筆大成編輯部／編纂 吉川弘文館
日本随筆大成 別巻 6 日本随筆大成編輯部／編 吉川弘文館
日本随筆大成 巻7 日本随筆大成編輯部／編纂 吉川弘文館
日本随筆大成 巻8 日本随筆大成編輯部／編纂 吉川弘文館
日本随筆大成 巻9 日本随筆大成編輯部／編纂 吉川弘文館
日本随筆大成 別巻 9 日本随筆大成編輯部／編 吉川弘文館
日本随筆大成 巻10 日本随筆大成編輯部／編纂 吉川弘文館
日本随筆大成 巻11 日本随筆大成編輯部／編纂 吉川弘文館
日本随筆大成 巻12 日本随筆大成編輯部／編纂 吉川弘文館
日本随筆大成 第2期 21 日本随筆大成編輯部／編 吉川弘文館
日本随筆大成 第3期 20 日本随筆大成編輯部／編 吉川弘文館
日本随筆大成 第3期 21 日本随筆大成編輯部／編 吉川弘文館
日本随筆大成 第3期 22 日本随筆大成編輯部／編 吉川弘文館
日本随筆大成 第3期 23 日本随筆大成編輯部／編 吉川弘文館
日本随筆大成 第3期 24 日本随筆大成編輯部／編 吉川弘文館
女であること 神戸　道子／著 光書房
女ひと 室生　犀星／著 新潮社
女ひと 続 室生　犀星／著 新潮社
久弥の横顔 尾崎　久弥／[著] 愛知県郷土資料刊行会
島にて 島尾　敏雄／著 冬樹社
麝香の臍 宮本　勢助／著 文一路社
随筆民話 高田　十郎／著 桑名文星堂
長屋大学 金関　丈夫／著 法政大学出版局
南天荘雑筆 井上　通泰／著 春陽堂
笑の本願 柳田　国男／著 養徳社
不幸なる芸術 柳田　国男／著 筑摩書房
ふるさと物語 青山　洋二／著 新星図書出版
まつざかべん 大井　正男／著 夕刊三重新聞社
みみずのたはこと 徳富　健次郎／著 岩波書店
余韻 本田　安次／著 本田安次
味な話 4 徳重屋



堀田文庫一覧

書名 著者名 出版社

現代随想全集 1 創元社
秋山記行 鈴木　牧之／著 信濃教育会出版部
菅江真澄遊覧記 1 菅江　真澄／著 平凡社
菅江真澄遊覧記 2 菅江　真澄／著 平凡社
菅江真澄遊覧記 3 菅江　真澄／著 平凡社
菅江真澄遊覧記 4 菅江　真澄／著 平凡社
菅江真澄遊覧記 5 菅江　真澄／著 平凡社
秋風帖 柳田　国男／著 創元社
二十七度線 岡部　伊都子／著 講談社
豆の葉と太陽 柳田　国男／著 創元社
近代日本文学大系 第25巻 国民図書株式会社／編輯 国民図書
稲垣足穂大全 3 稲垣　足穂／著 現代思潮社
狂雲集 一休／[原著] 講談社
狂雲集 夢閨のうた 一休／[原著] 講談社
江南春 青木　正児／著 平凡社
サルカメ合戦 村上　公敏／編訳 筑摩書房
パンソリ 申　在孝／[著] 平凡社
アイヌの文学 久保寺　逸彦／著 岩波書店
アイヌ神謡集 知里　幸恵／編 弘南堂書店
アイヌ・フォークロア ニコライ・ネフスキー／著 北海道出版企画センター
ユーカラ鑑賞 知里　真志保／著 潮文社
あいぬの昔話 金田一　京助／[編]著 晃文社
アラビアン・ナイト 2 前嶋　信次／訳 平凡社
アラビアン・ナイト 3 前嶋　信次／訳 平凡社
アラビアン・ナイト 4 前嶋　信次／訳 平凡社
アラビアン・ナイト 5 前嶋　信次／訳 平凡社


