
ISBN 書名 本体価格 美本在庫 返本在庫
9784380992186 「アジアキーパーソン」事典 ¥1,600
9784380920042 「サンデー毎日」編集長日記 ¥922
9784380983078 「シンプル・リッチ」に生きる ¥1,400
9784380170010 「テロ等準備罪」にだまされるな！ ¥1,300 〇
9784380170034 「ニーハオ」羽根つき餃子とともに ¥1,500 〇
9784380920110 「ロシア帝国」の民族反乱 ¥728 ●
9784380832390 「愛の献血」が売られている ¥1,200
9784380160011 「慰安婦」問題の現在 ¥1,800 〇
9784380942730 「一茶流山ニ入」の記 ¥1,748 〇
9784380992216 「銀河英雄伝説」研究序説 ¥1,600
9784380972850 「個人情報誌」攻略マニュアル ¥1,200
9784380862199 「校則」の研究 ¥1,845
9784380042058 「鋼の錬金術師」解読 ¥1,143 ●
9784380052057 「鋼の錬金術師」解読パート２ ¥1,143 〇
9784380072055 「高村光太郎」という生き方 ¥2,000 ●
9784380962912 「征韓論」の系譜 ¥2,621
9784380973017 「青」の民俗学 ¥2,800 〇
9784380932359 「総理大臣の私生活」はなぜ徹底追及できな ¥1,942
9784380970030 「超」腸内革命 ¥800 ●
9784380982316 「難民」とは何か ¥2,500
9784380082054 「母たち」の戦争と平和 ¥1,500 〇
9784380130083 「法華経」って、そういうことだったんだ。 ¥1,900 〇
9784380932311 「有機食品」の秘密 ¥1,262 〇
9784380952623 『古事記』に隠された幾何学 ¥2,136
9784380952647 『大震火災避難の心得』を読む ¥1,942 〇
9784380742125 『天皇制』論集 ¥5,500
9784380762062 『天皇制』論集　第二輯 ¥4,944
9784380792144 『北一輝』論集 ¥5,500
9784380972188 『明月記』をよむ ¥7,000
9784380872365 ０（ゼロ）度の女死刑囚フィルダス ¥1,301
9784380902000 １０代のアフタースクール ¥1,165
9784380812163 １９３０年代日本共産主義運動史論 ¥4,800
9784380762154 １９３０年代日本共産党私史 ¥1,500
9784380992308 ２時間ドラマ大事典 ¥1,600
9784380052040 ＣＨＯＴＯＫＵ×Ｒ－Ｄ１ ¥2,500 ●
9784380119002 ＣＯＲＩＮ　ＣＯＬＬＥＣＴＩＯＮ ¥1,000 〇
9784380930102 Ｄｒ．ギルバーの泌尿器ガイド ¥728
9784380062018 ＧＲ　ＤＩＧＩＴＡＬ　ＢＯＸ ¥2,300
9784380082061 ＩＧＯＣＯＣＨＩ ¥1,714 〇
9784380022111 ＪＡＺＺ　ＧＩＡＮＴＳ ¥4,762 ●
9784380932267 ＫＡＺＵとＪリーグ ¥1,262
9784380072123 ＫＥＩ　チカーノになった日本人 ¥1,500 ●
9784380962479 ＮＨＫに明日はあるか ¥1,748
9784380930119 ＮＨＫの内幕 ¥728
9784380820205 ＮＨＫはもういらない！ ¥680
9784380912375 ＮＨＫ杯１０年１００局にみる勝負を決めた ¥1,408 〇
9784380072246 ＯＨＡＮＡ ¥1,600 〇
9784380952081 ＰＬ法と住宅トラブル ¥1,748
9784380952326 ＰＬ法事始 ¥1,456
9784380882234 ＰＴＡの研究親の教育権を見直す ¥1,500
9784380062056 ＲＡＮＧＯＯＮ　ＲＡＤＩＯ ¥3,333 ●
9784380640025 ＳＦエロチックス三一新書４５９ ¥650
9784380130038 ＳＯＳ！５００人を救え！ ¥1,500 〇
9784380982415 ＴＫミュージック解体新書 ¥1,400
9784380962752 ＵＦＯ　－　Ｘ　－　ファイル ¥1,359
9784380872198 ああ、民主よ！統一よ！ ¥1,500 〇
9784380762277 あーぶくたった、にぃたった ¥1,300
9784380922329 ああ大阪刑務所四区 ¥1,500 〇



9784380772481 アイヌモシリから出撃せよ！ ¥1,800
9784380922183 アイヌ語の起源 ¥2,816
9784380932878 アイヌ語の研究 ¥5,631 ●
9784380972133 アイヌ語古朝鮮語　日本の地名散歩 ¥2,500
9784380960116 アイヌ民族と日本の歴史 ¥900
9784380882166 アジアと私たち ¥1,650 ●
9784380882074 アジアの安宿から ¥1,500 〇
9784380952937 アジア映画小事典 ¥2,700 ●
9784380982132 アジア演劇の原風景 ¥2,300 〇
9784380942242 アジア演劇人類学の世界 ¥3,883
9784380970078 アジア国境紛争地図 ¥800 ●
9784380782138 アジア的国家と革命 ¥1,800
9784380970139 アトピー性皮膚炎はこわくない ¥900
9784380802270 アナーキズムと天皇制 ¥1,800
9784380932366 あなたの葬式　あなたのお墓 ¥1,748 〇
9784380852299 あなたも落語家になれる　現代落語論其２ ¥2,000 〇
9784380160035 アはアナキストのア ¥3,000 〇
9784380052071 アフガニスタンガイドブック ¥1,800
9784380930034 あぶないアトピー治療法 ¥728
9784380992322 あぶないアルミニウム ¥1,500
9784380910050 あぶないゴミ ¥750 ●
9784380960079 あぶないコンビニ食 ¥825 ●
9784380128035 あぶないハーブ ¥1,000 〇
9784380970115 あぶないプール ¥750 ●
9784380790065 あぶない化粧品 ¥800
9784380980107 あぶない魚介類 ¥800 ●
9784380072130 あぶない抗がんサプリメント ¥2,100 ●
9784380960178 あぶない水道水 ¥777 〇
9784380110023 あぶない地名 ¥1,800 〇
9784380960130 あぶない電磁波！ ¥874
9784380800030 あぶない無リン洗剤 ¥680
9784380840029 あぶない薬 ¥700
9784380852169 アフリカ飢えの構図 ¥1,301
9784380982422 アフリカ系アメリカ人 ¥2,400 〇
9784380802140 アフリカ冒険一人旅 ¥1,800
9784380832772 あまんじゃく童話そよそよ族伝説２ ¥1,000
9784380952777 アメリカ　銃社会の恐怖 ¥2,621
9784380952913 アメリカインディアン死闘の歴史 ¥2,718
9784380812309 アメリカの対外政策決定過程 ¥4,200
9784380882111 アメリカの秘密 ¥1,400
9784380910111 アラブ　戦争と生活 ¥777
9784380942105 アルトマン症候群 ¥1,456
9784380002083 ある詩人の肖像 ¥1,600
9784380912504 ある生体肝移植 ¥1,262
9784380822520 ある伝統美への反逆 ¥2,500
9784380852206 ある兵の戦争記録 ¥1,500
9784380870071 アレルギー児が増えている ¥700
9784380695186 アントニオ－ニ現代のシネマ２ ¥1,500
9784380832109 アンベ－ドカルの生涯不可触民の父 ¥2,500
9784380660061 イエス・キリスト ¥680
9784380982590 イエス・キリスト　奇跡の人 ¥3,200 ●
9784380802119 イエスという男 ¥2,800
9784380082108 いさり場の女 ¥1,900 ●
9784380932724 イスタン　ブルース ¥1,748
9784380942136 イスラム原理主義 ¥3,689
9784380982347 いつか君に　ダウン症児・愛と死の記録 ¥1,800 〇
9784380812750 いのちき　してます ¥1,500
9784380082214 いのちの道を駆け抜ける ¥1,524
9784380882227 いま、三宅島 ¥1,500



9784380880087 いま、税金を考える ¥750
9784380810015 いまなぜ日教組か ¥650
9784380832420 いま何が論じられているか ¥2,500
9784380962639 いま語る戦後教育 ¥2,718
9784380910043 いま社会主義を考える ¥728
9784380882159 いま村に何が起きているか ¥1,300
9784272613526 いま村に何が起きているか ¥1,300
9784380892110 イメージ・コミュニケーションとしての舞踊 ¥2,200 〇
9784380983184 インターネットで囲碁を楽しむ ¥1,900
9784380982651 インターネット業界の仕事 ¥1,400
9784380962196 インディアン・カントリー心の紀行 ¥2,330
9784380952593 インド　寺院の売春婦 ¥1,748
9784380972973 インドシナ戦火の記憶 ¥2,700 〇
9784380872082 インドネシア ¥3,000
9784380892486 インドネシア　現代政治の構造 ¥3,689
9784380952050 インドへ ¥2,427
9784380932809 インド群盗伝 ¥2,233 〇
9784380842139 インド大地の歌声 ¥1,400
9784380765179 ウェルズ現代のシネマ９ ¥1,500
9784380052019 ウラジオ　静かなさざめき ¥1,700
9784380942617 エイズ・ディザースター ¥2,427 〇
9784380715174 エイゼンシュタイン現代のシネマ８ ¥1,650
9784380012150 エヴァンゲリオン解読 ¥1,524
9784380860126 ええじゃないかドブロク ¥800
9784380932083 エコロジー住宅 ¥1,845
9784380972751 エホバの証人　カルト集団の実態 ¥1,700 ●
9784380932649 エホバの証人　マインドコントロールの実態 ¥1,700
9784380922381 エルヴィス　秘密の愛 ¥2,621 ●
9784380973055 エロティック小説完全創作レシピ ¥1,600 〇
9784380952982 オウム事件と宗教政治戦争 ¥1,359 〇
9784380960185 オウム事件と日本の宗教 ¥728 ●
9784380032097 オウム真理教大辞典 ¥1,300
9784380942310 おくのほそ道」全行程を往く ¥3,883
9784380842504 おさかなの手紙 ¥1,165
9784380140013 おしっこの本 ¥1,500 〇
9784380012105 おとぎの国の部落史話 ¥2,500 ●
9784380962301 おもしろ哲学史 ¥2,800
9784380922060 オリンピックへの道 ¥1,456 〇
9784380832512 おんな　生きる・まなぶ ¥1,300
9784380832666 お花ゆめ地獄 ¥2,500
9784380892226 お祭りガイド関東 ¥1,553
9784380902338 お祭りガイド東北 ¥1,942 ●
9784380012143 お値うち！ぜーたく地球旅 ¥1,400
9784380892301 カーリー女神の戦士 ¥1,845
9784380963025 ガキ兄弟 ¥971
9784380982187 かくもさまざまな言論操作 ¥3,000
9784380882418 かぐや姫の反逆 ¥1,500
9784380062100 カシオペアの風 ¥1,600
9784380872358 カッパ先生 ¥1,500
9784380972027 がむしゃらマラソン９００キロ ¥1,500 〇
9784380942815 カラカラ天気と五人の紳士 ¥1,942
9784380082092 ガラスの中のマリー ¥1,300 〇
9784380032165 カルチェラタン ¥1,900
9784380830082 カレーライスの話 ¥680
9784380972331 カレッカ ¥1,600
9784380852244 ガンと闘うために ¥1,500
9784380862212 がんに克つ力こうして私は病室を出た ¥1,100
9784380940309 がんは気持ち」で治るのか！？ ¥728 ●
9784380082016 ガンは友だち ¥1,400



9784380932250 ガン告知最前線 ¥1,748
9784380972911 ガン代替療法のすべて ¥6,000 ●
9784380822513 きみがまだ生まれなかった頃１９５２ ¥4,000
9784380012013 キャリアアップ・レディー ¥1,600
9784380940125 キリシタン拷問史 ¥825 ●
9784380992018 キリスト教とカニバリズム ¥2,500
9784380992179 きれいになった！ありがとう ¥952
9784380922367 グリーンスネーク　ＣＯＭＥ　ＯＮ！ ¥2,039 〇
9784380872044 クリル諸島の文献学的研究 ¥2,300
9784380982026 クレヨンしんちゃん野原家の子育て論 ¥1,500
9784380002014 ケイゾク／攻略読本 ¥1,200
9784380912405 ゲリラ戦争 ¥1,942
9784380942778 ケロと菊水丸の笑撃プロレス塾 ¥1,262 ●
9784380012068 ケロのいきなりヒーロー伝説 ¥1,238 ●
9784380042034 ケロのおいらはリングアナだ間違いない！？ ¥1,238
9784380952258 ケロのスーパープロレス天国 ¥1,165
9784380932182 ケロのプロレスらぶ・すとおりい ¥1,165
9784380022036 ケロのプロレス構造改革 ¥1,238
9784380922497 ケロのプロレス青春旅日記 ¥1,165
9784380912078 ケロのプロレス千夜一夜 ¥1,165
9784380972348 ケロのプロレス秘一発勝負 ¥1,238 ●
9784380942198 ケロのやっぱりプロレス大好き ¥1,165
9784380032066 ケロの一触触発プロレス笑戦 ¥1,238 ●
9784380892172 ケロの新日本プロレス奇行 ¥1,165
9784380052095 ケロの新日本プロレス奇行ファイナル ¥1,700 ●
9784380002106 ケロの世紀末必笑作戦 ¥1,238
9784380962288 ケロの闘魂プロレス徹底抗戦 ¥1,238
9784380992100 ケロの燃えろ！闘強導夢 ¥1,238 ●
9784380992278 ケロの爆笑プロレス大問題 ¥1,238
9784380982354 ケロの必笑プロレス講座 ¥1,238
9784380912498 けんかえれじい ¥2,718
9784380695179 ゴダ－ル現代のシネマ１ ¥1,650
9784380982385 この本を読んでから建てよう　増補 ¥2,200
9784380992315 この本を読んでから建てよう断熱、防音、 ¥2,200
9784380980046 この本を読んで暮らしを変える ¥900 〇
9784380960109 ごみ処分 ¥825 ●
9784380952234 ごみ問題への視点 ¥2,000 ●
9784380895319 コメンタール　日本経営史料大系１ ¥12,000
9784380925313 コメンタール　日本経営史料大系１０ ¥12,000
9784380905315 コメンタール　日本経営史料大系２ ¥12,000
9784380895326 コメンタール　日本経営史料大系３ ¥12,000
9784380875311 コメンタール　日本経営史料大系４ ¥10,000
9784380883521 コメンタール　日本経営史料大系５ ¥12,000
9784380885310 コメンタール　日本経営史料大系６ ¥12,000
9784380875328 コメンタール　日本経営史料大系７ ¥12,000
9784380915314 コメンタール　日本経営史料大系８ ¥12,000
9784380915321 コメンタール　日本経営史料大系９ ¥12,000
9784380900112 ゴルフ場はいらない ¥777 〇
9784380860072 これがコピー食品だ！ ¥777
9784380932731 これからの葬式と遺言の書き方 ¥1,456 〇
9784380945618 これが志ん生だ！１ ¥3,883
9784380955655 これが志ん生だ！１０ ¥3,883 〇
9784380955617 これが志ん生だ！２ ¥3,883 〇
9784380955631 これが志ん生だ！３ ¥3,883 〇
9784380955679 これが志ん生だ！４ ¥3,883 〇
9784380945632 これが志ん生だ！５ ¥3,883 〇
9784380945625 これが志ん生だ！６ ¥3,883 〇
9784380945649 これが志ん生だ！７ ¥3,883 〇
9784380955624 これが志ん生だ！８ ¥3,883 〇



9784380955648 これが志ん生だ！９ ¥3,883 〇
9784380955662 これが志ん生だ！別巻 ¥3,883 〇
9784380962851 これでいいのかＯＤＡ！ ¥2,427
9784380890055 これでいいのか厚生省 ¥680
9784380850103 こわいカゼ薬 ¥950 ●
9784380830044 コンピュータの急所 ¥650
9784380952029 ザ・教育困難校 ¥1,845 〇
9784380952104 ザ・地方議会 ¥1,650
9784380942631 ザ・有名私立 ¥1,748
9784380963087 サイコホスピダー ¥2,000 〇
9784380920127 サイコミステリー・ベスト１００ ¥825
9784380032110 サクリファイス ¥1,600
9784380982552 サッカーと対峙した男　八重樫茂生 ¥1,500
9784380972225 サッカーに魅せられた男　宮本征勝 ¥1,700 〇
9784380942280 サハリンに残されて ¥1,942 〇
9784380890031 さまざまのアフリカ ¥680
9784380940316 さらば、かぜ薬 ¥800 ●
9784380860010 ザ警察対抗法 ¥850
9784380962042 じゃがたらお春 ¥1,942 〇
9784380912412 ジャズより他に神はなし ¥2,136
9784380972867 ジャズ旋風 ¥2,500
9784380882487 ジョバンニの父への旅 ¥1,301
9784380922169 シンガポール工業化の政治経済学 ¥3,107 〇
9784380922541 シンポジウム南島の文学・民族・歴史 ¥2,500 〇
9784380822537 スウェーデンの伝統手工芸 ¥17,000
9784380860027 スコッチＶＳ．サントリー ¥800
9784380022029 スター・ウォーズ新三部作」完全解読本 ¥1,600
9784380940255 ストレスとのつき合い方 ¥825
9784380952265 スネークショウの箱の中 ¥1,748 〇
9784380872006 スピノザの方へ人間と人間の自然をもとめて ¥2,233
9784380912474 スペインの戦場 ¥2,233
9784380822094 スペイン革命の栄光と敗北 ¥3,000
9784380012129 すべてのことの始まりはその男のスケベ心か ¥1,900
9784380962776 スポーツの真実 ¥1,748 〇
9784380950186 スポーツ心理学からみたサッカーの理論 ¥874 ●
9784380952210 スリランカで午後の紅茶を ¥1,748
9784380972942 センチメンタル　グラフティ攻略読本 ¥1,000
9784380762055 ソヴェト反体制（一）輯 ¥1,800
9784380772146 ソヴェト反体制（二）輯 ¥3,200
9784380150036 ソウル１９６４年冬-金承鈺短編集- ¥2,200 〇
9784380963049 ゾーリンゲンの悲劇 ¥3,000 〇
9784380072208 その子育ては科学的に間違っています ¥1,650
9784380160004 そば屋のおやじのひとりごと ¥1,600 〇
9784380962783 そば職人一代記 ¥2,136
9784380712104 そよそよ族の叛乱 ¥1,300
9784380932779 それからの湘南ラグビー少年団 ¥1,456
9784380822384 それでも化粧したい貴女に ¥1,165
9784380992193 ソ連邦の崩壊 ¥4,500
9784380920103 タイから来た女たち ¥777
9784380910012 だから、せっけんを使う ¥850
9784380962226 ただの人・イエスの思想 ¥2,200 〇
9784380832499 ダメ親父の教育原論 ¥1,300
9784380962332 だれがあなたの世話をしますか ¥1,845 〇
9784380670084 ちえの遅れた子どもの教育 ¥650
9784380082184 ちがいを豊かさに ¥1,429 〇
9784380942792 チベットのこころ ¥2,039
9784380032189 チョートク×六本木ヒルズ ¥1,300 ●
9784380932588 ちょっと、タマダー ¥1,456
9784380852282 ちんこんか ¥1,500



9784380982835 つかこうへい’９８戯曲集 ¥3,600
9784380022074 ツチノコの正体 ¥1,700
9784380850035 テキスト　女性のからだ ¥650
9784380912344 デザインの発見 ¥2,233
9784380982521 デジタル出版業界の仕事 ¥1,400
9784380130151 でじゃぶーな人たち ¥1,500 〇
9784380942044 デス・コントロール ¥1,942
9784380120084 デモ！オキュパイ！未来のための直接行動 ¥1,700 〇
9784380812255 デュルケ－ムとウェ－バ－社会科学の方法下 ¥2,000
9784380812248 デュルケ－ムとウェ－バ－社会科学の方法上 ¥2,000
9784380072215 デルタ・ストリングス ¥1,900 〇
9784380962080 テレビは真実を報道したか ¥1,456
9784380982194 テレビ界のヒットメーカー ¥2,000 〇
9784380940248 テレビ業界の舞台裏 ¥874
9784380952470 テレビ草創伝説 ¥2,718
9784380052101 テロ帝国アメリカは２１世紀に耐えられない ¥2,381
9784380892257 テロ爆弾の系譜 ¥1,748 〇
9784380902413 ドイツ私法概論 ¥3,107 〇
9784380970061 どうしてもやせたい貴方に ¥800 ●
9784380880056 どうしても化粧したいあなたに ¥800 ●
9784380963018 トータルケアホーム ¥2,000 〇
9784380992223 ドキュメント・ボトムズ ¥1,800 ●
9784380832161 ドキュメント三越 ¥1,200
9784380842085 ドキュメント静岡県の民権 ¥2,500
9784380032080 ドクターＪＡＺＺ ¥2,800
9784380822407 ドジ教師奮戦記 ¥1,500
9784380832475 ドジ先生の一日 ¥1,200
9784380972522 となりの会社 ¥1,500
9784380820045 どの歯医者がいいか？ ¥800 〇
9784380952463 どの酒を飲むか ¥1,748
9784380052132 ドバイがクール ¥1,500 ●
9784380862120 トポスとしての家 ¥1,800
9784380932564 トヨタ絶望セールス ¥1,456 ●
9784380902550 トライ　ラグビーに賭けた青春 ¥1,262
9784380902062 ドラキュラ伯爵の秋 ¥1,456
9784380912108 ドラゴン炎のカムバック ¥1,262 〇
9784380082153 トラベルジャンキー　アフガニスタン ¥2,100 〇
9784380082047 トルコ狂乱 ¥3,800
9784380810091 トルコ生態学 ¥650
9784380710148 トロッキー＝労働組合論 ¥650
9784380912245 トンガの文化と社会 ¥4,466 ●
9784380072024 ナイロビ・ジャンクション ¥1,300 〇
9784380962127 ナショナルと警察を敵にした男 ¥1,456 〇
9784380130090 なぜ、いまヘイト・スピーチなのか ¥1,400 〇
9784380952166 なぜ『四畳半襖の下張』は名作か ¥2,000 ●
9784380892325 なぞの川崎病 ¥2,427
9784380820113 なにを食べたらいいか　Ⅰ ¥777
9784380820199 なにを食べたらいいか２ ¥777 ●
9784380902284 ニコラス・ポッペ回想録 ¥3,689 〇
9784380782466 にしむくさむらい ¥1,200
9784380150067 にじ色の本棚-ＬＧＢＴブックガイド- ¥1,700 〇
9784380842245 にっぽん国角栄村 ¥1,500
9784380972508 ニッポン鉄道全線完乗 ¥1,600 ●
9784380022005 ニューヨークＪＡＺＺ ¥1,500 ●
9784380950308 ネオナチと極右運動 ¥777
9784380962486 ネズミと日本人 ¥2,039 ●
9784380072185 ネット右翼とサブカル民主主義 ¥1,524 ●
9784380922282 ネルソン・マンデラ　闘いはわが人生 ¥5,049
9784380852428 ハイキング ¥1,500



9784380960086 バイクで駆ける　地球食べある記 ¥728
9784380952678 バイクは動くか？ ¥1,456
9784380872242 バイク退学事件の研究 ¥1,700
9784380892394 バカンス裁判 ¥2,330 〇
9784380952814 パキスタンへ嫁に行く ¥1,456 〇
9784380982934 パキスタン漫遊紀行 ¥1,800
9784380052125 はぐれ仔羊 ¥1,900
9784380962660 パソコンで囲碁を楽しむ ¥1,748
9784380842443 パソコンミステリ　オンラインの黄昏 ¥1,100
9784380852107 バチカンの秘密 ¥3,689 ●
9784380832680 ハ－トに火をつけて！だれが消す ¥1,300
9784380072222 パリ！サーカス！パリ！ ¥1,500 〇
9784380812002 バルトとマルクス ¥2,500
9784380932502 はるなつあきふゆ ¥1,748
9784380852053 パレスチナ　現在と未来 ¥3,500
9784380922046 パレスチナとイスラエル ¥3,689
9784380952869 ハワイ日系二世の太平洋戦争 ¥1,845 〇
9784380852190 バンコクの天使たち ¥1,408
9784380002120 ピエロの舌 ¥1,700
9784380832260 ビッグストアの崩壊する日 ¥980
9784380942402 ひとすじの道 ¥3,204
9784380772023 ひとのみち教団不敬事件関係資料集成 ¥25,000 〇
9784380770098 ヒトラーの世界 ¥800 ●
9784380992056 ひまわりとキャメラ ¥3,500
9784380963032 ファッションイメージ小事典 ¥1,900 ●
9784380082177 ファンドレイジングが社会を変える ¥1,500 〇
9784380982002 フィリピン　開発・国家・ＮＧＯ ¥2,900 〇
9784380902055 ブーゲンビリアの花冠 ¥1,359
9784380982897 フェミニズムが問う王権と仏教 ¥2,300
9784380972621 フェミニズムが問う仏教 ¥2,100 ●
9784380705205 フェリ－ニ現代のシネマ７ ¥1,650
9784380952999 ふたつの戦後と日本 ¥1,748 ●
9784380892318 ブッシュ政権 ¥1,942
9784380872020 ブッダとそのダンマ ¥3,398
9784380780158 フッ素とむし歯反フッ素宣言三一新書 ¥580
9784380705175 ブニュエル現代のシネマ３ ¥1,500
9784380932717 ぶらりキャンパス、いま大学は ¥1,650
9784380922411 ぶらり東京　山手線 ¥1,456 ●
9784380022012 プランクトンの夜 ¥1,600
9784380932212 フランシスコ・ザビエル ¥2,136
9784380982323 フランス　ワールドカップ ¥1,300
9784380832338 フリーメーソンの秘密 ¥1,553
9784380920028 フリ－メ－ソンとは何か三一新書１０３８ ¥728
9784380082276 ブルー・アワー ¥1,900 ●
9784380062001 ブルーノート・コレクターズ・ガイド ¥2,800
9784380042065 ブルーノートの真実 ¥3,500
9784380912122 ブルドーザーが来る前に ¥2,621
9784380932427 プルトニウム＝不良債権 ¥2,816 〇
9784380960000 プロが選んだほんものの居酒屋 ¥777
9784380982040 プロレスラーをめざして夢を勝ちとる方法 ¥1,300
9784380892516 プロレス最強軍団のお通りだい ¥1,238
9784380922565 プロレス酔虎伝 ¥1,456 〇
9784380872280 プロ棋士誕生 ¥1,800
9784380970153 プロ並みに撮るビデオ術 ¥800 ●
9784380892493 プロ野球これがドラフトだ！ ¥1,359
9784380150005 ヘイト・スピーチ法研究序説 ¥8,000 〇
9784380832147 ベイルート大虐殺 ¥1,400
9784380012204 ベネルクス夢幻 ¥1,800
9784380983023 ベルリン　過去・現在・未来 ¥2,900



9784380932434 ペレストロイカと死刑論争 ¥1,845 〇
9784380932021 ホームレス　アメリカの影 ¥2,718 〇
9784380812507 ポーランドの女性問題 ¥1,800
9784380822346 ポーランドの労働者たち ¥1,500
9784380110016 ボクが東電前に立ったわけ ¥1,200 〇
9784380150098 ボクの韓国現代史 ¥2,500 〇
9784380972966 ぼくの命を救ってくれなかったエヴァへ ¥1,800
9784380982293 ポケモン・カルト ¥1,500
9784380962462 ボスニア戦記 ¥1,650 〇
9784380940095 ホラーミステリーベスト１００ ¥825
9784380812224 ポリア－キ－ ¥3,000
9784380870088 ほんもののウイスキー・ワイン・ビール ¥800
9784380860041 ほんものの牛乳を！ ¥680 ●
9784380820038 ほんものの酒を！ ¥950
9784380770081 ほんものの日本酒選び ¥777
9784380830013 ほんものの名酒百選 ¥825 ●
9784380022104 マイルス・ディヴィス ¥1,800
9784380972317 マインド・レイプ ¥1,500
9784380953019 マインドコントロールからの解放 ¥1,553 〇
9784380802706 マザー・マザー・マザー ¥1,301
9784380952586 マスコミＶＳ．オウム真理教 ¥1,456 〇
9784380972300 マスコミ就職　内定の法則７７ ¥1,600 ●
9784380950094 マスコミ小論文作法 ¥728
9784380892370 マスコミ世相ウォッチング ¥1,553 〇
9784380962011 またも量書狂読 ¥2,718 ●
9784380812217 マックス・ウェーバー ¥2,300
9784380882081 マックス・ウェーバー ¥2,000
9784380872129 マックス・ウェーバー上 ¥2,000
9784380772443 まっくら ¥1,200
9784380692048 マッチ売りの少女／象 ¥1,748
9784380082290 まっ黒長屋の物語 ¥1,800 〇
9784380882302 マニラ娼婦物語 ¥1,204
9784380915208 マハーバーラタ　１ ¥5,600
9784380925207 マハーバーラタ　２ ¥4,369
9784380935206 マハーバーラタ　３ ¥5,340
9784380945205 マハーバーラタ　４ ¥5,340
9784380965203 マハーバーラタ　５ ¥5,340
9784380965210 マハーバーラタ　６ ¥5,340
9784380965227 マハーバーラタ　７ ¥5,340
9784380975202 マハーバーラタ　８ ¥5,400
9784380985201 マハーバーラタ　９ ¥5,600
9784380792014 マルクスを（読む） ¥1,600
9784380792250 マルチ商法とネズミ講洗脳商法の恐怖 ¥1,300
9784380930140 マレーシアにんげん事情 ¥777 ●
9784380160028 まんが★漫画★MANGA ¥1,500 〇
9784380022135 マンシヨン・パラダイス ¥1,500
9784380882333 マンションの健康診断 ¥1,800
9784380930164 ミステリー殺しのテクニック ¥777 ●
9784380962950 ミドリ十字と７３１部隊 ¥1,748
9784380852152 ミニコミ戦後史 ¥2,700
9784380962882 ミャンマー百楽旅荘 ¥1,553
9784380972980 みんながジャズに明け暮れた ¥2,500
9784380842498 メリーさんの羊 ¥1,301
9784380962806 もうひとつの現代 ¥2,233
9784380130137 もうひとつの国鉄闘争 ¥2,500 ●
9784380062025 もう一つの新約聖書 ¥1,700
9784380982118 モーレツ魔球バカ大将 ¥1,700 〇
9784380550003 ものの見方・考え方 ¥500
9784380922428 もの書きになる方法 ¥1,456



9784380812385 やっていない俺を目撃できるか！ ¥1,300
9784380860058 やってはいけない美容法 ¥800 〇
9784380983139 ヤマトタケル伝説と日本古代国家 ¥2,000
9784380982491 ヤマト渡来王朝の秘密 ¥3,000
9784380052149 やられた！猟盤日記 ¥1,600 〇
9784380902154 ユダヤ人の歴史 ¥3,495
9784380860089 よい子できる子に明日はない ¥800
9784380882128 ヨーロッパの核と平和 ¥2,500 〇
9784380910005 ラーメンの秘密 ¥762 ●
9784380922503 ラグビー・スピリッツ物語 ¥1,456 ●
9784380952951 ラグビーフィフティーン物語 ¥1,553 〇
9784380982217 ラグビー観戦のヒント ¥1,800 〇
9784380892523 ラグビ－への道熱き男たちの闘い ¥1,262
9784380972324 リアルロック ¥2,300
9784380900099 リゾート開発 ¥728
9784380072079 リフォームの前菜 ¥1,333 〇
9784380982859 リングドクターがみた　プロレスラーの秘密 ¥1,600 〇
9784380922190 リングの外も危険がいっぱい ¥1,238
9784380952975 ルポ　ロシア最前線 ¥1,845 〇
9784380912351 ルポ美容整形 ¥1,359 〇
9784380892103 レッドスネーク　ＣＯＭＥ　ＯＮ！ ¥2,000 〇
9784380695193 レネ現代のシネマ５ ¥1,500
9784380972584 ロッキー・バルボア５７勝２２敗 ¥1,600 ●
9784380832581 ロックの世界エルビスからクラッシュまで ¥1,400
9784380765186 ロッセリ－ニ現代のシネマ１０ ¥1,500
9784380822322 ロボット時代の現場 ¥1,300
9784380950087 ワープロ時代の漢字常識 ¥971
9784380705199 ワイダ現代のシネマ６ ¥1,650
9784380892141 ワイン・スキャンダル ¥2,039
9784380130144 わがこころの犬たち ¥1,500 〇
9784380892417 わがこころの作家 ¥3,689 〇
9784380973024 ワカタケル大王の秘密 ¥2,200 〇
9784380129001 わかばやし式筋肉整体 ¥1,500 ●
9784380882432 わが怨慕唄 ¥1,000 〇
9784380872075 わが抗日独立運動史 ¥2,000
9784380982910 わが心の　デキシーランド・ジャズ ¥2,200
9784380862144 わが聖地を守れ！ ¥1,800
9784380832277 わが潜行四○○○日 ¥1,200
9784380732164 わが闘争 ¥1,000
9784380780059 わが闘争・猥褻罪 ¥580
9784380742279 わが闘争宣言 ¥1,000
9784380882449 わが犯罪家族 ¥1,200
9784380912092 わたしの民俗学 ¥1,748
9784380870019 われらチェルノブイリの虜囚 ¥650
9784380942785 阿倍仲麿 ¥2,136 〇
9784380972898 哀惜の樺美智子 ¥2,800
9784380022128 愛があふれる国語練習帳 ¥1,400 ●
9784380072086 愛しのジャズメン ¥1,500
9784380072192 愛しのジャズメン２ ¥1,500 〇
9784380072116 愛するとき　奇跡は創られる ¥1,900 〇
9784380620003 愛と幸福の哲学 ¥480
9784380762253 愛のコリーダ ¥2,000
9784380782404 愛の亡霊 ¥2,000
9784380982972 愛の目　アトムの心 ¥1,600
9784380875205 愛宕松男東洋史学論集１ ¥12,000
9784380875212 愛宕松男東洋史学論集２ ¥12,000
9784380905209 愛宕松男東洋史学論集３ ¥12,000 〇
9784380885204 愛宕松男東洋史学論集４ ¥12,000
9784380895210 愛宕松男東洋史学論集５ ¥12,000 〇



9784380830075 悪徳セ－ルス撃退法 ¥825
9784380862151 悪魔の精神病棟 ¥1,200
9784380812460 悪用される科学 ¥1,400
9784380962431 安楽　生と死 ¥1,942
9784380730078 安楽死のすすめ ¥650 ●
9784380832376 安政大地震と民衆地震の社会史 ¥1,700
9784380920158 安全な食べものたしかな暮らし　食品添加物 ¥825 〇
9784380920165 安全な食べものたしかな暮らし　輸入食品編 ¥850 ●
9784380940002 安全な食べ物　選び方Ｑ＆Ａ ¥800 ●
9784380802409 安全な食品をもとめて ¥1,200 ●
9784380875519 安東次男集・塚本邦雄集・結城昌治集俳句の ¥1,800
9784380940279 安売り革命 ¥777 ●
9784380812439 闇に消される原発被曝者 ¥1,301
9784380810077 闇の帝王、池田大作をあばく三一新書 ¥650
9784380972140 伊勢神宮の向こう側 ¥2,300
9784380832246 伊達火力発電所反対闘争 ¥3,500
9784380950155 伊藤博文はなぜ殺されたか ¥777
9784380942389 囲碁　妙手・奇手・新手・見損じ ¥1,942 〇
9784380902246 囲碁の実戦的研究 ¥1,942 〇
9784380962318 囲碁の心理クリニック ¥1,748
9784380942570 囲碁の心理学的上達法 ¥2,100
9784380952128 囲碁の心理的タイプ ¥1,942 〇
9784380932847 囲碁の深層心理学 ¥1,900
9784380922299 囲碁の魅力 ¥1,748
9784380972799 異形にされた人たち ¥2,200
9784380970177 異常心理小説・ベスト１００ ¥850 ●
9784380012037 異色太平記 ¥2,000
9784380032127 異端の虹 ¥1,600
9784380032059 胃腸薬があぶない ¥1,500
9784380085031 遺された人々の心の声を聴く ¥1,900 〇
9784380072017 医者になる前に読む本 ¥1,700
9784380550027 医者の告白 ¥650 ●
9784380862106 医薬品スキャンダル ¥2,000
9784380690143 医療をになう人たち三一新書６７５ ¥650
9784380870057 医療過誤 ¥700
9784380910074 医療費の秘密 ¥800 ●
9784380992247 井深大 ¥1,800
9784380942518 一九三○年代日本共産党史論 ¥7,767
9784380772153 一九四五年の原点 ¥1,200
9784380830037 一向一揆と部落 ¥777
9784380730016 一日一日の人生論 ¥650
9784380950216 稲とはどんな植物か ¥728
9784380865534 稲畑汀子集春光俳句の現在１５ ¥1,800
9784380812705 隠れ里物語 ¥1,100
9784380972102 宇宙戦艦ヤマト解体新書 ¥1,200
9784380950278 宇宙飛行士になりたい ¥825 〇
9784380902093 姥の柩 ¥1,748
9784380912290 映像の探究 ¥2,427
9784380012075 永遠の懲役人 ¥1,500
9784380082306 英語コミュニケーション力 ¥1,700 ●
9784380072291 英国人になった大和撫子 ¥1,800 ●
9784380972669 英春流将棋入門 ¥1,800
9784380952142 英春流将棋問答 ¥1,650 ●
9784380982309 英雄から爆弾犯にされて ¥2,300 〇
9784380822476 疫学的原因論 ¥4,000
9784380862038 越訴 ¥2,200
9784380032042 奄美女の伝承歌 ¥1,900
9784380812231 奄美独立革命論 ¥2,000
9784380032011 沿線ダンス・ダンス・ダンス ¥1,800



9784380892288 演劇とはなにか演ずる人間・演ずる文学 ¥2,913
9784380972607 演劇は越境する ¥3,200 ●
9784380822568 演劇博物館　紅編 ¥3,200
9784380822575 演劇博物館　白編 ¥1,500
9784380775246 演藝画報　明治編１ ¥18,000 〇
9784380775338 演藝画報　明治編１０ ¥18,000 〇
9784380785245 演藝画報　明治編１１ ¥18,000 〇
9784380785252 演藝画報　明治編１２ ¥18,000 〇
9784380785269 演藝画報　明治編１３ ¥18,000 〇
9784380785276 演藝画報　明治編１４ ¥18,000 〇
9784380785283 演藝画報　明治編１５ ¥18,000 〇
9784380785290 演藝画報　明治編１６ ¥18,000 〇
9784380785306 演藝画報　明治編１７ ¥18,000 〇
9784380785313 演藝画報　明治編１８ ¥18,000 〇
9784380785320 演藝画報　明治編１９ ¥18,000 〇
9784380775253 演藝画報　明治編２ ¥18,000 〇
9784380785337 演藝画報　明治編２０ ¥18,000 〇
9784380785344 演藝画報　明治編２１ ¥18,000 〇
9784380775260 演藝画報　明治編３ ¥18,000 〇
9784380775277 演藝画報　明治編４ ¥18,000 〇
9784380775239 演藝画報　明治編５ ¥18,000 〇
9784380775291 演藝画報　明治編６ ¥18,000 〇
9784380775307 演藝画報　明治編７ ¥18,000 〇
9784380775314 演藝画報　明治編８ ¥18,000 〇
9784380775321 演藝画報　明治編９ ¥18,000 〇
9784380942112 炎となりて ¥1,942
9784380952821 艶歌の竜」と歌謡群像 ¥2,136 ●
9784380062070 遠い叫び ¥1,600
9784380882425 遠路はるばる物語 ¥1,400
9784380920073 汚染された自然保護 ¥825
9784380980022 奥羽戦乱と東国源氏 ¥850
9784380962387 往生ぎわホンネ・タテマエ ¥1,650 〇
9784380902024 応神陵の被葬者はだれか ¥2,524
9784380830006 欧米大学レポート ¥728
9784380972058 鴎外の三男坊 ¥3,200
9784380962714 黄金と禅　下 ¥2,233
9784380962707 黄金と禅　上 ¥2,233
9784380842207 沖縄　弁護士１２年 ¥1,700
9784380822506 沖縄カンカラ三線 ¥3,500
9784380962394 沖縄の心にふれる旅 ¥1,650
9784380832543 沖縄の門中と村落祭祀 ¥3,800
9784380902192 沖縄びとの幻想 ¥2,136
9784380812286 沖縄少数派 ¥1,800
9784380862083 沖縄戦アメリカ軍戦時記録第１０軍Ｇ２０ ¥4,500
9784380812781 沖縄文学の地平 ¥3,800
9784380802072 沖縄歴史論序説 ¥3,800
9784380960154 温泉主義への冒険 ¥825 ●
9784380972768 温暖化の衝撃 ¥2,000
9784380912207 音楽という戯れ ¥2,330
9784380560033 音楽はどう思想を表現するか三一新書 ¥650
9784380812415 下山・三鷹・松川事件と日本共産党 ¥1,800
9784380700156 化粧品の秘密 ¥800 ●
9784380902567 何よりダメな中国中国社会最新事情 ¥2,136
9784380822148 何を読んだらいいか ¥2,000
9784380830020 価格の秘密 ¥650
9784380822131 価値の選択 ¥1,800
9784380982750 嘉永無人島漂流記 ¥2,400 〇
9784380922084 家と町並み、職人ばなし ¥1,942
9784380832307 家族の伝説 ¥1,400



9784380782398 科学技術とは何か ¥1,500
9784380892448 果たし合い ¥1,262
9784380912313 果てしなき進撃 ¥1,748
9784380160042 果物おしゃれｸｯｷﾝｸﾞ簡単おすすめ105 ¥1,300 〇
9784380942709 河童の研究 ¥2,427
9784380922138 火の山 ¥1,942
9784380902444 花と茶の世界 ¥2,427
9784380973086 花岡事件と中国人 ¥2,200 〇
9784380962134 荷風と踊る ¥3,398
9784380730030 過激派壊滅作戦三一新書 ¥650
9784380900020 過激派報道の犯罪 ¥777
9784380972454 我らみな同胞 ¥3,000
9784380032158 我楽多屋で買ったモノ・マガジン ¥1,400 ●
9784380982033 介護お助け本 ¥1,500 〇
9784380085000 介護施設で看取るということ ¥1,900 ●
9784380140099 介護保険は詐欺である ¥1,300 〇
9784380982019 解放された教育 ¥2,000 〇
9784380892059 解放後在日朝鮮人運動史 ¥4,200
9784380872167 回想・大正昭和初期の山村生活誌 ¥1,500
9784380912481 怪物のユートピア ¥2,330
9784380872303 懐石料理を楽しむ ¥9,806
9784380930096 戒名で読む歴史 ¥825 ●
9784380842191 改訂新版　上手な住宅の買い方 ¥1,500
9784380902352 改訂新版　全国図書館案内（下） ¥5,000
9784380902345 改訂新版　全国図書館案内（上） ¥5,000
9784380140082 改訂版　ファンドレイジングが社会を変える ¥1,500 〇
9784380982606 海の倭人伝 ¥2,200 〇
9784380812675 海鳴り ¥1,100
9784380915406 海野十三全集　別１ ¥2,718
9784380935381 海野十三全集　別２ ¥3,398
9784380905407 海野十三全集１ ¥2,233
9784380915390 海野十三全集１０ ¥2,524
9784380885402 海野十三全集１１ ¥2,000
9784380905391 海野十三全集１２ ¥2,330
9784380925382 海野十三全集１３ ¥2,816
9784380915383 海野十三全集２ ¥2,524
9784380885389 海野十三全集３ ¥1,800 〇
9784380895388 海野十三全集４ ¥2,000
9784380895395 海野十三全集５ ¥1,806
9784380895401 海野十三全集６ ¥2,136
9784380905384 海野十三全集７ ¥2,000 〇
9784380895418 海野十三全集８ ¥2,000
9784380885396 海野十三全集９ ¥1,800
9784380932373 絵解き万華鏡 ¥2,913
9784380972683 開港慰安婦と被差別部落 ¥2,000
9784380740107 階級意識とは何か ¥650
9784380950223 外国映画にみるアジア・太平洋戦争 ¥825
9784380980138 外食店健康度ランキング ¥950 ●
9784380940057 害虫博物館 ¥825
9784380992087 概説　東国の古墳 ¥12,000
9784380892127 街を創る夢商人たち ¥1,600
9784380822391 核時代に生きる ¥1,800
9784380820137 覚せい剤 ¥777
9784380855504 角川春樹集・猿田彦俳句の現在１６ ¥1,800
9784380822162 革命の肖像画カ－ル・ラデック評論集一九 ¥2,500
9784380822278 学園闘争以後十余年 ¥1,600
9784380842344 学校からの自立 ¥1,800
9784380842313 学校を疑う学校化社会と生徒たち ¥1,400
9784380860003 学校給食はこれでよいか ¥680



9784380822421 学校神話の解体 ¥1,800
9784380832482 学校非行 ¥1,200
9784380892165 割賦・訪問・通信販売の法律知識販売業者 ¥1,748
9784380915123 活動画報日本映画初期資料集成６ ¥0
9784380915130 活動画報日本映画初期資料集成７ ¥0
9784380915147 活動画報日本映画初期資料集成８ ¥0
9784380915154 活動画報日本映画初期資料集成９ ¥0
9784380925146 活動倶楽部日本映画初期資料集成１２ ¥0
9784380925153 活動倶楽部日本映画初期資料集成１３ ¥0
9784380925160 活動倶楽部日本映画初期資料集成１４ ¥0
9784380905124 活動写真雑誌日本映画初期資料集成１ ¥0
9784380905131 活動写真雑誌日本映画初期資料集成２ ¥0
9784380905148 活動之世界日本映画初期資料集成３ ¥0
9784380905155 活動之世界日本映画初期資料集成４ ¥0
9784380905162 活動之世界日本映画初期資料集成５ ¥0
9784380925139 活動評論・活動倶楽部日本映画初期資料集成 ¥0
9784380925122 活動評論日本映画初期資料集成１０ ¥0
9784380942365 兜町のカラクリ ¥1,456
9784380932243 釜ヶ崎　歴史と現在 ¥1,553
9784380942648 釜ケ崎天国 ¥1,553 〇
9784380882012 鎌倉への道 ¥2,000
9784380972843 完結編エヴァンゲリオン完全攻略読本 ¥1,100
9784380962363 完全世界征服」読本 ¥1,650
9784380972546 官官接待と情報公開 ¥2,100
9784380892134 官僚制支配の日常構造善意による支配とはな ¥4,602
9784380972478 官僚帝国を撃つ ¥1,700
9784380852268 漢方を食べる ¥1,408
9784380855368 漢方薬医学双書　別１ ¥1,700
9784380865350 漢方薬医学双書　別２ ¥1,408
9784380845352 漢方薬医学双書１ ¥1,408
9784380845369 漢方薬医学双書２ ¥1,400
9784380845376 漢方薬医学双書３ ¥1,408
9784380845383 漢方薬医学双書４ ¥1,400
9784380855351 漢方薬医学双書５ ¥1,400
9784380932342 環境の危機 ¥3,107
9784380770012 間違いだらけのウイスキー選び ¥680
9784380822261 間違いだらけの科学技術 ¥1,500
9784380902048 関東の親鸞 ¥1,553 ●
9784380945540 関東の民俗日本民俗調査報告書集成茨城県編 ¥0
9784380945533 関東の民俗日本民俗調査報告書集成群馬県編 ¥0
9784380945557 関東の民俗日本民俗調査報告書集成埼玉県編 ¥0
9784380945588 関東の民俗日本民俗調査報告書集成神奈川県 ¥0
9784380945564 関東の民俗日本民俗調査報告書集成千葉県編 ¥0
9784380945571 関東の民俗日本民俗調査報告書集成東京都編 ¥0
9784380945526 関東の民俗日本民俗調査報告書集成栃木県編 ¥0
9784380960123 韓国　食の知恵　飲食宮合 ¥728 ●
9784380150074 韓国の失われた文化財-増補　日帝期文化 ¥3,500 〇
9784380852312 韓国語の系統 ¥5,000
9784380932106 韓国政治の研究 ¥9,515
9784380822759 韓国民衆文学論 ¥3,000
9784380170003 韓国浪漫彷徨 ¥1,700 〇
9784380862236 韓國原影 ¥8,000
9784380970207 癌からの生還 ¥750
9784380882104 企業モラルを哲学する ¥2,500 〇
9784380922152 企業犯罪 ¥4,466
9784380880032 危険な外食 ¥750 ●
9784380680038 危険な食品三一新書６１８ ¥680
9784380992162 喜田貞吉 ¥1,800
9784380850059 寄席爆笑帳 ¥777



9784380782008 希望の弁証法 ¥1,800
9784380812767 棄てられた四万三千人 ¥1,400
9784380963056 棄てられた日本兵の人肉食事件 ¥1,700 〇
9784380812064 帰ってきたナバホアメリカ・インディアン探 ¥2,500
9784380072307 帰郷 ¥2,800 〇
9784380953064 気を生かすバランス食事法 ¥2,000 〇
9784380005510 紀田順一郎著作集１ ¥7,000
9784380975530 紀田順一郎著作集２ ¥7,000
9784380975523 紀田順一郎著作集３ ¥7,000
9784380985515 紀田順一郎著作集４ ¥7,000
9784380985539 紀田順一郎著作集５ ¥7,000
9784380975516 紀田順一郎著作集６ ¥7,000
9784380985546 紀田順一郎著作集７ ¥7,000
9784380985522 紀田順一郎著作集８ ¥7,000
9784380942662 規制緩和で物価は下がる ¥1,553
9784380952302 記紀に邪馬台国を読む ¥2,718 ●
9784380982637 騎乗停止 ¥1,900 〇
9784380992117 鬼　岡倉家の人々 ¥1,500
9784380982569 鬼に勝つ ¥1,800
9784380712081 鬼の研究 ¥1,748
9784380982330 鬼の帝　聖武天皇 ¥2,000 ●
9784380982545 鬼火 ¥2,300 〇
9784380882364 鬼六将棋三昧 ¥1,204
9784380952456 鬼六人生三昧 ¥1,748 〇
9784380922008 鬼哭啾啾 ¥3,107 〇
9784380812446 偽りの自然食品 ¥1,300
9784380932441 偽小説　東洲斎写楽 ¥1,942
9784380022142 義民仁左衛門ノート ¥1,900
9784380852008 義民伝承の研究 ¥5,500
9784380902208 吉原酔狂ぐらし ¥1,456
9784380902222 吉本隆明論戦後思想史の検証 ¥3,786
9784380932861 吉良さま御味方 ¥2,233
9784380952807 逆引き薬の副作用事典 ¥2,718
9784380705274 久生十蘭全集Ⅰ ¥1,942
9784380705281 久生十蘭全集Ⅱ ¥1,942
9784380705298 久生十蘭全集Ⅲ ¥2,000
9784380705304 久生十蘭全集Ⅳ ¥1,942
9784380705311 久生十蘭全集Ⅴ（旧定価） ¥1,942
9784380705328 久生十蘭全集Ⅵ ¥1,942
9784380705335 久生十蘭全集Ⅶ ¥1,942
9784380852060 牛肉戦争 ¥1,500
9784380882340 巨匠たちの伝説映画記者現場日記 ¥2,800
9784380972737 巨人軍の政治学 ¥1,600
9784380940194 巨大財閥の秘密 ¥800 ●
9784380940033 巨大生協の試練と挑戦 ¥874
9784380870002 虚構の報道 ¥777
9784380973093 虚無僧 ¥2,500
9784380932496 魚介物語 ¥1,748 〇
9784380902390 京都文学巡礼 ¥2,039
9784380952319 競馬ミステリー　発走除外 ¥1,845 〇
9784380742088 共産主義とは何か　下 ¥2,718
9784380732072 共産主義とは何か　上 ¥2,427
9784380832178 協同組合運動の新しい波 ¥2,000
9784380872228 恐るべき女子高校 ¥1,000 ●
9784380740053 恐怖の加工食品 ¥777
9784380740046 恐怖の食物 ¥680 ●
9784380932571 恐怖の大阪刑務所四区 ¥1,456
9784380865404 教育の戦後史１ ¥1,800
9784380865411 教育の戦後史２ ¥1,800



9784380865428 教育の戦後史３ ¥1,800
9784380875403 教育の戦後史４ ¥1,800
9784380972645 教育再生宣言 ¥1,900
9784380822414 教科書はもういらない ¥1,600
9784380810084 教科書戦争 ¥728
9784380790027 教師という職業 ¥680 ●
9784380892264 教師の研究 ¥2,039
9784380890000 教室の小さな青春 ¥750
9784380782343 狭山現地報告 ¥1,200
9784380882289 狭山事件を推理するＶの悲劇 ¥1,300
9784380770036 狭山事件無罪の新事実三一新書 ¥480
9784380982866 蕎麦百景 ¥2,200
9784380982804 鏡の国の少年たち ¥3,200 ●
9784380832000 響存的世界 ¥2,800
9784380832673 暁にほえる！地球防衛軍　東京ヴォードＰ３ ¥1,800
9784380732126 極限状況における人間 ¥750
9784380955532 近畿の民俗日本民俗調査報告書集成京都府編 ¥0
9784380955525 近畿の民俗日本民俗調査報告書集成滋賀県編 ¥0
9784380955549 近畿の民俗日本民俗調査報告書集成大阪府編 ¥0
9784380955563 近畿の民俗日本民俗調査報告書集成奈良県編 ¥0
9784380955556 近畿の民俗日本民俗調査報告書集成兵庫県編 ¥0
9784380955570 近畿の民俗日本民俗調査報告書集成和歌山県 ¥0
9784380940286 近視を治したいあなたに ¥825 ●
9784380812620 近松の天皇劇 ¥4,500
9784380872327 近世の語りと劇 ¥4,500
9784380802195 近世沖縄の社会と宗教 ¥3,800
9784380842061 近世蝦夷地成立史の研究 ¥6,500
9784380972713 近世紀州　続・村の事件簿 ¥3,000
9784380953033 近世紀州　村の事件簿 ¥2,524
9784380932748 近世庶民生活史料　街談文々集要 ¥19,000 〇
9784380875007 近世庶民生活史料　藤岡屋日記１ ¥19,000
9784380915017 近世庶民生活史料　藤岡屋日記１０ ¥19,000 〇
9784380925009 近世庶民生活史料　藤岡屋日記１１ ¥19,000 〇
9784380935008 近世庶民生活史料　藤岡屋日記１２ ¥19,000 〇
9784380945007 近世庶民生活史料　藤岡屋日記１３ ¥19,000 〇
9784380945014 近世庶民生活史料　藤岡屋日記１４ ¥19,000 〇
9784380955006 近世庶民生活史料　藤岡屋日記１５ ¥19,000 〇
9784380885006 近世庶民生活史料　藤岡屋日記２ ¥19,000
9784380885013 近世庶民生活史料　藤岡屋日記３ ¥19,000
9784380885020 近世庶民生活史料　藤岡屋日記４ ¥19,000 〇
9784380895005 近世庶民生活史料　藤岡屋日記５ ¥19,000
9784380895012 近世庶民生活史料　藤岡屋日記６ ¥19,000 〇
9784380905001 近世庶民生活史料　藤岡屋日記７ ¥19,000 〇
9784380905018 近世庶民生活史料　藤岡屋日記８ ¥19,000 〇
9784380915000 近世庶民生活史料　藤岡屋日記９ ¥19,000 〇
9784380965005 近世庶民生活史料　未刊日記集成１ ¥23,000 〇
9784380975004 近世庶民生活史料　未刊日記集成２ ¥23,000
9784380975011 近世庶民生活史料　未刊日記集成３ ¥23,000
9784380985003 近世庶民生活史料　未刊日記集成４ ¥23,000 〇
9784380985010 近世庶民生活史料　未刊日記集成５ ¥23,000 〇
9784380985027 近世庶民生活史料　未刊日記集成６ ¥23,000
9784380892332 近世日本の障害者と民衆 ¥2,427
9784380842054 近世遊行聖の研究 ¥6,500
9784380942532 近代の探偵小説 ¥4,369
9784380975660 近代を読みかえる１　マイノリティとしての ¥3,200 〇
9784380985669 近代を読みかえる２　性幻想を語る ¥3,500 〇
9784380832437 近代沖縄の教育 ¥3,800
9784380812736 近代沖縄文学の展開 ¥3,800
9784380983160 近代庶民生活の展開 ¥3,000



9784380855238 近代庶民生活誌１ ¥9,806
9784380885242 近代庶民生活誌１０ ¥9,806
9784380905230 近代庶民生活誌１１ ¥9,806
9784380965234 近代庶民生活誌１２ ¥11,650 〇
9784380925238 近代庶民生活誌１３ ¥9,806
9784380935237 近代庶民生活誌１４ ¥11,650
9784380915239 近代庶民生活誌１５ ¥9,806 〇
9784380915246 近代庶民生活誌１６ ¥9,806 〇
9784380945236 近代庶民生活誌１７ ¥9,806 〇
9784380985232 近代庶民生活誌１８ ¥12,000 〇
9784380925245 近代庶民生活誌１９ ¥9,806 〇
9784380845239 近代庶民生活誌２ ¥9,806
9784380955235 近代庶民生活誌２０ ¥11,650
9784380855245 近代庶民生活誌３ ¥9,806
9784380855252 近代庶民生活誌４ ¥9,806
9784380865237 近代庶民生活誌５ ¥9,806
9784380875236 近代庶民生活誌６ ¥9,806
9784380875243 近代庶民生活誌７ ¥9,806
9784380885235 近代庶民生活誌８ ¥9,806
9784380865244 近代庶民生活誌９ ¥9,806
9784380872037 近代天皇制形成期の研究 ¥5,800
9784380812088 近代日本と伊波普猷 ¥3,800
9784380812095 近代日本と沖縄 ¥3,800
9784380972386 近代日本のジェンダー ¥1,900
9784380852022 近代部落史」研究文献目録 ¥5,000
9784380845116 近代部落史資料集成１ ¥21,000 〇
9784380865138 近代部落史資料集成１０ ¥21,000
9784380855115 近代部落史資料集成２ ¥21,000
9784380875113 近代部落史資料集成３ ¥21,000
9784380875120 近代部落史資料集成４ ¥21,000
9784380865114 近代部落史資料集成５ ¥21,000 〇
9784380835124 近代部落史資料集成６ ¥21,000
9784380855122 近代部落史資料集成７ ¥21,000 〇
9784380855139 近代部落史資料集成８ ¥21,000 〇
9784380835148 近代部落史資料集成９ ¥21,000 〇
9784380922589 近代文学閑談 ¥4,175
9784380922251 近代北方史アイヌ民族と女性と ¥6,408
9784380952562 近未来交通プラン ¥3,398
9784380932557 近未来車ＥＶ戦略 ¥2,621 ●
9784380970221 金魚と日本人 ¥850
9784380982460 金属と地名 ¥3,200
9784380992131 金大中拉致事件の真相 ¥1,900
9784380012112 金田一京助とアイヌ語 ¥2,100 ●
9784380982699 金襴緞子の帯しめながら ¥2,800
9784380052088 銀座一のブスママが明かすビジネス成功法則 ¥1,200
9784380965951 九州・沖縄の民俗日本民俗調査　沖縄県編 ¥0
9784380965937 九州・沖縄の民俗日本民俗調査　宮崎県編 ¥0
9784380965920 九州・沖縄の民俗日本民俗調査　熊本県編 ¥0
9784380965890 九州・沖縄の民俗日本民俗調査　佐賀県編 ¥0
9784380965913 九州・沖縄の民俗日本民俗調査　大分県編 ¥0
9784380965883 九州・沖縄の民俗日本民俗調査　福岡県編 ¥0
9784380965906 九州・沖縄の民俗日本民俗調査報　長崎編 ¥0
9784380965944 九州・沖縄の民俗日本民俗調査報告書集成 ¥0
9784380062117 九州王朝と日本の古代 ¥1,800
9784380892066 九蓮宝燈は、極楽往生の切符 ¥2,800
9784380052002 苦いカリス ¥1,800
9784380952357 苦悩するロシア ¥1,650 〇
9784380042003 空のフェイス ¥1,600
9784380802027 空海密教への道 ¥1,800



9784380963063 空気貿易論 ¥2,800
9784380920134 空手道綱要 ¥922
9784380120039 屈せざりし者たち ¥1,700 〇
9784380960192 勲章制度が日本をダメにする ¥874
9784380972201 君島家の人びと ¥1,700
9784380919039 軍事民論６６ ¥874
9784380939020 軍事民論７３ ¥874
9784380939037 軍事民論７４ ¥874
9784380949012 軍事民論第７６巻 ¥874
9784380840012 軍事問題の急所 ¥750
9784380780165 刑法改正をどう考えるか ¥650
9784380002045 刑務所特別房　残酷 ¥1,800
9784380905506 桂信子集俳句の現在４ ¥1,806
9784380952098 継体東国王朝の正体 ¥2,233
9784380982149 警察が狙撃された日 ¥1,500 〇
9784380790041 警察の人権侵害 ¥700
9784380902499 警察官の性暴力 ¥1,748
9784380842269 警察官の犯罪 ¥1,500
9784380042041 劇あそび・学校劇 ¥2,381
9784380932069 劇画　代用監獄 ¥1,553
9784380972515 劇場版エヴァンゲリオン完全攻略読本 ¥1,000 ●
9784380950285 激論・世紀末ニッポン ¥728
9784380980091 欠陥住宅を見分ける法 ¥900 ●
9784380920004 結婚したい男たちへ ¥728
9784380932786 血風賽の目侠伝 ¥1,748 〇
9784380892509 血盟団事件 ¥2,718
9784380962981 月の光 ¥4,660
9784380952388 健康に役立つビ－ル酵母のはなし ¥1,553
9784380780042 健康食品の選び方 ¥680 ●
9784380830099 健康生活の常識 ¥800
9784380972492 剣戟王　　嵐寛寿郎 ¥4,800 ●
9784380942440 嫌悪のレッスン ¥1,942
9784380942693 建設省の大罪 ¥1,845 〇
9784380820144 憲法違反の税は払えません三一新書 ¥800
9784380130076 検証　朝鮮戦争 ¥2,500
9784380042119 検証イラク戦争 ¥1,800
9784380782183 検定不合格　倫理・社会 ¥1,650
9784380742026 検定不合格日本史 ¥1,650
9784380812200 権力としてのＮＨＫその不偏不党の思想 ¥1,400
9784380782428 権力と芸術 ¥1,800
9784380790003 権力と闘うための法律知識 ¥777
9784380772054 研究西南の役 ¥4,200
9784380072253 見えないアジアを歩く ¥1,700 〇
9784380972034 元刑務官が語る刑務所 ¥1,800 〇
9784380700040 原価の秘密 ¥680 ●
9784380792465 原始日本語と民族文化 ¥1,400
9784380832741 原爆とことば ¥1,600
9784380952517 原爆児童文学を読む ¥2,039 〇
9784380962523 原発 ¥4,175
9784380128073 原発と御用学者　湯川秀樹から吉本隆明まで ¥1,000 〇
9784380832321 原発のいま！ ¥4,175
9784380110030 原発事故と子どもたち ¥1,300 〇
9784380128066 原発事故と被曝労働 ¥1,000
9784380892349 原発大情報 ¥2,427
9784380872235 原発被曝列島 ¥1,500
9784380902161 原発暴走事故 ¥2,330 〇
9784380128004 原発民衆法廷１　福島事故は犯罪だ！ ¥1,000 〇
9784380128011 原発民衆法廷２ ¥1,000 〇
9784380128028 原発民衆法廷３ ¥1,000 〇



9784380128059 原発民衆法廷４ ¥1,000 〇
9784380792243 原理運動の実態 ¥1,204 ●
9784380962653 幻の遺産 ¥2,233
9784380042089 幻の女 ¥1,700
9784380942150 幻視者宣言 ¥2,427
9784380982125 源氏物語の旅 ¥1,700
9784380842009 現代における人間の問題 ¥1,500
9784380670060 現代のアナキズム ¥650
9784380782329 現代の医療被害 ¥1,800
9784380860102 現代の名酒二百選 ¥800 ●
9784380002144 現代ロシア見聞記 ¥1,800
9784380872105 現代科学と人間 ¥1,600
9784380735530 現代作品集・女流作品集現代短歌大系第１０ ¥1,200
9784380930072 現代思想キイ・ワード辞典 ¥1,068 ●
9784380630040 現代思想入門三一新書 ¥650
9784380882098 現代思想論 ¥2,200 〇
9784380640018 現代人の読書 ¥750
9784380922107 現代人災黒書 ¥2,427
9784380932151 現代世界の政治経済地図 ¥3,107 〇
9784380820076 現代地方自治学 ¥700
9784380780004 現代日本の差別意識三一新書８７０ ¥550
9784380715273 現代日本戯曲大系１ ¥5,631
9784380975363 現代日本戯曲大系１０ ¥9,000
9784380975370 現代日本戯曲大系１１ ¥9,000
9784380985355 現代日本戯曲大系１２ ¥9,000
9784380985362 現代日本戯曲大系１３ ¥9,000
9784380985379 現代日本戯曲大系１４ ¥9,000
9784380715280 現代日本戯曲大系２ ¥5,631
9784380715297 現代日本戯曲大系３ ¥5,631
9784380715303 現代日本戯曲大系４ ¥7,000
9784380715310 現代日本戯曲大系５ ¥5,631
9784380715327 現代日本戯曲大系６ ¥5,631
9784380725272 現代日本戯曲大系７ ¥7,000
9784380725289 現代日本戯曲大系８ ¥5,631
9784380975356 現代日本戯曲大系９ ¥9,000
9784380900082 現代日本酒名鑑 ¥1,068 ●
9784380620027 現代日本女性史 ¥550
9784380960024 現代犯罪詣で ¥825 ●
9784380735554 現代評論集現代短歌大系第１２巻 ¥1,200
9784380972270 現代文明論講義１ ¥2,300
9784380972287 現代文明論講義２ ¥2,300
9784380650079 現代落語論ー笑わないで下さい ¥1,000 〇

言葉と言葉ならざるもの　針生一郎評論集 ¥2,000
9784380952197 古代渦巻文の謎 ¥3,301
9784380942143 古代蝦夷と天皇家 ¥2,427
9784380932403 古代天皇渡来史 ¥2,330
9784380970023 古代天皇陵をめぐる ¥900 ●
9784380972706 古代倭王朝論 ¥9,500
9784380782442 古典への道案内 ¥1,600
9784380695216 古典落語大系　１ ¥3,000
9784380695223 古典落語大系　２ ¥3,000
9784380695230 古典落語大系　３ ¥2,427
9784380695247 古典落語大系　４ ¥2,427
9784380695254 古典落語大系　５ ¥3,000
9784380695261 古典落語大系　６ ¥2,427
9784380705212 古典落語大系　７ ¥3,000
9784380695278 古典落語大系　８ ¥3,000
9784380832727 古典猥褻読本 ¥2,200
9784380972010 古畑任三郎　結末の結末 ¥1,000



9784380962677 古墳に卑弥呼の系譜を読む ¥3,495
9784380822629 古琉球の世界 ¥4,200
9784380742255 孤独の賭け ¥1,400
9784380952203 故郷は地球 ¥10,000
9784380822285 湖は流れる　霞ヶ浦の水と土と人 ¥1,500
9784380822452 狐ものがたり ¥1,700
9784380983092 雇用破綻 ¥1,500 〇
9784380012136 五十年目の句帳 ¥1,900
9784380920097 五日制で変わる子どもと学校 ¥825
9784380902253 五日制の学校 ¥1,456
9784380845512 五味川純平著作集１ ¥3,500
9784380855481 五味川純平著作集１０ ¥3,500
9784380855498 五味川純平著作集１１ ¥3,500
9784380835483 五味川純平著作集１２ ¥3,500
9784380835490 五味川純平著作集１３ ¥3,500
9784380835506 五味川純平著作集１４ ¥3,500
9784380835513 五味川純平著作集１５ ¥3,500
9784380835520 五味川純平著作集１６ ¥3,500
9784380835537 五味川純平著作集１７ ¥3,500
9784380845482 五味川純平著作集１８ ¥3,500
9784380845499 五味川純平著作集１９ ¥3,500
9784380845529 五味川純平著作集２ ¥3,500
9784380845505 五味川純平著作集２０ ¥3,500
9784380845536 五味川純平著作集３ ¥3,500
9784380845543 五味川純平著作集４ ¥3,500
9784380845550 五味川純平著作集５ ¥3,500
9784380845567 五味川純平著作集６ ¥3,500
9784380845574 五味川純平著作集７ ¥3,500
9784380845581 五味川純平著作集８ ¥3,500
9784380845598 五味川純平著作集９ ¥3,500
9784380872051 五郎兵衛新田と被差別部落 ¥2,000
9784380932144 呉清源棋話 ¥1,800
9784380752247 娯楽映画大百科 ¥1,500
9784380932328 後藤象二郎と近代日本 ¥3,107
9784380872297 碁に勝てなければ他のことにも勝てない ¥1,700
9784380852305 碁は断にあり ¥1,500
9784380932298 碁裡夢中囲碁いろは川柳 ¥1,942
9784380892028 語りかけるシベリア ¥1,400 〇
9784380150029 語り継ぐ在日の歴史-分断と差別・迫害に ¥2,200 〇
9784380842214 誤った死刑 ¥1,400
9784380072147 護憲の論理１８のポイント ¥1,600 〇
9784380950292 護身術 ¥777
9784380002090 光と闇　我らが世紀 ¥1,800
9784380952609 公望流メリケン向飛車戦法 ¥1,748
9784380970238 厚生省薬害史 ¥850
9784380942686 抗争　古賀磯次は有罪か ¥1,748
9784380900051 校則の話 ¥777 〇
9784380932397 校則裁判 ¥2,718
9784380953057 江戸サラリーマン川柳 ¥1,748
9784380932489 江戸の性病 ¥1,845 〇
9784380982996 江戸の生活と経済 ¥2,000
9784380980015 江戸の大道芸人 ¥800
9784380960031 江戸の弾左衛門 ¥800
9784380922275 江戸の非人 ¥2,000
9784380970214 江戸の非人頭　車善七 ¥800
9784380942563 江戸の部落 ¥2,330
9784380953040 江戸の流刑囚　近藤富蔵 ¥1,845
9784380810053 江戸暗殺史 ¥728
9784380912252 江戸巷談　藤岡屋ばなし ¥2,524



9784380922237 江戸巷談　藤岡屋ばなし続集 ¥2,524
9784380972157 江戸時代の差別観念 ¥2,100
9784380950001 江戸時代の民衆思想 ¥777
9784380832079 江戸時代の歴史 ¥2,800
9784380932601 江戸時代パラウ漂流記 ¥6,796 〇
9784380972171 江戸時代ハワイ漂流記 ¥7,000
9784380980039 江戸町奉行 ¥850 ●
9784380982736 江戸東京を歩く　宿場 ¥2,200
9784380832611 江川になれなかった男たちドラフト外伝 ¥1,300
9784380942716 江釣子古墳の謎 ¥2,524 ●
9784380822469 港はるあき魚暦 ¥1,500
9784380932540 溝口健二を愛した女 ¥2,233 ●
9784380705182 溝口健二現代のシネマ４ ¥1,650
9784380940170 皇室報道と「敬語」 ¥825
9784380835445 荒正人著作集１ ¥5,000
9784380845444 荒正人著作集２ ¥5,000
9784380845451 荒正人著作集３ ¥5,000
9784380845468 荒正人著作集４ ¥5,000
9784380845475 荒正人著作集５ ¥12,000
9784380975332 香山滋全集　別 ¥8,400
9784380935312 香山滋全集１ ¥7,573
9784380955341 香山滋全集１０ ¥7,573
9784380975325 香山滋全集１１ ¥8,400
9784380945335 香山滋全集１２ ¥7,573
9784380955334 香山滋全集１３ ¥7,573
9784380965333 香山滋全集１４ ¥7,573
9784380945328 香山滋全集２ ¥7,573
9784380945342 香山滋全集３ ¥7,573
9784380955327 香山滋全集４ ¥7,573
9784380965319 香山滋全集５ ¥7,573
9784380955310 香山滋全集６ ¥7,573
9784380945311 香山滋全集７ ¥7,573
9784380965326 香山滋全集８ ¥7,573
9784380975318 香山滋全集９ ¥7,573
9784380735516 高安国世・田谷鋭・前登志夫現代短歌大系８ ¥1,200
9784380892387 高校世界史におけるフランス革命論批判 ¥1,942 〇
9784380900075 高校生の流行学 ¥825
9784380730009 高校生への手紙三一新書７９０ ¥650
9784380870095 高校日本史教科書 ¥850
9784380832529 高校無用の大学進学法 ¥1,300
9784380922077 高杉晋作　詩と生涯 ¥2,136
9784380910029 合成洗剤の話 ¥750 ●
9784380800023 合成洗剤はもういらない ¥777 〇
9784380962240 国家の形成 ¥4,369
9784380052033 国境 ¥1,700
9784380850097 国語辞典にみる女性差別 ¥777 ●
9784380042096 国際化時代の教育課題と人間形成論集 ¥4,200
9784380862045 国分一太郎 ¥3,700
9784380890024 国民健康保険 ¥777
9784380980084 国立国会図書館入門 ¥950 ●
9784380942396 国立大学　権力構造の謎解き ¥2,039
9784380752278 黒い郵便船 ¥1,262
9784380882067 黒岩涙香 ¥3,500
9784380912054 今田勇子ＶＳ．警察 ¥1,359 〇
9784380952715 根津物語 ¥1,553 〇
9784380930089 佐渡新発見 ¥777 ●
9784380725494 佐藤佐太郎・宮柊二・近藤芳美現代短歌大 ¥1,200
9784380972874 佐野鋤・音楽とその生涯 ¥2,200 〇
9784380802102 差別からみた世界史 ¥1,800



9784380952739 差別と表現 ¥2,136
9784380840050 差別と部落 ¥750 ●
9784380780011 差別のなかの女性 ¥700 ●
9784380842276 差別を考える ¥2,000
9784380932304 砂の墓標 ¥1,845 〇
9784380052118 砂町綺譚 ¥1,700
9784380850066 砂糖をとりすぎる日本人 ¥680
9784380052026 再生への道 ¥1,714
9784380792304 最近の猥褻出版 ¥1,000
9784380932656 最後の愚連隊 ¥2,000
9784380842184 最後の博徒 ¥2,000 ●
9784380772085 最後の攘夷党 ¥1,200 ●
9784380812743 最初の一冊 ¥1,200 〇
9784380970009 最新　究極の日本酒選び ¥950 ●
9784380895500 斎藤慎爾集俳句の現在別巻３ ¥1,806
9784380725470 斎藤茂吉・釈迢空・会津八一現代短歌大系１ ¥1,200
9784380780028 裁判官の内幕 ¥680
9784380852213 在日韓国朝鮮人 ¥1,602
9784380812828 在日朝鮮人　私の青春 ¥1,600
9784380922480 在日朝鮮人・強制連行・民族問題 ¥1,602
9784380822438 在日朝鮮人と教育 ¥2,233
9784380792090 在日朝鮮人運動史 ¥1,800
9784380755118 在日朝鮮人関係資料集成１ ¥18,000
9784380755125 在日朝鮮人関係資料集成２ ¥23,000
9784380765117 在日朝鮮人関係資料集成３ ¥25,000
9784380765124 在日朝鮮人関係資料集成４ ¥44,000 〇
9784380765131 在日朝鮮人関係資料集成５ ¥30,000
9784380832284 堺利彦女性論集 ¥7,500
9784380002021 桜木物語 ¥1,800
9784380942471 殺人者の獄　大阪刑務所四区 ¥1,748 〇
9784380805066 雑誌『真相』復刻版１ ¥18,000
9784380815065 雑誌『真相』復刻版２ ¥18,000 〇
9784380815072 雑誌『真相』復刻版３ ¥18,000 〇
9784380815089 雑誌『真相』復刻版４ ¥18,000 〇
9784380815096 雑誌『真相』復刻版５ ¥18,000 〇
9784380815102 雑誌『真相』復刻版６ ¥18,000 〇
9784380815119 雑誌『真相』復刻版７ ¥18,000 〇
9784380815126 雑誌『真相』復刻版８ ¥18,000 〇
9784380902383 三国志 ¥2,233 〇
9784380962295 三重県の図書館 ¥3,495
9784380772078 三重県水平社労農運動史 ¥3,800
9784380120046 三千里の山河 ¥4,200 ●
9784380812101 三多摩社会運動史料集 ¥6,000
9784380972720 三島由紀夫論　命の形 ¥2,300 ●
9784380700088 三里塚 ¥650
9784380932175 参上！！女流三強棋士 ¥1,553 〇
9784380852367 山口組ドキュメント　血と抗争 ¥1,300
9784380902239 山口組ドキュメント　五代目山口組 ¥1,300
9784380852114 山口組ドキュメント　山口組ＶＳ．一和会 ¥1,300
9784380932472 山口武秀著作集 ¥9,709 〇
9784380912177 山猫からの手紙 ¥1,748
9784380792618 山猫理髪店 ¥1,000
9784380802089 山陽の古代遺跡 ¥3,000
9784380792540 産小屋日記 ¥1,500
9784380962745 史料解読　奥羽南北朝史 ¥9,515
9784380975837 四国の民俗日本民俗調査報告書集成愛媛県編 ¥0
9784380975820 四国の民俗日本民俗調査報告書集成香川県編 ¥100,000
9784380975851 四国の民俗日本民俗調査報告書集成高知県編 ¥0
9784380975844 四国の民俗日本民俗調査報告書集成徳島県編 ¥0



9784380140044 始作折半 ¥6,500 〇
9784380870026 子どもに何が起きているのか ¥650
9784380962233 子どもの歯があぶない ¥1,650
9784380870118 子どもの歯があぶない三一新書９９４ ¥680
9784380842429 子どもの病気の見わけ方ユ－モア先生ズバリ ¥1,700
9784380880001 子どもの薬 ¥850
9784380952760 子どもマンガの巨人たち ¥2,233
9784380982439 子どもを生かす子育て法 ¥1,400
9784380952722 市川雷蔵 ¥2,913
9784380830068 市民のための科学的な見方考え方 ¥750
9784380812187 市民の政治とは ¥1,600
9784380942303 市民革命の先駆者　高杉晋作 ¥1,942 ●
9784380082191 思いやりのある子が巣立つ家 ¥1,524
9784380950056 思考練習 ¥825 ●
9784380062087 死ぬことと生きること２４２の言葉 ¥1,100
9784380962943 死の周辺 ¥1,748 〇
9784380882258 死刑その虚構と不条理 ¥1,806
9784380912047 死刑と無期の間 ¥2,039 〇
9784380940200 死刑の日本史 ¥825
9784380922398 死刑を志願した男 ¥1,650
9784380912023 死刑を問う ¥2,621
9784380932687 死刑廃止・日本の証言 ¥3,398 〇
9784380932410 死刑論の研究 ¥2,913
9784380872211 私たちは中国で何をしたか元日本人戦犯の記 ¥1,800
9784380082085 私には浅田先生がいた ¥1,238 ●
9784380932670 私のＣＭイメージ論 ¥1,942 〇
9784380892400 私のなかのユダヤ人」 ¥1,359
9784380952371 私の下町・壁の中の妖精 ¥2,136
9784380820151 私の熟年生活三一新書 ¥650
9784380720178 私の人生を決めた一冊の本三一新書７８９ ¥650
9784380832314 私の戦争犯罪 ¥1,359
9784380722011 私の大学闘争 ¥1,000
9784380732188 私は驢馬に乗って下着を売りにゆきたい ¥1,500
9784380970047 詩の中の昆虫たち ¥800 〇
9784380130069 詩集　光の種をまく ¥1,600 〇
9784380832383 試験管の中の子どもたち ¥1,500
9784380960017 資格を取る前に読む本 ¥825 ●
9784380960093 資生堂を告発する ¥825
9784380963001 資料　社会党河上派の軌跡 ¥10,000
9784380712067 資料大阪水産物流通史 ¥15,000
9784380980169 歯のレーザー治療法 ¥800 ●
9784380940101 歯を抜かない工夫 ¥750 ●
9784380952289 歯科医療過誤 ¥2,136
9784380972065 寺山修司　その知られざる青春 ¥2,200
9784380735523 寺山修司・春日井建・石川不二子・佐佐木 ¥1,200
9784380835469 時代裂第２巻 ¥70,000
9784380835476 時代裂第３巻 ¥70,000
9784380835452 時代裂復刻版全３巻 ¥7,000
9784380942051 次の一手でわかる　寄せの決め手 ¥1,553 ●
9784380962325 自衛隊　おとなの幼稚園 ¥1,553 〇
9784380710100 自衛隊の作戦計画三一新書 ¥550
9784380742132 自衛隊を裁けその軍事機密の追及 ¥1,200
9784380085017 自殺したい人に寄り添って ¥1,900 〇
9784380570025 自殺論 ¥728
9784380952364 自治体学 ¥1,750 〇
9784380852220 自動車解体共和国 ¥1,500
9784380922114 自白の研究 ¥7,800
9784380960055 自分でできる心の健康診断 ¥777
9784380882180 自閉症克服の記録 ¥1,553



9784380902079 自閉症児 ¥1,748 〇
9784380710001 自閉症児がふえている ¥680
9784380792359 自閉症児の治療と教育教育の源泉をもとめて ¥1,408
9784380872143 自民党選挙の秘密 ¥1,500
9784380842047 自由民権・静岡事件 ¥2,000
9784380812132 自由民権機密探偵史料集　全一巻 ¥30,000
9784380930126 七三一部隊の犯罪 ¥777
9784380820182 実戦話術 ¥650
9784380862243 実録・麻雀盛衰記麻雀プロ・その世界 ¥1,400
9784380992124 篠原千絵ﾜｰﾙﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ1981-00/001999 ¥1,100
9784380735509 柴生田稔・生方たつゑ・窪田章一郎現代短歌 ¥1,200
9784380932120 写楽・考 ¥2,136
9784380922220 写真集　山よろけ ¥2,718
9784380942501 写真集　浅草の肖像 ¥2,718
9784380932595 写真集TOKYO-STREETS 1989-1991 ¥3,398 〇
9784380862069 社会運動・思想関係資料案内 ¥3,800
9784380832789 社会科学への発想 ¥2,200
9784380982644 社会経済システムの転機と日本の選択 ¥3,800
9784380872112 社会主義の再生は可能か ¥3,500
9784380952111 社会主義像の転回 ¥3,398 〇
9784380902017 社会部記者の事件記事考 ¥2,136 〇
9784380820014 車原病三一新書 ¥650
9784380942419 邪馬台国は東遷したか ¥1,748
9784380702075 邪馬台国を探る ¥1,500
9784380692000 邪馬台国論争 ¥1,800
9784380942075 釈迦の秘密 ¥1,650
9784380630019 若い日の生き方三一新書３８１ ¥650
9784380560002 若き日の疑問 ¥650
9784380130045 若紫の無窮花 ¥1,200 〇
9784380072284 弱者だから勝てる ¥1,650 ●
9784380842160 主体思想と朝鮮の統一 ¥2,600
9784380860065 主婦たちの食べ物情報 ¥680 ●
9784380962424 朱い雪 ¥2,427 〇
9784380980114 酒と日本人 ¥900 ●
9784380983085 酒はやめられる ¥2,000
9784380942495 酒飲みのための肝臓読本 ¥1,553
9784380972652 首都機能移転を検証する ¥2,100
9784380942174 受験に克つ子育て法 ¥1,748
9784380960048 受験英語で英会話 ¥825 ●
9784380962097 周縁者の精神 ¥2,913 〇
9784380860096 就職情報の真実 ¥650
9784380812729 修羅 ¥980
9784380785146 秋月龍珉著作集１ ¥1,600
9784380795152 秋月龍珉著作集１０ ¥1,800
9784380795169 秋月龍珉著作集１１ ¥2,000
9784380795176 秋月龍珉著作集１２ ¥2,000
9784380795183 秋月龍珉著作集１３ ¥1,800
9784380795190 秋月龍珉著作集１４ ¥2,500
9784380785221 秋月龍珉著作集１５ ¥1,800
9784380785153 秋月龍珉著作集２ ¥1,600
9784380785160 秋月龍珉著作集３ ¥1,800
9784380785177 秋月龍珉著作集４ ¥1,800
9784380785184 秋月龍珉著作集５ ¥2,300
9784380785191 秋月龍珉著作集６ ¥1,800
9784380785207 秋月龍珉著作集７ ¥1,800
9784380785214 秋月龍珉著作集８ ¥1,800
9784380795145 秋月龍珉著作集９ ¥2,000
9784380892271 秋成　言葉の辺境と異界 ¥4,854
9784380953002 襲撃　伊丹十三監督傷害事件 ¥1,748



9784380912115 蹴る馬 ¥1,359 〇
9784380952487 醜い韓国人が醜い日本人に応える ¥1,359
9784380940224 醜い日本人 ¥728
9784380962615 住まいの複合汚染 ¥1,800 ●
9784380149016 住宅産業界の鬼才 ¥1,600 〇
9784380982163 住民紛争のたたかい方 ¥1,800 ●
9784380720154 十七歳の死摩周湖のほとりで三一新書７８７ ¥550
9784380780127 従軍慰安婦（正） ¥680
9784380780134 従軍慰安婦（続） ¥680 ●
9784380920066 従軍慰安婦と戦後補償 ¥728
9784380882203 柔道界のデスマッチ全柔連ｖｓ学柔連 ¥1,200
9784380792342 重複障害児教育 ¥1,400
9784380922435 出雲　神在月の謎にせまる ¥1,942 ●
9784380912528 春闘無用！ ¥2,039
9784380972263 初年兵と従軍慰安婦 ¥2,400
9784380972812 書かれざる蕪村の日記 ¥3,200
9784380972096 書店人のこころ ¥2,000
9784380912191 書店人のしごと ¥1,942
9784380822025 書評の同時代史 ¥1,500
9784380822124 書評の同時代史一読入魂レポ－ト ¥1,500
9784380932625 書物の快楽 ¥2,621 ●
9784380892479 書物の戦場 ¥2,000
9784380882494 諸国を遍歴する二人の騎士の物語 ¥1,200
9784380782374 諸国町並紀行 ¥1,800
9784380832604 女　酒ぐれ　泥役者 ¥1,600
9784380950018 女たちのピョンヤン ¥777
9784380842290 女たちの死刑廃止「論」 ¥1,500
9784380912221 女ひとりのアルジェリア ¥1,748
9784380982873 女よ　テロリストになれ！ ¥1,800 〇
9784380002052 女一人の買いつけ世界旅行 ¥1,800
9784380902376 女子刑務所 ¥1,748 ●
9784380962868 女子大は憲法違反か！？ ¥1,359 〇
9784380822292 女囚８１３番 ¥1,400
9784380982507 女性・戦争・人権　創刊号 ¥2,000 〇
9784380952906 女性と宗教の近代史 ¥2,330 ●
9784380970122 女性にやさしい靴選び ¥750
9784380720055 女性解放と現代 ¥650
9784380940187 女性学をまなぶ ¥800
9784380742217 序説転換期の文学 ¥3,500
9784380962813 徐福集団渡来と古代日本 ¥2,524
9784380922527 徐福伝説の謎 ¥2,233
9784380148002 除染労働 ¥1,000 〇
9784380962059 傷つきやすい子どもたち ¥2,200 ●
9784380832734 勝手にさせて ¥900
9784380822599 将棋にかける青春 ¥1,200
9784380952708 将棋の博物誌 ¥2,427
9784380972744 将棋記者血涙二十番勝負 ¥2,300 〇
9784380982712 将棋随筆名作集 ¥2,700
9784380892356 将棋二百年　名局の旅 ¥1,553
9784380882388 将棋連盟が甦った日 ¥1,200
9784380912399 小寺玉晁見世物雑志 ¥6,699
9784380892042 小諸義塾の研究 ¥4,800
9784380822216 小西反軍裁判 ¥1,700
9784380150081 小説　北上川 ¥1,700 〇
9784380832697 小説ＮＨＫ ¥1,200
9784380892462 小説ウォーターフロント ¥1,262 〇
9784380952425 小説愛 ¥2,621
9784380832710 小説闇将軍 ¥1,200
9784380812651 小説電通 ¥1,200



9784380822650 小説裏千家 ¥1,300
9784380885495 少年小説大系　資料編 ¥4,500 〇
9784380885488 少年小説大系　別巻１ ¥6,800 〇
9784380955471 少年小説大系　別巻２ ¥8,544 〇
9784380935473 少年小説大系　別巻３ ¥8,544 〇
9784380935497 少年小説大系　別巻４ ¥8,544 〇
9784380975479 少年小説大系　別巻５ ¥7,767 ●
9784380895470 少年小説大系０１ ¥6,800
9784380875472 少年小説大系０２ ¥6,800
9784380915482 少年小説大系０３ ¥6,800
9784380865473 少年小説大系０４ ¥6,800
9784380875489 少年小説大系０５ ¥6,800
9784380885471 少年小説大系０６ ¥6,800
9784380865480 少年小説大系０７ ¥6,800
9784380865497 少年小説大系０８ ¥8,000 〇
9784380875496 少年小説大系０９ ¥7,767 ●
9784380905476 少年小説大系１０ ¥6,800 〇
9784380915475 少年小説大系１１ ¥6,800 〇
9784380945489 少年小説大系１２ ¥7,767 〇
9784380965470 少年小説大系１３ ¥8,544 〇
9784380955488 少年小説大系１４ ¥7,767 〇
9784380945496 少年小説大系１５ ¥8,544 〇
9784380925504 少年小説大系１６ ¥6,796 〇
9784380945472 少年小説大系１７ ¥7,767 〇
9784380925474 少年小説大系１８ ¥6,796 ●
9784380945502 少年小説大系１９ ¥7,767 〇
9784380925498 少年小説大系２０ ¥6,796 〇
9784380965487 少年小説大系２１ ¥8,544
9784380975486 少年小説大系２２ ¥7,800 〇
9784380925481 少年小説大系２３ ¥6,796 〇
9784380935480 少年小説大系２４ ¥7,767 〇
9784380935503 少年小説大系２５ ¥7,767 〇
9784380955495 少年小説大系２６ ¥7,767
9784380965494 少年小説大系２７ ¥7,767 〇
9784380932038 昭和の探偵小説 ¥3,204
9784380942020 昭和囲碁名勝負物語　下 ¥2,427 ●
9784380942013 昭和囲碁名勝負物語　上 ¥2,427
9784380942808 昭和教育史　下 ¥7,767
9784380942754 昭和教育史　上 ¥7,767
9784380972089 昭和高座の名人たち ¥2,700
9784380892455 昭和史ドキュメント　ゴー・ストップ事件 ¥1,553
9784380862076 昭和思想史６０年 ¥4,800
9784380912306 昭和思想全史 ¥5,000
9784380762147 昭和天皇と日本人 ¥1,500
9784380902130 昭和天皇の秘密 ¥1,359 ●
9784380942488 昭和名侠伝　鬼魄 ¥1,942 ●
9784380870064 昭和流行語辞典 ¥750
9784380810046 松下幸之助を怒らせる本三一新書 ¥650
9784380992155 松本清張 ¥2,000
9784380970146 消えた遺体 ¥900
9784380852121 消えゆく野生と自然動物たちに何が起きてい ¥2,100
9784380972782 消さずの火　門屋養安天保異聞 ¥2,900
9784380982392 消されたアイヌ地 ¥2,400
9784380912443 湘南ラグビー少年団 ¥1,262
9784380842368 焼かれる花嫁 ¥2,200
9784380983030 衝撃のネパール語 ¥3,000 ●
9784380932380 象徴天皇制と部落幻想 ¥3,107
9784380910081 障害児とともに学ぶ ¥728 ●
9784380862113 障害児の異議申し立て人と人とのつながり ¥1,400



9784380880049 障害者だから不幸なのか ¥728
9784380772306 障害者の解放運動 ¥1,400
9784380822445 障害者教育の歴史的成立 ¥1,500
9784380842436 上手な住まい方の工夫 ¥1,400
9784380792410 上手な住宅の建て方 ¥1,500
9784380802515 上手な住宅の買い替え方 ¥1,800
9784380822483 上手な増改と建て替え方 ¥1,800
9784380862250 上田秋成　史的情念の世界 ¥4,200
9784380962165 上田秋成の古典感覚 ¥5,340
9784380872266 常世伝説の謎 ¥2,500
9784380870101 情緒障害児」がつくられる ¥650
9784380950117 情報教育技術１２３の法則 ¥777
9784380832659 浄瑠璃の小宇宙 ¥6,000
9784380922213 植物文化経営論 ¥1,748
9784380922091 織田信長と高山右近 ¥1,456
9784380982880 職業・思想・運動 ¥3,000 〇
9784380960161 職業としての医師 ¥728 ●
9784380800047 職業としての准看護婦 ¥650
9784380790089 職業としての編集者三一新書 ¥650
9784380812422 食・農・医 ¥1,500
9784380820229 食べすぎる日本人 ¥650
9784380982057 食べて歩いてやっと旅人らしく ¥1,456
9784380930157 食べ物からわかるガンの秘密 ¥777
9784380850028 食卓に自然を！ ¥728
9784380950247 食卓の化学毒物事典 ¥950 ●
9784380882296 食卓を脅かす食品照射 ¥2,000
9784380982514 食品汚染とＨＡＣＣＰ ¥1,500
9784380772498 食品添加物読本 ¥1,200
9784380822377 食糧第一 ¥4,200
9784380972393 寝盗られ宗介’９６／ロマンス’９７ ¥1,700 ●
9784380820052 心と“やまい” ¥700
9784380120015 心とからだにおいしい　韓国のお茶 ¥1,400 〇
9784380160073 心に刻み　石に刻む ¥1,800 〇
9784380792380 心の目で絵も描く ¥1,200
9784380980053 新　共産党宣言 ¥900
9784380982088 新　世界史 ¥2,500
9784380970108 新　勉強に強くなる本 ¥800
9784380992032 新・騎馬民族征服王朝説 ¥4,000
9784380032035 新・動物実験を考える ¥1,500
9784380962608 新・坊っちゃん ¥2,233
9784380940231 新あぶない化粧品 ¥800 ●
9784380072000 新ほんものの名酒・名品 ¥1,650 〇
9784380932229 新興宗教　金儲けの手口 ¥1,456
9784380042072 新宿ＤＩＧＤＵＧ物語 ¥2,800
9784380862274 新宿の夜はキャラ色 ¥1,400
9784380820175 新宿物語 ¥650
9784380960215 新々あぶない化粧品 ¥800 〇
9784380735547 新人賞作品・夭折歌人集・現代新鋭集現代 ¥1,200
9784380860119 新人類と宗教 ¥680
9784380972195 新世紀エヴァンゲリオン完全攻略読本 ¥1,000
9784380932519 新千一夜物語 ¥1,845
9784380110009 新装改訂　原発被曝列島 ¥1,400 〇
9784380072031 新装改訂版　生きる勇気と癒す力 ¥5,000 〇
9784380012174 新装版　イスラム原理主義 ¥2,500
9784380912450 新装版　写真集　水俣 ¥5,000
9784380982620 新装版　昭和思想史　下 ¥2,400 ●
9784380982613 新装版　昭和思想史　上 ¥2,400 ●
9784380062049 新装版　野菜学入門 ¥2,100 ●
9784380072277 新装版　霊芝 ¥1,700 〇



9784380040009 新装版　話し方の秘密 ¥825 ●
9784380935114 新村猛著作集１ ¥9,709
9784380945113 新村猛著作集２ ¥11,650
9784380955112 新村猛著作集３ ¥11,650
9784380952395 新版　アンベードカルの生涯 ¥2,718 〇
9784380982538 新版　イプセン　生涯と作品 ¥3,200 〇
9784380072154 新版　エヴァンゲリオン解読 ¥1,524 ●
9784380062131 新版　ママのお口は左手 ¥1,600
9784380840036 新版　罪と死と愛と ¥750
9784380982071 新版　三鷹事件 ¥2,600
9784380120022 新版　哲学・論理用語辞典 ¥2,700 〇
9784380670091 新版　日本女性史 ¥777
9784380082245 新版　叛逆のバリケード ¥2,800 〇
9784380982774 新版　物部氏の伝承 ¥2,800
9784380012020 新美南吉紹介 ¥2,200
9784380942822 新布石法 ¥1,942
9784380942068 新聞記事作法 ¥1,748 〇
9784380872136 新保守の時代はつづくのか ¥1,800
9784380962172 森から来たカーニバル ¥2,233
9784380952876 森が滅びる ¥1,553 ●
9784380962769 森に蘇る日本文化 ¥1,650
9784380922534 森鴎外と明治国家 ¥2,621
9784380982798 森家の人びと ¥3,800
9784380942211 深夜の電報少年 ¥1,553
9784380812712 真夜中の虹 ¥1,300
9784380882463 神はナイルに死す ¥1,300
9784380980008 神社めぐり　関西編 ¥800
9784380970054 神社めぐり　関東・中部編 ¥800 ●
9784380962141 神奈川県の被差別部落 ¥1,942
9784380942457 神様ジーコの遺言 ¥1,359
9784380832468 親よ逃げるな ¥1,200
9784380550034 親鸞 ¥650 ●
9784380842023 親鸞　悪人の浄土 ¥2,039
9784380922510 親鸞　差別解放の思想と足跡 ¥2,039
9784380842030 親鸞と浄土 ¥1,301
9784380082221 震災　戒厳令　虐殺 ¥1,200 〇
9784380149009 震災以降 ¥1,400 〇
9784380600029 人しれず微笑まん ¥700
9784380042010 人格障害 ¥1,600
9784380872334 人間になりたかった猫 ¥1,500
9784380702006 人間の原点」とは何か ¥1,200
9784380082009 人間の砦 ¥2,000 〇
9784380732157 人間の条件下 ¥1,200
9784380570032 人間の条件三一新書１２３第２版第５部 ¥680
9784380732133 人間の条件上 ¥1,200
9784380732140 人間の条件中 ¥1,200
9784380560019 人間の條件三一新書４９１ ¥680
9784380560026 人間の條件三一新書５０２ ¥680
9784380570001 人間の條件三一新書５１３ ¥680
9784380570018 人間の條件三一新書５２４ ¥680
9784380580000 人間の條件三一新書５４６ ¥680
9784380892240 人間は自然を守れるか ¥1,456 ●
9784380982095 人間機械論 ¥2,400
9784380812392 人間破壊工場 ¥1,300
9784380832239 人権と憲法を考える ¥2,500
9784380950100 人権ノート ¥728
9784380900037 人権思想の源流と部落の歴史 ¥728
9784380920035 人生トラブル解決法 ¥777
9784380972591 人生をかえる本もあった ¥2,500 〇



9784380862175 人生を変えた内部告発 ¥2,200
9784380902420 図解　気功法　中国古来健康法 ¥2,039
9784380785092 図録日本医事文化史料集成第１巻 ¥38,000
9784380775093 図録日本医事文化史料集成第２巻 ¥38,000
9784380785108 図録日本医事文化史料集成第３巻 ¥38,000
9784380785115 図録日本医事文化史料集成第４巻 ¥38,000
9784380795091 図録日本医事文化史料集成第５巻 ¥38,000
9784380952685 吹替映画大事典 ¥1,600 ●
9784380822698 推理小説　幻書辞典 ¥1,200 ●
9784380862168 水が滅びる ¥1,500
9784380852145 水爆実験との遭遇 ¥1,800
9784380855146 水平社創立前夜近代部落史資料集成第９巻 ¥21,000
9784380002007 水溶性アガリクスでガンが治った６０人の体 ¥1,200
9784380742286 数字で書かれた物語 ¥1,204
9784380973123 菅江真澄とアイヌ ¥4,800
9784380992285 世にも美しいＨライフ ¥1,400
9784380902543 世界のサッカー ¥2,524
9784380882326 世界の学校 ¥1,806
9784380910067 世界の教育 ¥900
9784380882210 世界飢餓の構造いま世界に食糧が不足してい ¥3,000
9784380950230 世界史のなかのニホン軍 ¥825 ●
9784380912146 世紀末ニッポンの官僚たち ¥1,650
9784380972126 世替りや世替りや ¥3,500 〇
9784380822254 世話講談 ¥2,500
9784380822551 世話講談黙阿弥物の展開 ¥2,500
9784380982989 制服少女が堕ちるドラッグ快楽の地獄 ¥2,000 〇
9784380992001 性の行方 ¥1,900
9784380952692 性の奴隷　従軍慰安婦 ¥2,718 ●
9784380972447 性は乱調にあり ¥1,800
9784380052064 性科学 ¥1,900 ●
9784380952661 性器信仰の系譜 ¥2,136
9784380982248 性即生 ¥1,800 〇
9784380802287 政治における理想と現実 ¥1,600
9784380892233 政治学のフィールド・ワーク ¥1,748
9784380802171 政治学への発想 ¥2,000
9784380812170 政党政治の政治学 ¥1,500
9784380812668 星と月と草のまち ¥1,200
9784380882517 星のきらめく夜は私の星座 ¥2,000 〇
9784380772467 星の街のものがたり ¥1,165
9784380822681 星への切符 ¥1,200
9784380862281 清掃夫（バンギィ・カ－スト）の息子 ¥1,300
9784380892073 生きるための解放」論 ¥1,900
9784380082160 生きるための乳がん ¥2,200 〇
9784380822001 生きる根拠を求めて ¥2,800
9784380972928 生きる勇気と癒す力 ¥5,500
9784380852091 生き残りの時代に ¥1,500
9784380982828 生き残れるか生保会社 ¥1,800
9784380882524 生れたまんま生きてきて ¥980
9784380930133 生活者の政治学 ¥728
9784380862205 生徒に学ぶ教育 ¥1,300
9784380940064 生徒会の話 ¥825
9784380900013 生徒人権手帳 ¥874 ●
9784380972539 生物多様性の危機 ¥2,500
9784380992209 聖ヴァレンタイン物語 ¥1,900
9784380940156 聖書に学ぶ ¥874
9784380812033 聖書のイエスと現代の人間 ¥1,500 ●
9784380865374 聖書入門　マタイ福音書講義１ ¥1,748
9784380865381 聖書入門　マタイ福音書講義２ ¥1,700
9784380865398 聖書入門　マタイ福音書講義３ ¥1,700



9784380875373 聖書入門　マタイ福音書講義４ ¥1,700
9784380885372 聖書入門　マタイ福音書講義５ ¥1,700
9784380920172 聖徳太子はいなかった ¥800
9784380752070 西安事変中国現代史の転回点 ¥3,000
9784380825026 西岡虎之助著作集１ ¥12,000
9784380835025 西岡虎之助著作集２ ¥12,000
9784380845024 西岡虎之助著作集３ ¥12,000
9784380875021 西岡虎之助著作集４ ¥12,000
9784380972218 西武王国　鎌倉 ¥1,500 〇
9784380762185 西洋経済史の論争と成果 ¥2,000 〇
9784380085048 逝く人・送る人　葬送を考える ¥1,900 〇
9784380792397 青と白の幻想 ¥1,400
9784380902468 青雲を行く下 ¥1,553
9784380902451 青雲を行く上 ¥1,553
9784380942594 青水沫 ¥2,427
9784380902482 青年はなぜ逮捕されたか ¥1,845
9784380922459 青年学校史 ¥2,718 ●
9784380842092 静岡県自由民権史料集 ¥30,000
9784380962974 税金がない国の物語 ¥3,689
9784380912368 石橋湛山 ¥2,039
9784380875502 石原八束集俳句の現在９ ¥1,800
9784380852251 石坂流鍼術の世界鍼からみた現代人の生命 ¥2,200
9784380002069 石川啄木 ¥1,800 〇
9784380942228 石川啄木　抒情と思想 ¥3,786
9784380962899 石榑郁郎詰碁傑作選 ¥1,942 ●
9784380822711 赤い帽子の女／水のないプール ¥1,600
9784380982668 摂食障害ってなんだろう ¥1,600 〇
9784380912061 折口信夫「死者の書」の世界 ¥5,049
9784380872273 説話民謡考 ¥2,000
9784380062032 雪崩路 ¥1,800 ●
9784380842337 先生！ビンタはむかつくぜ ¥1,400
9784380882197 先生、もう生きていけない！ ¥880
9784380962035 先生は教祖がお似合い ¥1,456 〇
9784380982576 千葉県の図書館 ¥3,500 〇
9784380892004 専門用語がわかる住宅小事典 ¥2,233
9784380922121 専門用語がわかる住宅小事典増補改訂 ¥2,500
9784380962103 戦後５０年メディアの検証 ¥1,650
9784380812590 戦後の若者たちＰＡＲＴⅡ ¥4,000
9784380950179 戦後兜町事件史　下 ¥825
9784380950162 戦後兜町事件史　上 ¥825
9784380912085 戦後史秘話　総理を刺す ¥1,650 〇
9784380962158 戦後日本のイデオロギー対立 ¥2,718
9784380845338 戦後日本教育史料集成　別巻 ¥17,000
9784380825330 戦後日本教育史料集成１ ¥17,000
9784380835414 戦後日本教育史料集成１０ ¥17,000
9784380835421 戦後日本教育史料集成１１ ¥17,000
9784380835438 戦後日本教育史料集成１２ ¥17,000
9784380835339 戦後日本教育史料集成２ ¥17,000
9784380835346 戦後日本教育史料集成３ ¥17,000
9784380835353 戦後日本教育史料集成４ ¥17,000
9784380835360 戦後日本教育史料集成５ ¥17,000
9784380835377 戦後日本教育史料集成６ ¥17,000
9784380835384 戦後日本教育史料集成７ ¥17,000
9784380835391 戦後日本教育史料集成８ ¥17,000
9784380835407 戦後日本教育史料集成９ ¥17,000
9784380915109 戦後日本防衛問題資料集１ ¥15,534
9784380925108 戦後日本防衛問題資料集２ ¥15,534
9784380935107 戦後日本防衛問題資料集３ ¥18,447
9784380820168 戦国暗殺史 ¥650 ●



9784380842221 戦争とジャーナリズム ¥4,000
9784380810022 戦争と人間三一新書１７ ¥650
9784380820236 戦争と人間三一新書１８ ¥650
9784380650000 戦争と人間三一新書４６４１ ¥650
9784380650048 戦争と人間三一新書４７０２ ¥650
9784380650062 戦争と人間三一新書４９０３ ¥650
9784380650086 戦争と人間三一新書５０８４ ¥650
9784380660009 戦争と人間三一新書５２３５ ¥650
9784380660030 戦争と人間三一新書５３７６ ¥650
9784380660047 戦争と人間三一新書５５０７ ¥650
9784380670039 戦争と人間三一新書５６８８ ¥650
9784380670107 戦争と人間三一新書５９５９ ¥650
9784380680083 戦争と人間三一新書６３６１０ ¥650
9784380690020 戦争と人間三一新書６４８１１ ¥650
9784380690136 戦争と人間三一新書６７４１２ ¥650
9784380710025 戦争と人間三一新書７３１１３ ¥650
9784380720031 戦争と人間三一新書７６７１４ ¥650
9784380730108 戦争と人間三一新書８０５１５ ¥650
9784380750090 戦争と人間三一新書８４１１６ ¥650
9784380882272 戦争と聖書 ¥1,300 ●
9784380950193 戦争と平和　６７人の証言 ¥874 ●
9784380952845 戦争の落とし子ララバイ ¥1,845 〇
9784380982767 戦争責任と核廃絶 ¥2,000 〇
9784380972676 浅草のみだおれ ¥1,800
9784380900068 浅草芸人爆笑帳 ¥680
9784380962547 船井幸雄大研究 ¥1,650
9784380922015 銭は神に通ず ¥3,107
9784380735486 前川佐美雄・坪野哲久・五島美代子現代短歌 ¥1,200
9784380680021 全学連 ¥650
9784380852350 全共闘記　三月の乾き ¥1,400
9784380922466 全国図書館案内　補遺 ¥5,000 ●
9784380952180 全国地方史誌文献案内’９２下 ¥4,369 〇
9784380952173 全国地方史誌文献案内’９２上 ¥4,369 〇
9784380942204 全国地方史誌文献案内・下 ¥5,500 〇
9784380932830 全国地方史誌文献案内・上 ¥5,000 〇
9784380852183 全国地方自治体政策案内　下 ¥3,500
9784380852176 全国地方自治体政策案内　上 ¥3,500
9784380012167 全世界を滅ぼして自分」だけがいればよい ¥1,800
9784380670077 禅入門 ¥680
9784380972829 蘇我王国論 ¥3,800
9784380962202 蘇我王朝と天武天皇 ¥2,233
9784380012082 蘇我大王家と飛鳥 ¥1,900
9784380912153 蘇我馬子は天皇だった ¥2,100
9784380982453 創価学会は日蓮を殺す ¥1,500 ●
9784380962691 想像力 ¥2,816
9784380032004 巣立ちの日 ¥1,600
9784380812279 総力戦体制研究 ¥2,000
9784380872099 草莽の民権家　前島豊太郎伝 ¥2,800
9784380720116 増補　アイヌ民族抵抗史 ¥900
9784380690075 増補　うそつき食品 ¥777
9784380922404 増補　吉本隆明論 ¥4,078
9784380790072 増補　生体実験 ¥825
9784380812118 増補　日本封建制下の都市と社会 ¥4,500
9784380932274 増補改訂　子どもの病気の見わけ方 ¥1,845 ●
9784380942433 増補新版　ＰＴＡの研究 ¥2,233
9784380932793 増補新版　プロ野球これがドラフトだ！ ¥1,553
9784380130120 増補新版　ヘイト・クライム ¥1,400 〇
9784380962998 増補新版　現代日本の政治権力経済権力 ¥4,660
9784380982903 増補新版　資料　浅草弾左衛門 ¥3,500



9784380892196 増補新版　塾は学校を超えられるか ¥1,359
9784380842153 増補新版　政治学への道案内 ¥1,700
9784380972409 増補新版　専門用語がわかる住宅小事典 ¥2,500
9784380902178 増補新版　日本死刑白書 ¥1,650
9784380972614 増補新版　部落の源流 ¥2,300
9784380982224 増補新版　料理名由来考 ¥3,000
9784380770104 増補日本の反逆思想無政府主義運動小史三一 ¥480
9784380982408 増補版　森鴎外・母の日記 ¥6,000 〇
9784380020001 増補版スポーツ心理学からみたサッカー理論 ¥950
9784380962110 贈りものにしたい本 ¥1,748
9784380972935 息子の名は濯 ¥1,500
9784380822766 足のある死体／会議 ¥1,400
9784380990007 続　あぶないコンビニ食 ¥900 ●
9784380810008 続　あぶない化粧品 ¥800 〇
9784380980060 続　あぶない電磁波！ ¥850 ●
9784380880025 続　ザ警察対抗法 ¥874 ●
9784380970092 続　だから、せっけんを使う ¥850 ●
9784380910128 続　どうしても化粧したいあなたに ¥800 〇
9784380840043 続　ほんものの酒を！ ¥825
9784380850011 続・一向一揆と部落 ¥777
9784380892011 続・戦争とジャ－ナリズム ¥2,600
9784380950070 続・天皇稜を発掘せよ ¥874 ●
9784380980152 続・買ってはいけない化粧品 ¥850
9784380902529 続巨匠たちの伝説 ¥1,942 〇
9784380882265 続恐るべき女子高校 ¥1,000
9784380842306 続最後の博徒 ¥1,942 ●
9784380850042 続々　あぶない化粧品 ¥800 〇
9784380940040 続々　どうしても化粧したいあなたに ¥800 〇
9784380902031 続留置場　女たちの告発 ¥1,456 ●
9784380962516 続老春まんだら ¥1,748 〇
9784380842078 村落の明治維新研究 ¥3,600
9784380842252 多摩民衆運動に生きて ¥2,000
9784380022067 多民族・多文化共生の明日を拓く社会科授業 ¥1,905
9784380942358 太子復活 ¥2,136
9784380932014 太陽の快楽 ¥2,524
9784380832765 太郎の屋根に雪降りつむ ¥1,602
9784380952746 体罰の研究 ¥2,718
9784380962493 対論　オウム真理教考 ¥2,136
9784380982262 対話　近代思想史 ¥1,900 〇
9784380912436 怠学の研究 ¥1,942
9784380962349 泰山流四柱推命学入門 ¥4,369
9784380952012 胎児の記憶 ¥2,039 〇
9784380992339 代議士の自決 ¥1,800
9784380892219 代用監獄　３３人の証言 ¥1,456
9784380822223 台所奮戦記 ¥1,400
9784380932816 大ナルシスト論 ¥1,845
9784380772337 大学ー学問ー教育論集 ¥1,800
9784380972690 大韓航空００７便事件の真相 ¥5,000
9784380882142 大韓航空機事件の研究 ¥3,800
9784380862021 大逆事件と『熊本評論』 ¥3,000
9784380972560 大逆事件の全体像 ¥3,200
9784380950209 大江健三郎とは誰か ¥825
9784380972461 大江健三郎論 ¥2,600
9784380982101 大江戸岡場所細見 ¥1,600
9784380962875 大江戸好色細見 ¥1,650
9784380972836 大阪がかわる　地方がかわる ¥2,200
9784380952968 大阪の街角 ¥2,330 〇
9784380972805 大阪雑喉場魚問屋史料 ¥28,000
9784380942297 大芝居地獄草紙 ¥2,136



9784380805233 大衆芸能資料集成１ ¥12,000
9784380815287 大衆芸能資料集成１０ ¥12,000
9784380815232 大衆芸能資料集成２ ¥12,000
9784380825231 大衆芸能資料集成３ ¥12,000
9784380815249 大衆芸能資料集成４ ¥12,000
9784380815256 大衆芸能資料集成５ ¥12,000
9784380805240 大衆芸能資料集成６ ¥12,000
9784380805257 大衆芸能資料集成７ ¥12,000
9784380815263 大衆芸能資料集成８ ¥12,000
9784380815270 大衆芸能資料集成９ ¥12,000
9784380952524 大衆食堂の研究 ¥1,456 ●
9784380902406 大嘗祭の始原 ¥1,845
9784380792045 大政奉還と討幕の密勅 ¥1,800
9784380912139 大正の探偵小説涙香・春浪から乱歩・英治ま ¥3,398
9784380982361 大草原の小さな旅 ¥2,200
9784380962646 大蔵省　揺らぐ組織と政策 ¥1,456
9784380832031 大地の哲学 ¥1,800
9784380930003 大都会で長生きする方法 ¥825
9784380962004 大暴言！ ¥1,456 〇
9784380882357 大恋占あなたの恋の自己診断 ¥950
9784380932663 第４５期本因坊戦七番勝負決闘譜 ¥1,650 〇
9784380922305 第４６期本因坊戦七番勝負決闘譜 ¥1,262 〇
9784380932076 第４７期本因坊戦七番勝負決闘譜 ¥1,553 〇
9784380942006 第４８期本因坊戦七番勝負決闘譜 ¥1,650 ●
9784380952333 第４９期本因坊戦七番勝負決闘譜 ¥1,748 〇
9784380962264 第５０期本因坊戦七番勝負決闘譜 ¥1,942 〇
9784380962189 第一次世界大戦と水野広徳 ¥2,330
9784380650017 第三の性三一新書４６５ ¥550
9784380932137 第三世界国連による装置開発 ¥5,340
9784380952074 第三世界貧困の解剖 ¥5,631
9784380865510 鷹羽狩行集わが半途俳句の現在１１ ¥1,800
9784380805158 谷川健一著作集１ ¥4,800
9784380865152 谷川健一著作集１０ ¥5,800
9784380845154 谷川健一著作集２ ¥5,800
9784380835155 谷川健一著作集３ ¥4,800
9784380815157 谷川健一著作集４ ¥5,800
9784380855153 谷川健一著作集５ ¥5,800
9784380815164 谷川健一著作集６ ¥5,800
9784380825156 谷川健一著作集７ ¥5,800
9784380885150 谷川健一著作集８ ¥5,800
9784380885167 谷川健一著作集９ ¥5,800
9784380950148 誰が日本をダメにしているか ¥728
9784380962844 誰のためでもなく ¥1,429
9784380800009 誰も書かなかったケンカのしかた ¥900 ●
9784380962790 短歌に出会った女たち ¥2,136 〇
9784380902215 胆道閉鎖症の子どもと肝臓移植 ¥2,233
9784380822742 団鬼六・暗黒文学の世界 ¥5,500
9784380120053 団結こそ命、闘いこそ力 ¥1,700 〇
9784380972553 弾左衛門の謎 ¥2,300
9784380900006 男たちの哲学 ¥680
9784380842467 男たちへの花束 ¥2,000
9784380962509 男性支配の起源と歴史 ¥3,689
9784380932526 男道九州最強といわれたヤクザ ¥1,748
9784380973109 談志　受け咄 ¥1,700 ●
9784380812194 知と権力 ¥1,600
9784380973062 知の虚構 ¥2,000 〇
9784380830051 知らなきゃ損する補助金・助成金 ¥650
9784380129025 知られざるハレム ¥1,500 〇
9784380832185 知識人の運命 ¥2,000



9784380982583 知識人の宗教観 ¥3,200 〇
9784380953026 知識人の天皇観 ¥2,816 〇
9784380970016 知的生活の新技術 ¥750 ●
9784380920059 知的生活を楽しむ小論文作法 ¥800 ●
9784380800061 知的闘争術入門 ¥650
9784380930065 地球にやさしく生きる方法 ¥874
9784380892424 地球の再生 ¥1,553
9784380902437 地球環境と人間 ¥2,913
9784380922039 地球環境をめぐる旅 ¥1,845
9784380810060 地獄のゴングが鳴った三一新書 ¥800
9784380972423 地酒がわかる本 ¥1,800
9784380130106 地震予測ハンドブック ¥2,000 〇
9784380832208 地方議会になぐりこめ！ ¥1,200
9784380812040 地方巡察使復命書　下巻 ¥36,000
9784380802034 地方巡察使復命書　上巻 ¥24,000
9784380942426 地方政府・地方主権のすすめ ¥1,845
9784380952043 地名研究入門 ¥2,524
9784380962578 池永正明と、その時代 ¥1,553
9784380975561 池端俊策ベストシナリオセレクション１ ¥2,800 〇
9784380985560 池端俊策ベストシナリオセレクション２ ¥2,600 〇
9784380972119 池田大作　金脈の研究 ¥2,200 〇
9784380720048 池田大作権力者の構造三一新書 ¥650
9784380982705 竹取物語と中将姫伝説 ¥1,900
9784380832253 筑波大学 ¥2,200
9784380962028 筑豊万華 ¥2,718
9784380932199 茶聖山上宗二 ¥1,942 〇
9784380885440 中井英夫作品集　別巻 ¥4,800
9784380865435 中井英夫作品集１ ¥4,800
9784380875458 中井英夫作品集１０ ¥7,000
9784380875434 中井英夫作品集２ ¥4,800
9784380865442 中井英夫作品集３ ¥4,800
9784380885433 中井英夫作品集４ ¥4,800
9784380865459 中井英夫作品集５ ¥4,800
9784380865466 中井英夫作品集６ ¥4,800
9784380895432 中井英夫作品集７ ¥4,806
9784380895449 中井英夫作品集８ ¥4,806
9784380875441 中井英夫作品集９ ¥4,800
9784380973048 中央競馬レースマニュアル ¥1,800 ●
9784380962820 中華民国史 ¥4,660 〇
9784380842283 中学生になぜ制服か ¥1,900
9784380832536 中教審と教育改革財界の教育要求と中教審答 ¥2,000
9784380972072 中国カラーアルバム　西双版納 ¥3,000
9784380962219 中国に連行された朝鮮人慰安婦 ¥1,553
9784380962400 中国の女文字 ¥1,942
9784380975783 中国の民俗日本民俗調査報告書集成岡山県編 ¥0
9784380975790 中国の民俗日本民俗調査報告書集成広島県編 ¥0
9784380975806 中国の民俗日本民俗調査報告書集成山口県編 ¥0
9784380975769 中国の民俗日本民俗調査報告書集成鳥取県編 ¥0
9784380975776 中国の民俗日本民俗調査報告書集成島根県編 ¥0
9784380882135 中国はどこへ ¥2,000
9784380952432 中国マフィア１００の謎 ¥1,748
9784380932205 中国芸能史 ¥6,602
9784380920141 中国残留孤児の軌跡 ¥777 ●
9784380970085 中国人強制連行の記録 ¥850 ●
9784380912214 中国人留学生と人権 ¥2,524
9784380892189 中小企業の挑戦 ¥1,748
9784380832062 中世蝦夷史料 ¥7,000
9784380792021 中世国家成立過程の研究 ¥7,500
9784380832369 中曽根康弘 ¥1,300



9784380965814 中部・北陸の民俗日本民俗調査　山梨県編 ¥25,000
9784380965838 中部・北陸の民俗日本民俗調査　新潟県編 ¥25,000
9784380965852 中部・北陸の民俗日本民俗調査　石川県編 ¥25,000
9784380965821 中部・北陸の民俗日本民俗調査　長野県編 ¥25,000
9784380965845 中部・北陸の民俗日本民俗調査　富山県編 ¥25,000
9784380965869 中部・北陸の民俗日本民俗調査　福井県編 ¥25,000
9784380832055 中里介山と大逆事件 ¥2,200
9784380969058 注射による筋短縮症 ¥15,000 〇
9784380952920 朝焼けのマンハッタン・はつ恋 ¥2,427
9784380822100 朝鮮一九三〇年代研究 ¥3,800
9784380982477 朝鮮史のあけぼの ¥1,800 〇
9784380782114 朝鮮人がなぜ日本名」を名のるのか ¥1,748
9784380922374 朝鮮人軍夫の沖縄日記 ¥1,748 〇
9784380920080 朝鮮人女性からみた慰安婦問題」 ¥728 〇
9784380992070 朝鮮戦争の起源 ¥2,600
9784380762093 朝鮮独立運動暗殺史 ¥1,500
9784380983047 朝鮮服飾考 ¥5,200 ●
9784380940217 朝鮮民主主義人民共和国 ¥728
9784380899058 朝鮮問題資料叢書１１ ¥14,000
9784380909054 朝鮮問題資料叢書１２ ¥14,000 ●
9784380909078 朝鮮問題資料叢書１４ ¥14,000 ●
9784380919053 朝鮮問題資料叢書１５ ¥14,000 ●
9784380950124 調査報道　医療行政の内幕 ¥800 ●
9784380000003 超インフルエンザ ¥900
9784380952418 超コミュニケーション論 ¥2,039
9784380982200 超時代的プロレス闘論 ¥1,500
9784380802041 長州藩部落解放史研究 ¥3,800
9784380842399 長嶋茂雄をつくった男 ¥1,200
9784380982231 長野県の図書館 ¥3,500 ●
9784380952227 長渕剛ＶＳ．桑田佳祐 ¥1,400 〇
9784380942464 陳祖徳囲碁名局集 ¥2,330
9784380905513 津田清子集俳句の現在１３ ¥1,806
9784380952579 追跡・Ｍ資金 ¥1,845
9784380822230 追跡富士見病院 ¥1,500
9784380725500 塚本邦雄・岡井隆・葛原妙子現代短歌大系７ ¥1,200
9784380932533 鶴屋南北　綯交ぜの世界 ¥7,573
9784380715235 鶴屋南北全集１ ¥10,000
9784380745249 鶴屋南北全集１０ ¥10,000
9784380725265 鶴屋南北全集１１ ¥10,000
9784272620883 鶴屋南北全集１２ ¥10,000
9784380715242 鶴屋南北全集２ ¥10,000
9784380725234 鶴屋南北全集３ ¥10,000
9784380725241 鶴屋南北全集４ ¥10,000
9784380715259 鶴屋南北全集５ ¥10,000
9784380715266 鶴屋南北全集６ ¥10,000
9784380735233 鶴屋南北全集７ ¥10,000
9784380725258 鶴屋南北全集８ ¥10,000
9784380745232 鶴屋南北全集９ ¥10,000
9784380922350 堤義明とオリンピック ¥1,359 〇
9784380912016 堤義明に勝った日 ¥1,262
9784380785238 定本　武智歌舞伎１ ¥8,000 〇
9784380795220 定本　武智歌舞伎２ ¥8,000 〇
9784380795237 定本　武智歌舞伎３ ¥8,000 〇
9784380795244 定本　武智歌舞伎４ ¥8,000 〇
9784380805226 定本　武智歌舞伎５ ¥8,000
9784380815225 定本　武智歌舞伎６ ¥8,000
9784380872204 帝銀事件と平沢貞通氏 ¥2,800
9784380752025 哲学・論理用語辞典増補改訂 ¥1,942
9784380550010 哲学入門 ¥650



9784380902123 鉄窓の花びら ¥1,748 〇
9784380912184 天安門の悲劇 ¥2,136
9784380822056 天狗党と民権 ¥2,000
9784380890017 天皇とマスコミ報道 ¥874
9784380892363 天皇と近代日本精神史 ¥2,621
9784380760136 天皇と昭和史　下 ¥650 ●
9784380760129 天皇と昭和史　上 ¥650 ●
9784380002076 天皇と藤原氏 ¥3,000 〇
9784380762291 天皇の軍隊と朝鮮人慰安婦 ¥1,500 ●
9784380970191 天皇家と源氏 ¥850
9784380970252 天皇家と多田源氏 ¥850 ●
9784380760112 天皇家の歴史　下 ¥777
9784380760105 天皇家の歴史　上 ¥777
9784380912269 天皇制と教育 ¥2,427 ●
9784380900129 天皇制と部落差別 ¥800
9784380872013 天皇制を哲学する ¥1,900
9784380962622 天皇制下の沖縄 ¥1,748
9784380982927 天皇制仏教批判 ¥3,800
9784380940132 天皇陵の真相 ¥750 ●
9784380930027 天皇陵を発掘せよ ¥950 ●
9784380892202 天皇論 ¥1,748
9784380842450 天国の一歩手前 ¥1,300
9784380952883 天才たちの名手 ¥1,748
9784380792595 天才バカボンのパパなのだ ¥1,650
9784380972881 天才羽生善治神話 ¥1,400 ●
9784380140068 天智・天武　死の秘密 ¥1,900 〇
9784380902314 伝説のやくざ　ボンノ ¥2,000
9784380972904 田中一村の彼方へ ¥2,300 ●
9784380130014 田中正造翁余録　下 ¥2,800 〇
9784380130007 田中正造翁余録　上 ¥2,600 〇
9784380972416 電力会社はこんな会社 ¥2,000
9784380082146 兎のインボルティーニ ¥1,800 〇
9784380930010 登校拒否はとまらない ¥728 ●
9784380700194 都市計画とはなにか三一新書 ¥650
9784380900044 都市国家シンガポール ¥777
9784380890048 都市妖怪物語 ¥728 ●
9784380972232 都市論 ¥3,800 ●
9784380772412 土塊（つちくれ） ¥1,500
9784380962592 土佐の高知のはりまや橋で ¥1,942
9784380905346 土方久功著作集１ ¥5,340
9784380915345 土方久功著作集２ ¥5,340
9784380935343 土方久功著作集３ ¥5,340
9784380925351 土方久功著作集４ ¥5,340
9784380915352 土方久功著作集５ ¥5,340
9784380915369 土方久功著作集６ ¥5,340
9784380925344 土方久功著作集７ ¥5,340
9784380935350 土方久功著作集８ ¥5,340
9784380912238 奴隷化される子供 ¥2,136
9784380850004 怒り、八つ当たり ¥650
9784380965777 東海の民俗日本民俗調査報告書集成愛知県編 ¥0
9784380965791 東海の民俗日本民俗調査報告書集成岐阜県編 ¥0
9784380965784 東海の民俗日本民俗調査報告書集成三重県編 ¥0
9784380965760 東海の民俗日本民俗調査報告書集成静岡県編 ¥0
9784380982781 東京１２チャンネルの挑戦 ¥1,900 ●
9784380012006 東京ｊａｚｚ ¥1,500 ●
9784380812637 東京ヴォードヴィルショー ¥2,000
9784380822674 東京ヴォードヴィルショーＰａｒｔ２ ¥1,800
9784380832567 東京ヴォードヴィルショーグラフィティ ¥2,000
9784380892158 東京の台所・築地市場を歩く ¥1,214



9784380072048 東京の路地は今・・・ ¥2,300
9784380962257 東京フェティッシュ倶楽部 ¥1,262
9784380920011 東京芸人爆笑帳 ¥777 ●
9784380952494 東京心中 ¥971 ●
9784380973000 東京都の図書館　三多摩編 ¥3,500 〇
9784380952241 東京湾三番瀬 ¥2,136
9784380002137 東郷館の人びと ¥1,700
9784380832444 東大一直線 ¥1,000
9784380842351 統合教育 ¥2,000
9784380932335 藤原三代記 ¥1,942
9784380972249 藤原不比等 ¥2,600
9784380835100 藤田若雄著作集１ ¥4,800
9784380825101 藤田若雄著作集２ ¥4,800
9784380825118 藤田若雄著作集３ ¥4,800
9784380835117 藤田若雄著作集４ ¥4,800
9784380772160 討論・戦後日本の政治思想 ¥1,300
9784380710070 頭脳支配三一新書 ¥480
9784380702129 闘いとエロス ¥1,500
9784380140006 闘う平和学 ¥1,700 〇
9784380925283 動植物のフォ－クロア日本民俗文化資料集成 ¥9,806
9784380960062 動物に何が起きているか ¥825 ●
9784380983146 動物学者　箕作佳吉とその時代 ¥4,500 ●
9784380930041 動物実験を考える ¥850
9784380782213 同志社大江義塾徳富蘇峰資料集 ¥25,000
9784380802614 同時代人としての唐十郎 ¥1,500
9784380822773 童話そよそよ族伝説１うつぼ舟 ¥1,000
9784380852411 童話そよそよ族伝説３浮島の都 ¥1,000
9784380940163 毒殺は完全犯罪をめざす ¥874
9784380780141 読書戦争 ¥650
9784380872341 奈落と花道 ¥1,900
9784380740114 内ゲバの論理三一新書８２９ ¥650
9784380822339 内科医・いのちを語る ¥1,400
9784380845284 内務省年報・報告書　別巻１ ¥9,000 〇
9784380845291 内務省年報・報告書　別巻２ ¥6,000 〇
9784380845307 内務省年報・報告書　別巻３ ¥8,000 〇
9784380825248 内務省年報・報告書１ ¥7,000 〇
9784380835322 内務省年報・報告書１０ ¥8,000
9784380845246 内務省年報・報告書１１ ¥8,000
9784380845253 内務省年報・報告書１２ ¥8,000
9784380845260 内務省年報・報告書１３ ¥9,000 〇
9784380845277 内務省年報・報告書１４ ¥8,000
9784380835247 内務省年報・報告書２ ¥7,000 〇
9784380835254 内務省年報・報告書３ ¥6,000
9784380835261 内務省年報・報告書４ ¥8,000
9784380835278 内務省年報・報告書５ ¥9,000
9784380835230 内務省年報・報告書６ ¥6,000
9784380835292 内務省年報・報告書７ ¥6,000
9784380835308 内務省年報・報告書８ ¥9,000
9784380835315 内務省年報・報告書９ ¥9,000
9784380942082 謎の巨大氏族・紀氏 ¥2,136

謎の亡命者リュシコフ ¥1,200
9784380952005 南海の大探検家　鈴木経勲 ¥7,767 ●
9784380962936 南朝鮮の詩人群像 ¥3,398 〇
9784380852381 南部一揆の旗 ¥2,500
9784380912276 南北朝太平記 ¥1,650 ●
9784380972638 二つの文化から一つの文化へ ¥2,200
9784380170041 二丁目の叔父さん（ゲイの天才、モモエママ ¥1,600 〇
9784380932632 日系ブラジル移民史 ¥3,301
9784380970245 日系人　その移民の歴史 ¥900



9784380972003 日劇レビュー史 ¥14,600
9784380962684 日米関係の中の沖縄 ¥2,233
9784380952296 日本キリシタン迫害史 ¥2,136
9784380032103 日本グランプリレース ¥1,200
9784380992049 日本ストリップ５０年史 ¥1,900
9784380882029 日本における荘園制形成過程の研究 ¥7,500
9784380942037 日本の〈保守〉を哲学する ¥1,748 〇
9784380970184 日本のアイヌ語地名 ¥900
9784380862137 日本のダム開発天竜川流域にみる ¥1,800
9784380942273 日本のパノプティコン ¥1,942
9784380922206 日本の監獄獄中処遇の実態 ¥4,175
9784380700095 日本の看護婦三一新書６９８ ¥650
9784380850080 日本の教育産業 ¥650
9784380982255 日本の国籍を下さい ¥2,000 〇
9784380840067 日本の女教師 ¥650
9784380902505 日本の消費者はなぜ怒らないのか ¥1,748
9784380902512 日本の民芸きじうま聞書 ¥2,524
9784380942334 日本は世界の敵になる ¥2,621
9784380832086 日本ファシズムの対外侵略 ¥7,000
9784380772375 日本映画の論理 ¥1,300
9784380702112 日本映画思想史 ¥2,000
9784380925115 日本映画初期資料集成　第二期　１０－１４ ¥100,000
9784380905117 日本映画初期資料集成１～５ ¥90,000
9784380915116 日本映画初期資料集成６～９ ¥70,000
9784380792038 日本快盗伝 ¥1,500
9784380802263 日本共産主義青年運動史 ¥7,500
9784380740060 日本共産党に与える書 ¥580
9784380560040 日本教育発達史三一新書６８ ¥650
9784380932113 日本型福祉の政治経済学 ¥3,495
9784380902147 日本経済論 ¥2,427
9784380942723 日本古代国家と部落の起源 ¥1,748
9784380962721 日本古代中世文化史への接近 ¥2,718
9784380022098 日本語　はるかな旅 ¥1,700
9784380822605 日本語タミル語起源説批判 ¥1,500
9784380082269 日本語の起源 ¥2,600 〇
9784380832505 日本語の起源と語源 ¥2,800
9784380882500 日本語の起源と語源 ¥2,800
9784380960208 日本語の源流と韓国語 ¥825
9784380952401 日本語の比較研究 ¥5,631 ●
9784380962066 日本語はなかった ¥2,039 ●
9784380962905 日本語教師が見た中国 ¥1,845
9784380762017 日本国家の起源　　下 ¥2,300
9784380752063 日本国家の起源　　上 ¥2,300
9784380982279 日本史のなかの世界史 ¥2,500
9784380942181 日本酒がわかる本 ¥1,800 ●
9784380952531 日本酒がわかる本パート２ ¥1,800
9784380902086 日本酒のフォークロア ¥1,359 ●
9784380952555 日本縦断アイヌ語地名散歩 ¥2,200
9784380845000 日本庶民生活史料集成　別巻 ¥21,000
9784380685002 日本庶民生活史料集成１ ¥16,000
9784380705014 日本庶民生活史料集成１０ ¥16,000
9784380705021 日本庶民生活史料集成１１ ¥16,000
9784380715006 日本庶民生活史料集成１２ ¥16,000
9784380705038 日本庶民生活史料集成１３ ¥16,000 〇
9784380715013 日本庶民生活史料集成１４ ¥16,000
9784380715020 日本庶民生活史料集成１５ ¥16,000
9784380705045 日本庶民生活史料集成１６ ¥16,000
9784380725005 日本庶民生活史料集成１７ ¥16,000
9784380725012 日本庶民生活史料集成１８ ¥16,000



9784380715037 日本庶民生活史料集成１９ ¥16,000
9784380695001 日本庶民生活史料集成２ ¥16,000
9784380725029 日本庶民生活史料集成２０ ¥16,000
9784380795008 日本庶民生活史料集成２１ ¥19,000
9784380795015 日本庶民生活史料集成２２ ¥19,000
9784380815003 日本庶民生活史料集成２３ ¥21,000
9784380795022 日本庶民生活史料集成２４ ¥19,000
9784380805004 日本庶民生活史料集成２５ ¥21,000
9784380835001 日本庶民生活史料集成２６ ¥19,000
9784380815010 日本庶民生活史料集成２７ ¥19,000
9784380805011 日本庶民生活史料集成２８ ¥24,000
9784380805028 日本庶民生活史料集成２９ ¥24,000
9784380695018 日本庶民生活史料集成３ ¥16,000
9784380825002 日本庶民生活史料集成３０ ¥24,000
9784380695025 日本庶民生活史料集成４ ¥16,000
9784380685019 日本庶民生活史料集成５ ¥16,000
9784380685026 日本庶民生活史料集成６ ¥16,000
9784380705007 日本庶民生活史料集成７ ¥16,000
9784380695032 日本庶民生活史料集成８ ¥16,000
9784380695049 日本庶民生活史料集成９ ¥16,000
9784380785047 日本庶民文化史料集成　別巻 ¥23,000 〇
9784380745034 日本庶民文化史料集成１ ¥19,000 〇
9784380765056 日本庶民文化史料集成１０ ¥19,000 〇
9784380755040 日本庶民文化史料集成１１ ¥19,000
9784380775031 日本庶民文化史料集成１２ ¥19,000
9784380755057 日本庶民文化史料集成１３ ¥19,000 〇
9784380755064 日本庶民文化史料集成１４ ¥19,000 〇
9784380765063 日本庶民文化史料集成１５ ¥19,000
9784380745041 日本庶民文化史料集成２ ¥19,000 〇
9784380785030 日本庶民文化史料集成３ ¥19,000 〇
9784380755033 日本庶民文化史料集成４ ¥19,000
9784380735035 日本庶民文化史料集成５ ¥19,000 〇
9784380735042 日本庶民文化史料集成６ ¥19,000 〇
9784380765032 日本庶民文化史料集成７ ¥19,000
9784380765049 日本庶民文化史料集成８ ¥19,000
9784380745058 日本庶民文化史料集成９ ¥19,000
9784380922053 日本書紀の秘密 ¥1,800
9784380725296 日本常民生活資料叢書１ ¥8,500
9784380735356 日本常民生活資料叢書１０ ¥10,000
9784380735363 日本常民生活資料叢書１１ ¥11,000
9784380735370 日本常民生活資料叢書１２ ¥10,000 〇
9784380725319 日本常民生活資料叢書１３ ¥11,000
9784380735387 日本常民生活資料叢書１４ ¥13,000 〇
9784380725326 日本常民生活資料叢書１５ ¥9,000
9784380725333 日本常民生活資料叢書１６ ¥11,000
9784380735394 日本常民生活資料叢書１７ ¥11,000
9784380735400 日本常民生活資料叢書１８ ¥11,000 〇
9784380735417 日本常民生活資料叢書１９ ¥10,000 〇
9784380735288 日本常民生活資料叢書２ ¥10,000 〇
9784380735424 日本常民生活資料叢書２０ ¥10,000
9784380735431 日本常民生活資料叢書２１ ¥11,000
9784380735448 日本常民生活資料叢書２２ ¥10,000
9784380735455 日本常民生活資料叢書２３ ¥10,000
9784380735462 日本常民生活資料叢書２４ ¥11,000
9784380735295 日本常民生活資料叢書３ ¥12,000 〇
9784380735301 日本常民生活資料叢書４ ¥10,000
9784380735318 日本常民生活資料叢書５ ¥11,000
9784380735325 日本常民生活資料叢書６ ¥10,000 〇
9784380735332 日本常民生活資料叢書７ ¥9,000



9784380735349 日本常民生活資料叢書８ ¥9,000
9784380725302 日本常民生活資料叢書９ ¥11,000
9784380842016 日本人の攻撃性 ¥1,400
9784380002113 日本人の国際化感覚 ¥1,600
9784380872259 日本人の死霊観 ¥2,000
9784380982378 日本人はなぜガンで死ぬのか ¥2,500
9784380942341 日本政治の構造転換 ¥4,078
9784380842177 日本政治の争点 ¥2,500
9784380992292 日本地名の語源 ¥2,800
9784380922244 日本的な、余りに日本的な ¥1,553 〇
9784380962561 日本的経営の崩壊 ¥1,748 〇
9784380889059 日本縄文教育の誕生子どもは実在である ¥1,200
9784380765216 日本農民運動史料集成第１巻 ¥18,000
9784380922442 日本破壊列島１９７０ー１９９０ ¥1,942 〇
9784380909061 日本敗戦前後の在日朝鮮人の状況朝鮮問題 ¥14,000
9784380130113 日本百富士　ふるさと１００名山 ¥1,900 〇
9784380062148 日本文化ニューヨークを往く ¥1,800
9784380902260 日本民俗学史話 ¥4,660
9784380965616 日本民俗誌集成１１ ¥23,000 〇
9784380975639 日本民俗誌集成１２ ¥23,000 〇
9784380985614 日本民俗誌集成１４ ¥23,000
9784380975615 日本民俗誌集成１５ ¥23,000 〇
9784380975622 日本民俗誌集成２ ¥23,000
9784380985621 日本民俗誌集成３ ¥23,000
9784380965630 日本民俗誌集成５ ¥23,000
9784380965623 日本民俗誌集成９ ¥23,000
9784380895272 日本民俗文化資料集成１ ¥11,000
9784380915284 日本民俗文化資料集成１０ ¥9,806
9784380925290 日本民俗文化資料集成１１ ¥9,806
9784380935275 日本民俗文化資料集成１２ ¥9,806 〇
9784380945274 日本民俗文化資料集成１３ ¥11,000
9784380945281 日本民俗文化資料集成１４ ¥11,000
9784380945298 日本民俗文化資料集成１５ ¥11,000 〇
9784380955273 日本民俗文化資料集成１６ ¥13,000 ●
9784380975271 日本民俗文化資料集成１８ ¥13,000 〇
9784380965272 日本民俗文化資料集成１９ ¥11,000 ●
9784380915277 日本民俗文化資料集成２ ¥9,806 〇
9784380985270 日本民俗文化資料集成２０ ¥11,000 〇
9784380955280 日本民俗文化資料集成２１ ¥11,000 〇
9784380975288 日本民俗文化資料集成２３ ¥11,000 ●
9784380965289 日本民俗文化資料集成２４ ¥11,000 〇
9784380925276 日本民俗文化資料集成３ ¥9,806 〇
9784380905285 日本民俗文化資料集成４ ¥9,806
9784380905292 日本民俗文化資料集成５ ¥9,806 ●
9784380895289 日本民俗文化資料集成６ ¥9,806
9784380905278 日本民俗文化資料集成７ ¥11,000
9784380885273 日本民俗文化資料集成８ ¥9,806
9784380895296 日本民俗文化資料集成９ ¥9,806
9784380782312 日本迷宮入事件 ¥1,700
9784380805172 日野開三郎東洋史学論集１ ¥12,000
9784380845192 日野開三郎東洋史学論集１０ ¥12,000
9784380885174 日野開三郎東洋史学論集１１ ¥12,000
9784380895173 日野開三郎東洋史学論集１２ ¥12,000
9784380935176 日野開三郎東洋史学論集１３ ¥12,000
9784380885181 日野開三郎東洋史学論集１４ ¥12,000
9784380915178 日野開三郎東洋史学論集１５ ¥12,000
9784380905186 日野開三郎東洋史学論集１６ ¥12,000
9784380925177 日野開三郎東洋史学論集１７ ¥12,000
9784380925184 日野開三郎東洋史学論集１８ ¥12,000



9784380965173 日野開三郎東洋史学論集１９ ¥14,000
9784380805189 日野開三郎東洋史学論集２ ¥13,000
9784380955174 日野開三郎東洋史学論集２０ ¥13,000
9784380815171 日野開三郎東洋史学論集３ ¥13,000
9784380825170 日野開三郎東洋史学論集４ ¥13,000
9784380825187 日野開三郎東洋史学論集５ ¥12,000
9784380835179 日野開三郎東洋史学論集６ ¥12,000
9784380835186 日野開三郎東洋史学論集７ ¥12,000
9784380845178 日野開三郎東洋史学論集８ ¥12,000
9784380845185 日野開三郎東洋史学論集９ ¥12,000
9784380942099 日蓮正宗・創価学会５０の謎 ¥1,650
9784380942600 日蓮正宗・創価学会謎の大暗黒史 ¥1,942
9784380822049 日蓮論 ¥1,800
9784380982484 入院はイヤだ ¥1,800
9784380972256 入門イエスの思想 ¥2,100 〇
9784380900105 妊娠と危険な薬 ¥728
9784380792373 認識と教育 ¥1,800
9784380160059 認知症の人とのおつきあい ¥1,500 〇
9784380932236 猫ふんぢゃった ¥1,748
9784380832628 熱い汗、スリリングな栄冠 ¥1,400
9784380912429 熱血児押川春浪 ¥1,748
9784380082030 熱烈文楽 ¥1,800 ●
9784380882036 濃飛古代史の謎 ¥1,700
9784380902277 能ー華の風姿 ¥9,709
9784380992094 能役者・写楽 ¥2,900
9784380910104 脳のメカニズムからみた　英会話習得法 ¥874 ●
9784380950032 脳のメカニズムからみた速読法 ¥874
9784380882241 脳死論 ¥1,709 ●
9784380882173 脳性マヒ者と生きる ¥1,400
9784380772320 農業の崩壊と抵抗 ¥1,200
9784380842320 農業高校 ¥1,400
9784380872150 農薬シンドローム ¥1,500
9784380832222 農薬スキャンダル ¥1,500
9784380942679 波瀾の南十字星 ¥2,427 〇
9784380012051 破れた消幕 ¥1,700
9784380963094 破防法と闘う本 ¥2,427 〇
9784380942549 破滅か第三革命か ¥3,786 〇
9784380940019 芭蕉を〈読む〉 ¥777
9784380985423 馬場あき子全集　別巻 ¥6,800 〇
9784380955419 馬場あき子全集１ ¥5,825
9784380965449 馬場あき子全集１０ ¥6,796
9784380975431 馬場あき子全集１１ ¥6,800
9784380975455 馬場あき子全集１２ ¥6,800
9784380965425 馬場あき子全集２ ¥5,825
9784380985416 馬場あき子全集３ ¥6,800
9784380955426 馬場あき子全集４ ¥5,825
9784380965418 馬場あき子全集５ ¥6,796
9784380975417 馬場あき子全集６ ¥6,796
9784380975448 馬場あき子全集７ ¥6,800
9784380965432 馬場あき子全集８ ¥6,796
9784380975424 馬場あき子全集９ ¥6,800
9784380982446 馬場あき子百歌 ¥2,200 〇
9784380882401 俳諧有情 ¥1,300
9784380950025 買ってはいけない化粧品 ¥800 ●
9784380130021 白磁の画家 ¥2,400 〇
9784380962530 白人の国、インディアンの国土 ¥2,233 〇
9784380862298 白瀬中尉の南極探検 ¥1,500
9784380852084 爆弾世代の証言 ¥1,200
9784380832451 麦の反抗 ¥1,000



9784380712029 八重山の人頭税 ¥3,800
9784380802058 八重山近代民衆史 ¥3,800
9784380022081 八上康司 ¥1,600 ●
9784380932700 八代目林家正蔵正本芝居噺考 ¥12,000 〇
9784380952753 発想力獲得食 ¥1,845 〇
9784380822308 反核と戦争責任 ¥1,300
9784380912320 叛逆のバリケード（リバイバルシリーズ） ¥2,233
9784380880070 犯罪は警察でつくられる ¥700
9784380870033 犯罪報道と警察 ¥825
9784380930058 犯罪報道と精神医学 ¥874 ●
9784380865503 飯田竜太集昨日の径俳句の現在１ ¥1,800
9784380882395 盤上のパラダイス ¥1,200 ●
9784380092008 悲しみのエナジー ¥1,800 〇
9784380042133 悲しみの人魚の歌 ¥1,500
9784380712005 批判的主体の形成 ¥1,500
9784380062186 比較思想文化論集　観光・環境・共生 ¥8,500 〇
9784380842474 比佐子　生きることと考えること ¥2,000
9784380942266 肥後琵琶弾き　山鹿良之夜咄 ¥2,233
9784380822643 肥前松浦女人塚 ¥1,300
9784380140037 被ばく者差別をこえて生きる ¥2,200 〇
9784380802447 被差別部落　西日本編 ¥1,204
9784380802454 被差別部落　東日本編 ¥1,204
9784380782282 被差別部落１農山漁村 ¥1,000
9784380782299 被差別部落２都市 ¥1,204
9784380832291 被差別部落に生きるわが半生の記 ¥1,300
9784380852015 被差別部落の構造と形成 ¥1,500
9784380912160 被差別部落の生活と文化史 ¥1,204
9784380722073 被差別部落の伝承と生活信州の部落・古老 ¥1,700
9784380982156 被差別部落の民俗と伝承 ¥1,900 ●
9784380982170 尾崎行雄 ¥3,000
9784380962370 彦六からの手紙 ¥2,427
9784380902116 必殺！１９手定跡 ¥1,600
9784380882371 必殺！かまいたち戦法 ¥1,600
9784380912382 必殺！右四間 ¥1,600
9784380932045 必殺！陽動振飛車 ¥1,553
9784380942372 必殺技の方程式 ¥1,456 ●
9784380902307 百怪、我ガ腸ニ入ル竹中英太郎作品譜 ¥9,709
9784380012099 百済から渡来した応神天皇 ¥2,800
9784380982729 百済王族伝説の謎 ¥2,500 〇
9784380120008 百人百話　第１集 ¥1,700 〇
9784380140020 百人百話　第２集 ¥2,000 〇
9784380940118 百姓をやりたい ¥800 ●
9784380973031 百姓一揆研究文献総目録 ¥8,000 〇
9784380772252 評議会社会主義の思想 ¥1,300
9784380842108 評伝宮嶋資夫 ¥3,500
9784380842375 病からのひとり立ち ¥1,800
9784380902475 病気は自分で直す自然治癒力を引き出す方法 ¥2,427
9784380812361 不可触民 ¥1,500
9784380820021 不可触民の道 ¥825
9784380842481 不可触民バクハの一日 ¥1,300
9784380702136 不思議の国のアリス ¥1,301
9784380800054 不良化粧品一覧 ¥900 〇
9784380700132 不良商品一覧表三一新書 ¥800
9784380072062 夫婦学 ¥1,600 ●
9784380812538 普通学級の中の障害児知恵おくれ、自閉症児 ¥1,500
9784380952067 浮世絵の歴史 ¥2,913
9784380892431 父と子の宇宙論 ¥1,456
9784380882456 父のいる場所 ¥1,900
9784380912030 武家文化と同朋衆 ¥2,718



9784380972997 武宮宇宙流妙手録 ¥2,200
9784380772382 武道とはなにか ¥1,456
9784380910036 武道の科学 ¥874
9784380750021 武道の復権 ¥825
9784380720017 武道の理論 ¥750 ●
9784380790058 武道への道 ¥900
9784380905421 武道講義１ ¥2,300
9784380915437 武道講義２ ¥1,456
9784380955440 武道講義３ ¥2,233
9784380985447 武道講義４ ¥2,700
9784380942235 武道講義入門　弁証法・認識論への道 ¥1,800
9784380800016 武道修行の道 ¥874
9784380972294 舞踊の始原 ¥2,500
9784380860034 部落起源論 ¥874
9784380750052 部落差別と八鹿高校 ¥650
9784380770029 部落差別と冤罪 ¥650 ●
9784380972041 部落史がかわる ¥1,600 ●
9784380782220 部落史の再検討 ¥2,500
9784380785078 部落問題・水平運動資料集成　補１ ¥20,000
4914380785084 部落問題・水平運動資料集成　補２ ¥28,000 〇
9784380735073 部落問題・水平運動資料集成１ ¥7,500 ●
9784380745072 部落問題・水平運動資料集成２ ¥12,000
9784380745089 部落問題・水平運動資料集成３ ¥20,000 〇
9784380940149 部落問題とは何か ¥850
9784380942655 風に吹かれてドンキホーテ ¥1,942
9784380850073 風に吹かれてメリージェーン ¥650
9784380882470 風の研究 ¥1,165
9784380892035 風の旅　心の地図 ¥1,500 〇
9784380072109 風よ、伝えよ ¥1,800 〇
9784380129018 伏見直樹のジゴロ聖訓 ¥1,500 〇
9784380032134 復活して成功する５７の方法 ¥1,362
9784380965876 復刻版　日本民俗調査　九州・沖縄の民俗 ¥200,000
9784380965807 復刻版　日本民俗調査　中部・北陸の民俗 ¥150,000 〇
9784380955754 復刻版　日本民俗調査　北海道・東北の民俗 ¥175,000 〇
9784380945519 復刻版　日本民俗調査報告書　関東の民俗 ¥175,000
9784380955518 復刻版　日本民俗調査報告書　近畿の民俗 ¥150,000
9784380975813 復刻版　日本民俗調査報告書　四国の民俗 ¥100,000
9784380965753 復刻版　日本民俗調査報告書　東海の民俗 ¥100,000
9784380975752 復刻版　日本民俗調査報告書集成　中国民俗 ¥125,000
9784380082023 福神　Ｎｏ．１２ ¥1,600
9784380092022 福神　Ｎｏ．１３ ¥1,600 ●
9784380932281 覆面を取った馬 ¥1,942 〇
9784380962073 仏教と性 ¥1,942
9784380882043 物語朝鮮の歴史 ¥2,000
9784272614776 分裂病と現代文明 ¥2,500
9784380832550 分裂病と現代文明 ¥2,500
9784380962837 文学・社会へ地球へ ¥12,136
9784380922268 文部省の研究教育の自由と権利を考える ¥2,524
9784380072161 聞書　庶民烈伝　上 ¥2,800 〇
9784380822063 聞書西表炭坑 ¥2,000
9784380902536 平安京と京都 ¥2,718
9784380922176 平壌の我慢強い庶民たち ¥1,456
9784380975714 平成教養講座　マルクスとマルクス主義 ¥1,600 〇
9784380955716 平成教養講座　人間の条件 ¥1,650
9784380965715 平成教養講座　戦後思想講義 ¥1,748
9784380985713 平成教養講座　福祉倫理学講義 ¥1,600
9784380942259 平成教養講座　倫理学講義 ¥1,600
9784380950261 平成性風俗考 ¥777
9784380940088 平成大不況の研究　下 ¥777



9784380940071 平成大不況の研究　上 ¥777
9784380942167 平泉の原像 ¥2,524 〇
9784380932458 平民芸術 ¥6,796
9784380940293 偏愛的名曲事典 ¥825
9784380940262 変貌するアジア ¥777 ●
9784380795046 編年　百姓一揆史料集成１ ¥17,000 〇
9784380825057 編年　百姓一揆史料集成１０ ¥18,000
9784380835049 編年　百姓一揆史料集成１１ ¥18,000 〇
9784380845048 編年　百姓一揆史料集成１２ ¥21,000 〇
9784380855047 編年　百姓一揆史料集成１３ ¥21,000 〇
9784380865046 編年　百姓一揆史料集成１４ ¥21,000 〇
9784380885044 編年　百姓一揆史料集成１５ ¥21,000 〇
9784380915048 編年　百姓一揆史料集成１６ ¥21,000 〇
9784380935046 編年　百姓一揆史料集成１７ ¥23,000 〇
9784380965043 編年　百姓一揆史料集成１８ ¥23,000 〇
9784380975042 編年　百姓一揆史料集成１９ ¥23,000 〇
9784380795053 編年　百姓一揆史料集成２ ¥17,000 〇
9784380795060 編年　百姓一揆史料集成３ ¥17,000 〇
9784380795077 編年　百姓一揆史料集成４ ¥17,000 〇
9784380805042 編年　百姓一揆史料集成５ ¥17,000 〇
9784380805059 編年　百姓一揆史料集成６ ¥21,000
9784380815041 編年　百姓一揆史料集成７ ¥21,000
9784380815058 編年　百姓一揆史料集成８ ¥21,000 〇
9784380825040 編年　百姓一揆史料集成９ ¥18,000
9784380845079 編年差別史資料集成１ ¥40,000 〇
9784380885075 編年差別史資料集成１０ ¥25,000 〇
9784380885082 編年差別史資料集成１１ ¥25,000 〇
9784380885099 編年差別史資料集成１２ ¥25,000 〇
9784380895074 編年差別史資料集成１３ ¥25,000 〇
9784380895081 編年差別史資料集成１４ ¥25,000 〇
9784380895098 編年差別史資料集成１５ ¥25,000 〇
9784380905070 編年差別史資料集成１６ ¥25,000 〇
9784380905087 編年差別史資料集成１７ ¥25,000 〇
9784380915079 編年差別史資料集成１８ ¥25,000 〇
9784380925078 編年差別史資料集成１９ ¥25,000 〇
9784380845086 編年差別史資料集成２ ¥40,000 〇
9784380935077 編年差別史資料集成２０ ¥25,000 〇
9784380955075 編年差別史資料集成２１ ¥25,000 〇
9784380835070 編年差別史資料集成３ ¥30,000
9784380845093 編年差別史資料集成４ ¥35,000 〇
9784380845109 編年差別史資料集成５ ¥35,000 〇
9784380865077 編年差別史資料集成６ ¥25,000 〇
9784380875076 編年差別史資料集成７ ¥25,000 〇
9784380875083 編年差別史資料集成８ ¥25,000 〇
9784380875090 編年差別史資料集成９ ¥25,000 〇
9784380950049 勉強ぎらいをなおす印象づけ学習法 ¥728
9784380740084 勉強に強くなる本 ¥728
9784380820106 弁護士という職業 ¥800
9784380962554 弁護士なんかもういらない ¥1,359
9784380972959 弁護士にはもうだまされない ¥1,500
9784380820212 弁護士の内幕 ¥650
9784380973079 弁護士犯罪 ¥2,000 〇
9784380750069 弁証法の論理三一新書 ¥550
9784380840005 保安処分 ¥650 ●
9784380932007 保安処分の研究 ¥9,515
9784380169007 歩く、走る！のばせ健康寿命 ¥1,400 〇
9784380792281 補導相談事例集 ¥980
9784380762048 墓標なきアナキスト像 ¥1,500
9784380982064 母　恋 ¥2,500



9784380872310 母と子の現代病このままでは子どもがダメに ¥1,700
9784380950131 報道の人権侵害と闘う本 ¥728
9784380812347 崩壊結婚 ¥1,500
9784380892097 法の歴史と封建制論争 ¥1,800 〇
9784380892295 法華経 ¥1,845 ●
9784380880063 法華経を読む ¥650
9784380982743 法隆寺の向こう側 ¥2,700 〇
9784380970160 冒険する鼻 ¥800 ●
9784380982958 北タイ・焼畑の村 ¥1,800 ●
9784380983054 北一輝 ¥2,800 〇
9784380992230 北欧ヴァイキングろまん ¥1,900
9784380952791 北海道・活動する女性人名事典 ¥1,650 〇
9784380955785 北海道・東北の民俗日本民俗調査　岩手県編 ¥0
9784380955815 北海道・東北の民俗日本民俗調査　宮城県編 ¥0
9784380955808 北海道・東北の民俗日本民俗調査　山形県編 ¥0
9784380955792 北海道・東北の民俗日本民俗調査　秋田県編 ¥0
9784380955778 北海道・東北の民俗日本民俗調査　青森県編 ¥0
9784380955822 北海道・東北の民俗日本民俗調査　福島県編 ¥0
9784380955761 北海道・東北の民俗日本民俗調査　北海道編 ¥0
9784380012198 北京スクランブル・コミック ¥1,700
9784380922558 北村透谷の回復 ¥2,330
9784380942556 北朝鮮の「核」を読む ¥1,553 〇
9784380952548 北朝鮮の社会学的研究 ¥2,233
9784380910098 北朝鮮はどうなっているか ¥777
9784380942839 北朝鮮労働者のシベリア脱出記 ¥1,650
9784380950063 北米インディアンに学ぶ　アウトドア術 ¥728
9784380962455 僕はこんな男たちに会ってきた ¥1,845 ●
9784380902291 本の椅子／耽読日記から ¥3,010
9784380952340 本因坊名勝負物語 ¥2,233
9784380032028 魔窟物語 ¥1,600
9784380792519 魔性 ¥1,400
9784380952272 魔都を駆け抜けた男 ¥3,107
9784380983009 魔力　ＤＮＡ鑑定 ¥2,000 〇
9784380782039 幕藩制国家と北海道 ¥4,500
9784380772108 幕末・維新の内戦 ¥1,300
9784380670053 幕末暗殺史 ¥650
9784380982842 抹殺された古代出雲王朝 ¥2,000
9784380715341 万葉集古典とその時代２新装版 ¥1,200
9784380822070 万葉挽歌と終末期古墳 ¥2,500
9784380962356 満州国警察外史 ¥7,767
9784380870040 味の素はもういらない ¥850 ●
9784380972164 未来伝説桃太郎 ¥2,500 〇
9784380832352 民衆ジャ－ナリズムの歴史自由民権から占領 ¥2,500
9784380872174 民衆の光と影 ¥1,900
9784380812125 民衆運動からみた中世の非人 ¥1,600
9784380972577 民衆史研究の視点 ¥5,500 ●
9784380932465 民俗の宇宙１ ¥6,796 ●
9784380932694 民俗の宇宙２ ¥6,796 ●
9784380812804 民族・歴史・文学 ¥2,000
9784380972379 民族と統一を想う ¥2,800
9784380170058 民族教育ひとすじ四〇年 ¥1,800 〇
9784380952944 民友社の文学 ¥4,854
9784380855078 民友社思想文学叢書　別巻 ¥15,000
9784380865053 民友社思想文学叢書１ ¥12,000
9784380835056 民友社思想文学叢書２ ¥9,800
9784380855054 民友社思想文学叢書３ ¥12,000
9784380855061 民友社思想文学叢書４ ¥12,000
9784380845055 民友社思想文学叢書５ ¥9,800
9784380845062 民友社思想文学叢書６ ¥12,000



9784380922145 民友社文学・作品論集成 ¥3,107 ●
9784380852329 民友社文学の研究 ¥2,800

夢の棲む街　遠近法 ¥1,400
9784380832413 夢の中の本 ¥1,100
9784380942129 夢は凍てついた ¥1,553
9784380972430 夢野一族 ¥3,800 ●
9784380695285 夢野久作全集１ ¥1,942
9784380695292 夢野久作全集２ ¥1,942
9784380695308 夢野久作全集３ ¥1,650
9784380695315 夢野久作全集４ ¥2,000
9784380695322 夢野久作全集５ ¥1,942
9784380695339 夢野久作全集６ ¥1,942
9784380695346 夢野久作全集７ ¥1,650
9784380802478 無実 ¥1,800
9784380822315 無実！李珍宇 ¥1,700
9784380792236 無実を叫ぶ死刑囚たち ¥1,300
9784380052156 無暖房・無冷房の家に住む ¥1,500
9784380160066 無頼派浪漫彷徨 ¥1,800 〇
9784380922336 霧と炎 ¥2,427 〇
9784380902109 娘の受験期 ¥1,553
9784380690006 明治暗殺史三一新書 ¥480
9784380882005 明治維新とフランス革命 ¥4,000
9784380880018 明治維新と部落解放令 ¥650
9784380992063 明治四年紀州犯罪帳 ¥3,500
9784380902369 明治秘史　不敬罪『天皇ごっこ』 ¥2,718
9784380680052 明治百年１００大事件（下） ¥728
9784380680045 明治百年１００大事件（上） ¥825
9784380992025 明智光秀 ¥3,800
9784380820083 面白びっくり大全集三一新書ｐａｒｔ１ ¥800
9784380820090 面白びっくり大全集三一新書ｐａｒｔ２ ¥800
9784380820120 面白びっくり大全集三一新書ｐａｒｔ３ ¥800
9784380042126 妄想無間 ¥2,100
9784380812811 木に花咲く ¥1,300
9784380872068 木下尚江と自由民権運動 ¥3,000
9784380735493 木俣修・斎藤史・吉野秀雄現代短歌大系第４ ¥1,200
9784380160080 黙秘権と取調拒否権 ¥2,700 〇
9784380982941 目撃者 ¥2,000 〇
9784380922343 問われるヒロシマ ¥2,913 ●
9784380802386 問題だらけの学校給食 ¥1,500
9784380902185 門番氏の手紙 ¥1,845
9784380812682 夜の空を翔ける ¥2,000
9784380082115 夜明けのあかり ¥1,905 〇
9784380942525 野球映画王 ¥1,748 〇
9784380962448 野菜学入門 ¥2,100
9784380962271 野菜物語 ¥2,233 〇
9784380982675 野宿のすすめ ¥1,400 ●
9784380960147 野宿完全マニュアル ¥777 ●
9784380072093 野宿大全 ¥1,800 ●
9784380822360 野仏 ¥1,200
9784380952449 役者烈々 ¥1,748 〇
9784380032073 役小角異聞 ¥1,600
9784380972775 薬害はなぜ隠されたのか ¥1,800
9784380962585 薬害を追う記者たち ¥1,942 ●
9784380980077 薬物から家族を守る ¥800 〇
9784380992148 柳田国男 ¥1,800
9784380962738 柳田国男　教育論の発生と継承 ¥7,767
9784380962929 柳田国男・ジュネーブ以後 ¥3,107
9784380952838 柳田国男と女性観 ¥2,136
9784380882050 柳田国男伝 ¥17,476



9784380140051 愉しみながら死んでいく ¥2,300 〇
9784380710049 唯物史観の原像 ¥650
9784380690082 友へ ¥650
9784380802416 有害食品一覧表 ¥1,553
9784380942624 誘う女 ¥1,650
9784380940026 誘拐トリックス ¥874 ●
9784380972362 遊園地の思想 ¥2,800
9784380912337 遊撃とその誇り ¥2,330
9784380980121 郵貯があぶない！ ¥850 ●
9784380865121 融和運動の展開近代部落史資料集成第６巻 ¥21,000
9784380932618 幼い未亡人 ¥1,553 〇
9784380812774 欲情のキスをどこにするか ¥1,300
9784380942761 欲望するハイヒール ¥1,942
9784380952852 欲望の現象学 ¥2,330
9784380952135 裸のフランス日欧比較論の病巣にメスを入れ ¥2,718
9784380782046 雷雲の神話 ¥3,500
9784380822209 洛々春秋 ¥1,800
9784380983108 落語・歌舞伎あわせ鏡 ¥2,200
9784380942327 李珍宇ノオト ¥2,233
9784380872181 李珍宇の謎 ¥1,500
9784380925405 立川談志独り会１ ¥3,398 〇
9784380935404 立川談志独り会２ ¥3,500 〇
9784380935411 立川談志独り会３ ¥3,500
9784380945403 立川談志独り会４ ¥3,398
9784380955402 立川談志独り会５ ¥3,398
9784380952890 劉連仁・穴の中の戦後 ¥1,650 〇
9784380810039 流行語・隠語辞典 ¥750
9784380832703 流人島物語 ¥1,700
9784380812378 琉球弧の住民運動 ¥1,400
9784380832635 琉球語彙史の研究 ¥4,000
9784380822636 琉球文学論の方法 ¥4,500
9784380892080 留置場女たちの告発 ¥1,600
9784380842382 竜二・ちょうちん ¥1,748
9784380139000 竜二漂泊１９８３ ¥2,600 〇
9784380032172 旅するあなたへ ¥1,500
9784380820069 旅の思想三一新書 ¥700
9784380912283 料理物語・考 ¥1,553
9784380902321 料理名由来考 ¥3,000
9784380862052 良寛　その出家の実相 ¥1,400
9784380922022 量書狂読 ¥2,816
9784380130052 領土とナショナリズム ¥1,400 〇
9784380732171 淋しいおさかな ¥1,165
9784380882319 臨教審と教育改革 ¥2,000
9784380952500 涙香外伝 ¥2,427
9784380932168 冷戦国家の形成 ¥3,786
9784380862267 怜悧の憐れみ ¥1,300
9784380965111 鈴木亨著作集１ ¥9,515
9784380965128 鈴木亨著作集２ ¥9,515
9784380965135 鈴木亨著作集３ ¥9,515
9784380965142 鈴木亨著作集４ ¥9,515
9784380975110 鈴木亨著作集５ ¥9,600
9784380865527 鈴木六林男集三橋敏雄集俳句の現在１２ ¥1,800
9784380952654 歴史の危機 ¥2,718
9784380982286 恋するパソコンネットワーク ¥1,400
9784380962417 恋の死刑執行人 ¥2,621
9784380012044 恋人たちの狂詩曲 ¥1,700
9784380952630 煉獄　女たちの虎ノ門事件 ¥1,942 〇
9784380852404 魯迅のリアリズム ¥5,000
9784380885327 労働コメンタ－ル日本経営史料大系第５巻 ¥12,000



9784380720093 労働のなかの復権三一新書７７８ ¥580
9784380792496 老花夜想太田省吾戯曲集 ¥1,200
9784380952616 老春まんだら ¥1,748
9784380832048 論考・人間になること ¥1,600
9784380072260 論集・人間形成の課題と教育 ¥8,600 〇
9784380950254 話し方の秘密（旧） ¥825
9784380982811 湾岸 ¥2,800
9784380932090 湾岸戦争下のフランス ¥1,845
9784380782367 俚謡集・俚謡集拾遺 ¥18,000
9784380932823 冤罪・自民党本部放火炎上事件 ¥1,748 〇
9784380932052 徂徠とその門人の研究 ¥3,495
9784380762260 殷契粋編　上・下 ¥20,000
9784380972485 漱石の戀・夢、ハムレットの ¥2,600 ●
9784380732096 猥褻とは何か ¥750
9784380002151 翔ばたかせ生命 ¥2,200
9784380952036 聶衛平囲碁名局集 ¥2,330 ●
9784380972355 蜀山人狂歌ばなし ¥1,800
9784380792526 霙の降る情景 ¥1,300
9784380170027 颶風のあと　福田善之戯曲集 ¥2,500
9784380952784 曺薫鉉囲碁名局集 ¥2,524 〇
9784380922312 鄧小平帝国の末日 ¥3,883
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