
№ 書名 出版社 著者

1 青森市町内盛衰記 昭和 28年 青森市町内盛衰記刊行曾 肴倉彌八（校注）

2 袖振り合うも～わが想い出の人々 昭和 49年 北の街社 淡谷　悠蔵

3 青森に生きる  竹内俊吉・淡谷悠蔵対談集 西暦 1981年 毎日新聞青森支局 毎日新聞青森支局次長　山本富貴（編集）

4 なつかしの青森 昭和 49年 東奥日報社 淡谷　悠蔵

5 苦学一生 西暦 1983年 労働大学 淡谷　悠蔵

6 黎明・座標のころ 西暦 1975年 文芸協会出版 淡谷　悠蔵

7 野の記録第１部 昭和 51年 北の街社 淡谷　悠蔵

8 野の記録第２部 昭和 51年 北の街社 淡谷　悠蔵

9 野の記録第３部 昭和 51年 北の街社 淡谷　悠蔵

10 野の記録第４部 昭和 51年 北の街社 淡谷　悠蔵

11 野の記録第５部 昭和 51年 北の街社 淡谷　悠蔵

12 野の記録第６部 昭和 51年 北の街社 淡谷　悠蔵

13 野の記録第７部 昭和 51年 北の街社 淡谷　悠蔵

14 淡谷悠蔵著作集第１部　野の記録１ 昭和 51年 北の街社 淡谷　悠蔵

15 淡谷悠蔵著作集第２部　野の記録２ 昭和 51年 北の街社 淡谷　悠蔵

16 淡谷悠蔵著作集第３部　野の記録３ 昭和 51年 北の街社 淡谷　悠蔵

17 淡谷悠蔵著作集第４部　野の記録４ 昭和 51年 北の街社 淡谷　悠蔵

18 淡谷悠蔵著作集第５部　野の記録５ 昭和 51年 北の街社 淡谷　悠蔵

19 淡谷悠蔵著作集第６部　野の記録６ 昭和 51年 北の街社 淡谷　悠蔵

20 淡谷悠蔵著作集第７部　野の記録７ 昭和 51年 北の街社 淡谷　悠蔵

21 淡谷悠蔵著作集第８部　小説集１ 昭和 52年 北の街社 淡谷　悠蔵

22 淡谷悠蔵著作集第９部　小説集２ 昭和 52年 北の街社 淡谷　悠蔵

23 淡谷悠蔵著作集第10部　小説集３ 昭和 52年 北の街社 淡谷　悠蔵

24 淡谷悠蔵著作集第11部　小説集４ 昭和 53年 北の街社 淡谷　悠蔵

25 淡谷悠蔵著作集第12部　小説集５ 昭和 53年 北の街社 淡谷　悠蔵

26 淡谷悠蔵著作集第13部　歌集　青春 昭和 53年 北の街社 淡谷　悠蔵

27 淡谷悠蔵著作集第14部　小説集６　若き森上 昭和 54年 北の街社 淡谷　悠蔵

28 淡谷悠蔵著作集第15部　小説集７　若き森下 昭和 54年 北の街社 淡谷　悠蔵

29 淡谷悠蔵著作集第16部　小説集８ 昭和 54年 北の街社 淡谷　悠蔵

30 淡谷悠蔵著作集第17部　脚本　津軽風流譚上 昭和 55年 北の街社 淡谷　悠蔵

31 淡谷悠蔵著作集第18部　脚本　津軽風流譚下 昭和 55年 北の街社 淡谷　悠蔵

32 淡谷悠蔵著作集第19部　戯曲 昭和 55年 北の街社 淡谷　悠蔵

33 淡谷悠蔵著作集第20部　随筆１ 昭和 55年 北の街社 淡谷　悠蔵

34 淡谷悠蔵著作集第21部　随筆２ 昭和 56年 北の街社 淡谷　悠蔵

35 淡谷悠蔵著作集第22部　随筆３ 昭和 56年 北の街社 淡谷　悠蔵

36 淡谷悠蔵著作集第23部　随筆４ 昭和 56年 北の街社 淡谷　悠蔵

37 淡谷悠蔵著作集第24部　評論 昭和 56年 北の街社 淡谷　悠蔵

38 滴々集　学問と歴史 昭和 54年 大和山学園 淡谷悠蔵

39 五人　第１巻　創刊号～12号 昭和 55年 北の街社 斎藤せつ子（編集）

40 五人　第２巻　13号～24号 昭和 56年 北の街社 斎藤せつ子（編集）

41 五人　第３巻　25号～36号 昭和 57年 北の街社 斎藤せつ子（編集）

42 五人　第４巻　37号～48号 昭和 58年 北の街社 斎藤せつ子（編集）

43 五人　第５巻　49号～60号 昭和 59年 北の街社 斎藤せつ子（編集）

44 五人　第６巻　61号～72号 昭和 61年 北の街社 斎藤せつ子（編集）

45 五人　第７巻　73号～84号 昭和 63年 北の街社 斎藤せつ子（編集）

46 秋田雨雀　その全仕事 西暦 1975年 共栄社出版 秋田雨雀研究会（編集）

47 秋田雨雀　その全仕事(続) 西暦 1976年 共栄社出版 秋田雨雀研究会（編集）

48 秋田雨雀研究 昭和 47年 津軽書房 藤田龍雄

49 秋田雨雀日記Ⅰ 西暦 1965年 未来社 尾崎宏次（編集）

50 秋田雨雀日記Ⅱ 西暦 1965年 未来社 尾崎宏次（編集）

版年
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51 秋田雨雀日記Ⅲ 西暦 1966年 未来社 尾崎宏次（編集）

52 秋田雨雀日記Ⅳ 西暦 1966年 未来社 尾崎宏次（編集）

53 秋田雨雀日記Ⅴ 西暦 1967年 未来社 尾崎宏次（編集）

54 鬼が来た(上) 昭和 54年 文芸春秋社 長部日出雄

55 鬼が来た(下) 昭和 54年 文芸春秋社 長部日出雄

56 板極道 昭和 51年 中央公論社 棟方志功

57 版画絵本　秋田雨雀物語 西暦 1982年 秋田雨雀生誕百年記念事業実行委員会 黒石市立追子野木小学校　第６学年工藤学級（35名）

58 青森縣史1 昭和 46年 歴史図書社

59 青森縣史2 昭和 46年 歴史図書社

60 青森縣史3 昭和 46年 歴史図書社

61 青森縣史4 昭和 46年 歴史図書社

62 青森縣史5 昭和 46年 歴史図書社

63 青森縣史6 昭和 46年 歴史図書社

64 青森縣史7 昭和 46年 歴史図書社

65 青森縣史8 昭和 46年 歴史図書社

66 青森縣史9 昭和 47年 歴史図書社

67 青森縣史10 昭和 47年 歴史図書社

68 青森県句集　第43集 昭和 57年 松涛社

69 青森県句集　第44集 昭和 58年 松涛社

70 青森県句集　第46集 昭和 60年 松涛社

71 青森県句集　第47集 昭和 61年 松涛社

72 青森県句集　第37集 昭和 51年 松涛社

73 青森県句集　第39集 昭和 53年 松涛社

74 ジャンギリヤのさか 昭和 49年 青森県児童文学研究会 斉藤正

75 つきへいったうさぎ 昭和 48年 青森県児童文学研究会 中村キネ

76 チュクチュクとりんごの木 昭和 50年 青森県児童文学研究会 （編）木山きよし

77 国会運営の理論 昭和 28年 綜合出版社 鈴木隆夫

78 殺意の布石 西暦 1987年 北の街社 有村智賀志

79 日本古典文學大系1　古事記祝詞 昭和 33年 岩波書店 （校註）倉野憲司　他

80 日本古典文學大系2　風土記 昭和 33年 岩波書店 （校註）秋本吉郎

81 日本古典文學大系3　古代歌謡集 昭和 32年 岩波書店 （校註）土橋寛　他

82 日本古典文學大系4　萬葉集一 昭和 32年 岩波書店 （校註）高木市之助　他

83 日本古典文學大系5　萬葉集二 昭和 34年 岩波書店 （校註）高木市之助　他

84 日本古典文學大系6　萬葉集三 昭和 38年 岩波書店 （校註）高木市之助　他

85 日本古典文學大系7　萬葉集四 昭和 37年 岩波書店 （校註）高木市之助　他

86 日本古典文學大系8　古今和歌集 昭和 33年 岩波書店 （校註）佐伯梅友

87 日本古典文學大系9　竹取物語　伊勢物語　大和物語 昭和 32年 岩波書店 （校註）阪倉篤義　他

88 日本古典文學大系10　宇津保物語一 昭和 34年 岩波書店 （校註）河野多麻

89 日本古典文學大系11　宇津保物語二 昭和 36年 岩波書店 （校註）河野多麻

90 日本古典文學大系12　宇津保物語三 昭和 37年 岩波書店 （校註）河野多麻

91 日本古典文學大系13　落窪物語　堤中納言物語 昭和 32年 岩波書店 （校註）松尾聰　他

92 日本古典文學大系14　源氏物語一 昭和 33年 岩波書店 （校註）山岸德平

93 日本古典文學大系15　源氏物語二 昭和 34年 岩波書店 （校註）山岸德平

94 日本古典文學大系16　源氏物語三 昭和 36年 岩波書店 （校註）山岸德平

95 日本古典文學大系17　源氏物語四 昭和 37年 岩波書店 （校註）山岸德平

96 日本古典文學大系18　源氏物語五 昭和 38年 岩波書店 （校註）山岸德平

97 日本古典文學大系19　枕草子　紫式部日記 昭和 33年 岩波書店 （校註）池田龜鑑　他

98 日本古典文學大系20　土左日記　かげろふ日記　和泉式部日記　更級日記 昭和 32年 岩波書店 （校註）鈴木知太郎　他

99 日本古典文學大系21　大鏡 昭和 38年 岩波書店 （校註）松村博司

100 日本古典文學大系22　今昔物語集　一 昭和 34年 岩波書店 （校註）山田孝雄　他
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101 日本古典文学大系23　今昔物語集　ニ 昭和 38年 岩波書店 （校註）山田孝雄　他

102 日本古典文學大系24　今昔物語集　三 昭和 38年 岩波書店 （校註）山田孝雄　他

103 日本古典文學大系25　今昔物語集　四 昭和 37年 岩波書店 （校註）山田孝雄　他

104 日本古典文學大系26　今昔物語集　五 昭和 38年 岩波書店 （校註）山田孝雄　他

105 日本古典文學大系27　宇治拾遺物語 昭和 38年 岩波書店 （校註）渡邊綱也　他

106 日本古典文學大系28　新古今和歌集 昭和 33年 岩波書店 （校註）久松潜一　他

107 日本古典文學大系29　山家集　金槐和歌集 昭和 36年 岩波書店 （校註）風巻景次郎　他

108 日本古典文學大系30　方丈記　徒然草 昭和 32年 岩波書店 （校註）西尾實

109 日本古典文學大系31　保元物語　平治物語 昭和 36年 岩波書店 （校註）永積安明　他

110 日本古典文學大系32　平家物語　上 昭和 34年 岩波書店 （校註）高木市之助　他

111 日本古典文學大系33　平家物語　下 昭和 38年 岩波書店 （校註）高木市之助　他

112 日本古典文学大系34　太平記　一 昭和 35年 岩波書店 （校註）後藤丹治　他

113 日本古典文學大系35　太平記　二 昭和 36年 岩波書店 （校註）後藤丹治　他

114 日本古典文學大系36　太平記　三 昭和 37年 岩波書店 （校註）後藤丹治　他

115 日本古典文學大系37　義経記 昭和 38年 岩波書店 （校註）岡見正雄

116 日本古典文學大系38　御伽草子 昭和 33年 岩波書店 （校註）市古貞次

117 日本古典文學大系39　連歌集 昭和 38年 岩波書店 （校註）伊地知鐵男

118 日本古典文學大系40　謡曲集　上 昭和 35年 岩波書店 （校註）横道萬里雄　他

119 日本古典文學大系41　謡曲集　下 昭和 38年 岩波書店 （校註）横道萬里雄　他

120 チェーホフ全集6 昭和 44年 中央公論社 チェーホフ

121 チェーホフ全集7 昭和 44年 中央公論社 チェーホフ

122 チェーホフ全集9 昭和 44年 中央公論社 チェーホフ

123 チェーホフ全集10 昭和 44年 中央公論社 チェーホフ

124 チェーホフ全集11 昭和 43年 中央公論社 チェーホフ

125 チェーホフ全集12 昭和 43年 中央公論社 チェーホフ

126 坂の上の雲一 昭和 47年 文藝春秋 司馬遼太郎

127 坂の上の雲二 昭和 47年 文藝春秋 司馬遼太郎

128 坂の上の雲三 昭和 47年 文藝春秋 司馬遼太郎

129 坂の上の雲四 昭和 47年 文藝春秋 司馬遼太郎

130 坂の上の雲五 昭和 47年 文藝春秋 司馬遼太郎

131 坂の上の雲六 昭和 47年 文藝春秋 司馬遼太郎

132 原敬日記第一巻　官界・言論人 平成 1965年 福村出版株式會社 （編）原杢一郎

133 原敬日記第二巻　政界進出 平成 1965年 福村出版株式會社 （編）原杢一郎

134 原敬日記第三巻　内務大臣 平成 1965年 福村出版株式會社 （編）原杢一郎

135 原敬日記第四巻　總裁就任 平成 1965年 福村出版株式會社 （編）原杢一郎

136 原敬日記第五巻　首相時代 平成 1965年 福村出版株式會社 （編）原杢一郎

137 原敬日記第六巻　總索引 平成 1965年 福村出版株式會社 (編)林茂原杢一郎

138 歌集　地球儀 昭和 54年 アスナロ短歌会 青木二郎

139 歌集　続　地球儀 平成　 元年 アスナロ短歌会 青木二郎

140 歌集　ささ笛 西暦 1984年 伊東早苗

141 歌集　母よ眠れ 平成 5年 新谷利彦 新谷統

142 秋本啄果歌集　草日 昭和 53年 峡同人社 秋元啄果

143 句集　いのち 西暦 1979年 かもしか川柳社 福井柳沙

144 句集　篝火草 西暦 1985年 青森県文芸協会出版部 唐崎みどり

145 句集　合掌 昭和 49年 工藤金次郎 工藤折葉

146 句集　地霊 昭和 51年 青森俳句会 成田千空

147 句集　唐辛子の真赤 昭和 55年 豊山苑文庫 豊山千蔭

148 句集　光る津軽野 昭和 60年 埋雪庵文庫 御崎　敏江

149 句集　風唱 昭和 53年 五所川原俳句会 敦賀晴川

150 句集　ふるさと 昭和 53年 津軽書房 江渡益太郎
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151 句集　紫萍 昭和 57年 俳句饗宴社 加藤陸奥雄

152 句集　安積野 昭和 62年 春耕俳句会 国分はやし

153 句集　柚子 西暦 1989年 春耕俳句会 佐野恒子

154 句集　ゑのころ草 平成 7年 淡谷鉄蔵

155 現代俳句女流シリーズⅢ6　埴輪の兵 昭和 55年 牧羊社 岩沢一二三

156 現代俳句女流シリーズⅨ28　北に向かふ 平成　 2年 牧羊社 御崎敏江

157 浅沼稲次郎　その人・その生涯 昭和 36年 至誠堂 大曲直

158 鈴木茂三郎選集　第一巻 昭和 46年 労働大学 鈴木茂三郎

159 鈴木茂三郎選集　第二巻 昭和 45年 労働大学 鈴木茂三郎

160 鈴木茂三郎選集　第三巻 昭和 45年 労働大学 鈴木茂三郎

161 鈴木茂三郎選集　第四巻 昭和 46年 労働大学 鈴木茂三郎

162 鈴木茂三郎　(戦前編) 社会主義運動史の一断面 西暦 1982年 社会党機関紙局 鈴木徹三

163 回想録　生々流転 西暦 1987年 朝日新聞社 飛鳥田一雄

164 ほんとうの教育者はと問われて 昭和 46年 朝日新聞社

165 三里塚　東峰十字路裁判 西暦 1985年 破防法研究所 葉山岳夫

166 罠　告発　日本の裁判 昭和 53年 文芸春秋社 畑山博

167 三里塚もうひとつの日本 西暦 1986年 岩波書店 澤良世

168 禁断の海辺 西暦 1984年 鹿砦社 箕川恒男

169 地域主義 昭和 53年 学陽書房

170 差別者のボクに捧げる 西暦 1978年 晩聲社 三宅一志

171 砂川町合戦録 昭和 32年 現代社 伊藤牧夫、内田恵造、中島昭

172 日本遺族会十五年史 昭和 37年 財団法人日本遺族会

173 いしずえ 昭和 38年 財団法人日本遺族会

174 亡国の惨状 西暦 1977年 現代ジャーナリズム

175 アンデスを越えて 昭和 34年 労働文化事業団 赤松勇

176 下北の村落社会 昭和 43年 未来社

177 議長十年余話 昭和 50年 全電通青森県支部 渡辺三夫

178 小・中学生のための青森ねぶた読本 昭和 57年 青森市ＰＴＡ連合会

179 雪中行軍記録写真特集　行動準備編 昭和 55年 小笠原弧酒

180 あだ花随筆 昭和 53年 あだ花会事務局

181 続々　あだ花随筆 昭和 63年 あだ花会事務局

182 野坂十二樓句集 昭和 57年

183 秘録東京裁判 昭和 42年 読売新聞社 清瀬一郎

184 それぞれの昭和 西暦 1985年 朝日新聞社 （編）朝日新聞社会部

185 落ちた太陽　－在満国民学校教師の手記－ 西暦 1984年 文芸印刷事業出版 前田孝蔵

186 覇王の家　前編 昭和 49年 新潮社 司馬遼太郎

187 出雲の阿国　上之巻 昭和 44年 中央公論社 有吉佐和子

188 出雲の阿国　中之巻 昭和 44年 中央公論社 有吉佐和子

189 出雲の阿国　下之巻 昭和 44年 中央公論社 有吉佐和子

190 人間の壁（前） 昭和 33年 新潮社 石川達三

191 人間の壁（中） 昭和 34年 新潮社 石川達三

192 人間の壁（後） 昭和 34年 新潮社 石川達三

193 レイテ戦記1　付図1在中 昭和 47年 中央公論社 大岡昇平

194 レイテ戦記2 昭和 47年 中央公論社 大岡昇平

195 レイテ戦記3 昭和 47年 中央公論社 大岡昇平

196 青森百年 昭和 44年 毎日新聞青森支局

197 嶋中幸雄　東津軽郡今別町大川平 昭和 56年 青森児童文学研究会 嶋中幸雄

198 市制八十五周年　青森市の歴史散歩 昭和 59年 よしのや本間書店 小沼幹止

199 青森は復興した　奥村吉衛小伝 奥村工務店 （編）奥村工務店

200 続・出かせぎの記録 西暦 1972年 青森県文芸協会出版部 三橋清



№ 書名 出版社 著者版年

201 渡邊蔵助の想い出 昭和 59年 （編）渡辺澄男

202 太宰治と青森のまち 昭和 63年 北の街社 （編）北の会

203 市制施工90周年記念　心に残った私の1冊 昭和 63年 青森市民図書館

204 津軽三味線 昭和 51年 立風書房 倉光俊夫

205 太宰治をどう読むか 昭和 37年 弘文堂 小野正文

206 津軽世去れ節 昭和 47年 津軽書房 長部日出雄

207 久五郎堤の人　野坂九五郎翁について 昭和 49年 （編）横浜正大

208 現代日本文学アルバム１４　太宰治 昭和 48年 学習研究社

209 太宰治と井伏鱒二 昭和 47年 津軽書房 相馬正一

210 青森小ばなし選 西暦 1975年 文芸協会出版 （編）あおもり編集室

211 津軽－失われゆく風景を探して－ 西暦 1992年 新潮社 アラン・ブース

212 ふるさと文学館　第三巻 平成 5年 ぎょうせい （編）工藤英寿　

213 人間吉田勇蔵－その人生と業績を讃えて－ 昭和 62年 武蔵精機㈱ （編）武蔵精機㈱

214 ふるさと・青森－歴史とロマンを訪ねて－ 平成 3年 北の街社 （編）青森県ふるさと同友会

215 絣とりんごと青い空　鎌田一平作曲集 昭和 46年 鎌田一平

216 国立療養所松丘保養園60周年記念誌 昭和 44年 国立療養所松丘保養園 （編）国立療養所松丘保養園

217 全患協運動史　ハンセン氏病患者のたたかいの記録 昭和 52年 一光社 （編）全国ハンセン氏病患者協議会

218 近代諸作家追跡の基礎 昭和 56年 津軽書房 小山内時雄

219 教育 昭和 28年 福音社 イー・ジー・ホワイト

220 日米安保条約　その解説と資料 昭和 43年 労働旬報社 （編）渡辺洋三・岡倉古志郎

221 戦争論 昭和 40年 徳間書店 クラウゼヴィツ

222 日中戦争史研究 昭和 59年 吉川弘文館 （編）古屋哲夫

223 近代日本総合年表 西暦 1968年 岩波書店 （編）岩波書店編集部

224 昭和憲兵史 昭和 41年 みすず書房 大谷敬二郎

225 マルクスエンゲルス全集　1 西暦 1959年 大月書店 マルクス・エンゲルス

226 マルクスエンゲルス全集　2 西暦 1967年 大月書店 マルクス・エンゲルス

227 マルクスエンゲルス全集　3 西暦 1963年 大月書店 マルクス・エンゲルス

228 マルクスエンゲルス全集　4 西暦 1960年 大月書店 マルクス・エンゲルス

229 マルクスエンゲルス全集　5 西暦 1960年 大月書店 マルクス・エンゲルス

230 マルクスエンゲルス全集　6 西暦 1961年 大月書店 マルクス・エンゲルス

231 マルクスエンゲルス全集　7 西暦 1961年 大月書店 マルクス・エンゲルス

232 マルクスエンゲルス全集　8 西暦 1962年 大月書店 マルクス・エンゲルス

233 マルクスエンゲルス全集　9 西暦 1962年 大月書店 マルクス・エンゲルス

234 マルクスエンゲルス全集　10 西暦 1963年 大月書店 マルクス・エンゲルス

235 マルクスエンゲルス全集　11 西暦 1963年 大月書店 マルクス・エンゲルス

236 マルクスエンゲルス全集　12 西暦 1964年 大月書店 マルクス・エンゲルス

237 マルクスエンゲルス全集　13 西暦 1964年 大月書店 マルクス・エンゲルス

238 日本古典全書「日本書紀」一 昭和 31年 朝日新聞社

239 日本古典全書「日本書紀」ニ 昭和 28年 朝日新聞社

240 日本古典全書「日本書紀」三 昭和 31年 朝日新聞社

241 日本古典全書「日本書紀」四 昭和 30年 朝日新聞社

242 日本古典全書「日本書紀」五 昭和 31年 朝日新聞社

243 日本古典全書「日本書紀」六 昭和 32年 朝日新聞社

244 現代世界美術全集12　ロダン・ブールデル・マイヨール 西暦 1966年 河出書房 （編）座右刊行会

245 日本残酷物語　第1部　貧しき人々のむれ 昭和 35年 平凡社

246 日本残酷物語　第2部　忘れられた土地 昭和 35年 平凡社

247 日本残酷物語　第4部　保障なき社会 昭和 35年 平凡社

248 日本残酷物語　第5部　近代の暗黒 昭和 35年 平凡社

249 日本残酷物語　現代編1　引き裂かれた時代 昭和 35年 平凡社

250 日本残酷物語　現代編2　不幸な若者たち 昭和 36年 平凡社



№ 書名 出版社 著者版年

251 下手の覚え 昭和 54年 北の街社 佐々木繁

252 芸談　四十八人・生きて演じて 平成 3年 朋興社 読売新聞芸能部

253 サドン・デス 昭和 48年 祥伝社 高橋泰邦

254 反美的生活のすすめ 昭和 52年 河出書房新社 横尾忠則・池田満寿夫

255 毒婦伝奇 昭和 42年 報知新聞社 柴田錬三郎

256 女神出奔 昭和 38年 講談社 曽野綾子

257 暗黒流砂 昭和 48年 小学館 森村誠一

258 太陽の季節 昭和 31年 新潮社 石原愼太郎

259 風の証言 昭和 46年 毎日新聞社 鮎川哲也

260 銀の虚城 昭和 47年 青樹社 森村誠一

261 不動産の税金百科 昭和 46年 週刊住宅新聞社 桜井四郎

262 川柳　浮雲第2集 昭和 35年 松丘文芸協会

263 われらかく闘えり(電灯料値下げ運動史) 昭和 43年 津軽書房 竹嶋儀助

264 中国陶磁展　英国デヴィッド・コレクション 西暦 1980年 日本経済新聞社

265 ブラジル移住70年記念　サンパウロ美術館展 西暦 1978年 毎日新聞社

266 日日平安 昭和 33年 角川書店 山本周五郎

267 記憶の繪 昭和 57年 筑摩書房 森茉莉

268 美について　筑摩叢書96 西暦 1985年 筑摩書房 高村光太郎

269 日本古典文學大系73　和漢朗詠集　梁塵秘抄 昭和 40年 岩波書店

270 おとなの童話 昭和 46年 津軽書房 千葉寿夫

271 現代世界文学全集2　ジャンクリストフⅠ 昭和 27年 新潮社 ロマン・ローラン

272 城夜 西暦 1969年 河出書房新社 辻邦生

273 赤ひげ診療譚 昭和 47年 講談社 山本周五郎

274 成功者の肌 昭和 44年 実業の日本社 斉藤隆二

275 列国議會同盟大会に出席して　世界ひとめぐり 昭和 32年 政治経済情報社 佐竹晴記

276 砲声は聞こえない 西暦 1994年 六芸社 平田澄子

277 かな描法 昭和 39年 創元社 田中塊堂

278 書道入門　［基礎篇］ 昭和 37年 創元社 上田桑鳩

279 鉄を生みだした帝国　ヒッタイト発掘 昭和 56年 日本放送出版協会 大村幸弘

280 現代教養文庫465　花の歳時記　 昭和 39年 社会思想社 松田修

281 現代教養文庫486　食虫植物の驚異　 昭和 39年 社会思想社 笠原一浩

282 自民党が野党になる日　中道革新政権の科学的根拠 昭和 59年 光文社 舛添要一

283 同盟の終り　－ヨーロッパの将来とアメリカ－ 昭和 40年 鹿島研究所出版会 ロナルド・スチール

284 趣味から実益まで　盆栽の仕立て方 昭和 47年 金園社 坂東澄男

285 底辺の美学　民衆の創造的エネルギーとその矛盾 西暦 1966年 大和書房 松永伍一

286 野の草　ある印刷女工の歩み 西暦 1981年 日本婦人会議出版部 石倉千代子

287 多国籍企業殺人事件 昭和 48年 講談社 和久峻三

288 舞踏に死す　ミュージカルの女王・高木徳子 西暦 1985年 文藝春秋 吉武輝子

289 回想 西暦 1981年 ソ連大使館広報部 レオニード・ブレジネフ

290 人生指針　家の光身の上相談集 昭和 43年 家の光協会

291 「いき」の構造 昭和 35年 岩波書店 九鬼周造

292 東洋の美学 西暦 1965年 美術出版社 水尾比呂志

293 名峰湛山－石橋書簡のあとさき－ 昭和 32年 一二三書房 （編）湛山会

294 三輪寿壮の生涯 昭和 41年 三輪寿壮伝記刊行会 三輪寿壮伝記刊行会

295 わが心の愛読書 昭和 39年 エリート社 片山哲

296 風雪 昭和 42年 増山直太郎追悼出版委員会

297 専売ざっくばらん 昭和 59年 東洋経済新報社 長岡実

298 光を食べる 西暦 1985年 言叢社 八百坂正

299 全日本リッチ感覚事典 西暦 1988年 新潮社 朝日新聞ウィークエンド経済編集部

300 死の装具 昭和 45年 早川書房 スーザン・ソンタグ



№ 書名 出版社 著者版年

301 大氷原の嵐 昭和 47年 早川書房 ハモンド・イネス

302 北極基地　潜航作戦 昭和 48年 早川書房 アリステア・マクリーン

303 生存者　アンデス山中の七十日 西暦 1974年 平凡社 P．P．リード

304 ゴッドファーザー 昭和 47年 早川書房 マリオ・プーヅォ

305 私は後悔しない 昭和 34年 鏡浦書房 長倉桂子

306 心を打った男たち 西暦 1977年 講談社

307 武則天(一) 昭和 57年 毎日新聞社 原百代

308 武則天(ニ) 昭和 57年 毎日新聞社 原百代

309 武則天(三) 昭和 57年 毎日新聞社 原百代

310 挽歌 昭和 32年 東都書房 原田康子

311 澪標 昭和 35年 講談社 外村繁

312 昭和・奇人、変人、面白人 昭和 58年 青春出版社 野中花

313 屍海峡 昭和 49年 サンケイノベルズ 西村寿行

314 脇役一代 西暦 1977年 新日本出版 坂東調右エ門

315 乳房 昭和 40年 光風社 寺崎浩

316 關の戸 昭和 59年 文芸春秋 中里恒子

317 誰袖草 昭和 57年 文芸春秋 中里恒子

318 時雨の記 昭和 52年 文芸春秋 中里恒子

319 綾の鼓 昭和 60年 文芸春秋 中里恒子

320 一隅の記 昭和 61年 新潮社 野上弥生子

321 ゲルマニウムで現代病は治る 昭和 58年 青山書房 丹羽芳男

322 バイオ活食でぜいにくがとれた 昭和 60年 海竜社 中原美紗緒

323 歌集　鵲抄 昭和 30年 新星書房

324 天皇の馬 昭和 47年 ルンビニ学苑 須藤均

325 他人の物差し 西暦 1982年文芸協会出版 芦野英子

326 晩秋の鐘 西暦 1981年青森文芸協会 斉藤かをり

327 医療・倫理・医師 昭和 60年 津軽書房 品川信良

328 あの頃私は 昭和 60年 黒田実

329 句集　あすなろの華 昭和 54年 青森大学出版局

330 詩選集　雨季 西暦 1991年青森文芸協会 中寒二

331 詩集　雪のオルガン 昭和 59年 北方新社 小野みち子

332 詩集　どくだみ 西暦 1976年 山村秀雄

333 葛西　美枝子詩集 昭和 55年 四海社 葛西美枝子

334 旅の光と影 昭和 63年 表現派詩社 中寒二

335 日本農民運動史　第1巻 昭和 34年 日本評論新社 青木恵一郎

336 日本農民運動史　第2巻 昭和 33年 日本評論新社 青木恵一郎

337 日本農民運動史　第3巻 昭和 34年 日本評論新社 青木恵一郎

338 日本農民運動史　第4巻 昭和 34年 日本評論新社 青木恵一郎

339 日本農民運動史　第5巻 昭和 35年 日本評論新社 青木恵一郎

340 日本農民運動史　補巻 昭和 37年 日本評論新社 青木恵一郎

341 海恋い 平成 2年 北の街社 伊東早苗

342 昭和軍閥　激動篇 昭和 38年 講談社 立野信之

343 昭和軍閥　勃興篇 昭和 38年 講談社 立野信之

344 青森讃歌 昭和 42年 東奥日報社 吉田満

345 日本終戦史　上巻 昭和 37年 読売新聞社 （編）林茂　他

346 日本終戦史　中巻 昭和 37年 読売新聞社 （編）林茂　他

347 日本終戦史　下巻 昭和 37年 読売新聞社 （編）林茂　他

348 海軍航空隊始末記　發信篇 昭和 43年 文藝春秋 源田實

349 海軍航空隊始末記　戰鬪篇 昭和 43年 文藝春秋 源田實

350 秘境を開く－そこに生きて七十年－ 昭和 54年 北の街社



№ 書名 出版社 著者版年

351 句集　そばの花 平成　 元年 あしかげ社 伊藤遡人

352 歌集　河口 昭和 41年 勁草社 八島昇三

353 歌集　雄風 昭和 43年 青森書房 大沢清三

354 句集　松風 昭和 37年 松丘文芸協会 （編）欣求の社

355 著名歌人の青森県を詠んだ歌 昭和 52年 青森大学出版局 （編）青森大学出版局編集部

356 みちのく・そして 昭和 61年 若生豊隆

357 青森県歌壇小史 平成 6年 成田小五郎 和田山蘭　他

358 青い森と堤川 昭和 60年 北の街社 （編）北の都市と流域を語る会

359 歌集　裸木 西暦 1980年青森文学会 石崎清次

360 顔で笑って心で泣いて 西暦 1989年 グラフ社 扇谷正造

361 ぼくたくの音 昭和 53年 東奥日報社 乗田幸三

362 人を動かすスピーチ　魅力ある話し手になるには 昭和 44年 文藝春秋 扇谷正造

363 戦争と女性 西暦 1981年 白石書店

364 浜美枝の「いい人みつけた」 昭和 59年 文園社 浜美枝

365 含羞の人 昭和 57年 文芸春秋社 野原一夫

366 企業作戦　兵法六韜　三略 昭和 37年 日本文芸社 安藤亮

367 看護婦のおやじ泣いて笑って 昭和 53年 あゆみ書房 藤田健次

368 ふるさとの音 昭和 51年 福島常作

369 総評文学賞受賞作品 昭和 55年 オリジン出版

370 東奥日報百年史 昭和 63年 東奥日報社

371 詩集　まぬけな牛 昭和 54年 表現派詩社 中寒二

372 津軽方言による聖書物語 西暦 1983年 善隣館書店 葛西恒悦

373 女性史小事典 西暦 1983年 エッソ石油株式会社広報部 生方孝子　他

374 窓ぎわのトットちゃん 西暦 1981年 講談社 黒柳徹子

375 何を夢みて 西暦 1980年 冬樹社 木内宏

376 体験的人生問答　太陽の神話 西暦 1982年 集英社 石原裕次郎

377 昭和の肖像 昭和 59年 広輪社

378 幸福を知る才能 昭和 58年 海竜社 宇野千代

379 或るとき突然 昭和 56年 中央公論社 宇野千代

380 風の口ぶえ 西暦 1974.年 風書房 西郷輝彦

381 ブブノワさんというひと 西暦 1988年 群像社 Iコジェーヴニコワ

382 女時代　写真集 昭和 57年 システムアー 塩原一江

383 闇のよぶ声 昭和 48年 講談社 遠藤周作

384 寂兮寥兮 西暦 1982年 河出書房新社 大庭みな子

385 特務工作員01 昭和 43年 徳間書店 大藪春彦

386 独り狼 昭和 45年 東京文芸社 大藪春彦

387 ゲリラは太陽の下を走る 昭和 45年 徳間書店 大藪春彦

388 課長補佐殺人事件 昭和 47年 サンケイ新聞社 斉藤栄

389 続・芸界達人浮世話 昭和 62年 青蛙社 加太こうじ

390 ハルビン點描 昭和 16年 光書荘 北野邦雄

391 Ｎの悲劇 昭和 47年 講談社 斉藤栄

392 日本沈没（上） 昭和 48年 光文社 小松左京

393 日本沈没（下） 昭和 48年 光文社 小松左京

394 西郷隆盛第一巻 昭和 51年 朝日新聞社 海音寺潮五郎

395 西郷隆盛第二巻 昭和 51年 朝日新聞社 海音寺潮五郎

396 「星の王子」殺人事件 昭和 48年 サンケイノベルズ 斎藤栄

397 真夜中の意匠 昭和 47年 サンケイノベルズ 斎藤栄

398 フェリーＫＴ79に何が起きた 昭和 48年 サンケイノベルズ 斎藤栄

399 熱海ハイウェイ殺人事件 昭和 47年 サンケイノベルズ 川辺豊三

400 随筆　冬の花 西暦 1962年 三月書房 網野菊



№ 書名 出版社 著者版年

401 ソ連の女たち 西暦 1980年 すずさわ書店 鴨川和子

402 歌集　欅の枝 昭和 57年 九芸出版 森山久五郎

403 歌集　ちぎれ雲 昭和 59年 北の街社 福島常作

404 歌集　南窓山房吟 平成 2年 アスナロ短歌会 横山武雄

405 歌集　樹焰 昭和 51年 三上智成

406 随筆集　めぐり会い　唐崎新三郎随筆集 西暦 1972年 県文芸協会出版部

407 歌集　天のはて地のはて 昭和 49年 高千穂書房 森山久五郎

408 歌集　流れに逆いて 昭和 43年 増田直治

409 随筆集　たそがれ日記 西暦 1981年 青森県文芸協会出版部 唐崎新三郎

410 詩集　微光の野へ 西暦 1983年 路上社 岩崎守秀

411 蘆生の村 昭和 56年 牧羊社 新谷ひろし

412 花咲かず 昭和 46年 北の街社 船水公明

413 日本の地名－その由来と文化－ 昭和 58年 東京電力 谷川健一　他

414 大山郁夫傳 昭和 31年 中央公論社

415 きょうの、この24時間　各駅停車的人生論 昭和 58年 経済往来社 扇谷正造・草柳大蔵

416 繁栄の国オーストラリア 西暦 1968年 コマーシャルバンクオブオーストラリア

417 軍歌猥歌 昭和 43年 講談社 野坂昭如

418 わが心の島木赤彦　上 昭和 56年 津軽書房 横山武雄

419 大江健三郎全作品 西暦 1966年 新潮社 大江健三郎


