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10001 アイヌ民族の文学 ノート類 知里幸恵のノート(４冊） 知里幸恵 複製

10002 アイヌ民族の文学 ノート類 知里真志保のノート（３冊） 知里真志保

10003 アイヌ民族の文学 ノート類 金成マツのノート（４冊） 金成マツ 1943.09.10 ２０．７×１５．２　　自筆　ノート（８０Ｐ）ペン書き

10004 アイヌ民族の文学 記事 惜しい「ユーカラ」伝承者の死」 朝日新聞 朝日新聞社 1961.04.10 パネル

10005 アイヌ民族の文学 記事 知里君をしのぶ 金田一京助 朝日新聞社 1961.06.11

10006 アイヌ民族の文学 記事 アイヌ研究の思い出 金田一京助 毎日新聞社 1963.03.08 パネル

10007 アイヌ民族の文学 記事 アイヌ歌人　違星北斗の歌碑 北海道新聞 北海道新聞社 1968.11.06 パネル

10008 アイヌ民族の文学 原稿 狩人ものがたり 知里真志保 1955.05.20

10009 アイヌ民族の文学 写真 金田一京助肖像 パネル

10010 アイヌ民族の文学 写真 知里真志保肖像 パネル

10011 アイヌ民族の文学 写真 萱野茂肖像 パネル

10012 アイヌ民族の文学 写真 知里幸恵肖像 パネル

10013 アイヌ民族の文学 写真 萱野茂所蔵品　ユカラ録音テープ・金成マツのノート パネル

10014 アイヌ民族の文学 写真 違星北斗句碑 パネル

10015 アイヌ民族の文学 写真 近文の人々 1920.05.27 パネル　知里森舎蔵

10016 アイヌ民族の文学 写真 「序文」『アイヌ神謡集』より 知里幸恵 郷土研究社 1923.08.10 パネル

10017 アイヌ民族の文学 写真 『アイヌ神謡集』の本文 知里幸恵 郷土研究社 1923.08.10 パネル

10018 アイヌ民族の文学 写真 聖書を抱くバチラー八重子 掛川源一郎 1960

10019 アイヌ民族の文学 写真 バチラー八重子の横顔 掛川源一郎 1960

10020 アイヌ民族の文学 写真 民族の誇る貌　森竹竹市エカシ 掛川源一郎 1970

10021 アイヌ民族の文学 書簡 知里幸恵宛 金田一京助 1920.06.17 複製

10022 アイヌ民族の文学 図書 北蝦夷古謡遺篇 金田一京助 甲寅叢書刊行所 1914.03.01

10023 アイヌ民族の文学 図書 アイヌ聖典 金田一京助 世界文庫刊行会 1923.01.25

10024 アイヌ民族の文学 図書 アイヌ神謡集 知里幸恵 郷土研究社 1923.08.10

10025 アイヌ民族の文学 図書 若きウタリに バチラー八重子 竹柏会 1931.04

10026 アイヌ民族の文学 図書 アイヌ文学 金田一京助 河出書房 1933.11.05

10027 アイヌ民族の文学 図書 ゆうから 金田一京助 章葦社 1936

10028 アイヌ民族の文学 図書 アイヌ民譚集 知里真志保 郷土研究社 1937.01.25

10029 アイヌ民族の文学 図書 若きアイヌの詩集　原始林 森竹竹市 白老ピリカ詩社 1937.07.01

10030 アイヌ民族の文学 図書 北の人 金田一京助 青磁社 1942

10031 アイヌ民族の文学 図書 違星北斗遺稿集 違星北斗 違星北斗の会 1954.08.15

10032 アイヌ民族の文学 図書 アイヌ文學 知里真志保 元々社 1955

10033 アイヌ民族の文学 図書 かむい・ゆうかる　－アイヌ叙事詩入門－ 知里真志保 アポロ書店 1955

10034 アイヌ民族の文学 図書 アイヌ語入門 知里真志保 楡書房 1956

10035 アイヌ民族の文学 図書 ユーカラ鑑賞 知里真志保・小田邦雄 元々社 1956.02

10036 アイヌ民族の文学 図書 アイヌ叙事詩　ユーカラの研究一・二 金田一京助 東洋文庫 1967.07

10037 アイヌ民族の文学 図書 アイヌ神謡集 知里幸恵 弘南堂書店 1970.09

10038 アイヌ民族の文学 図書 若きアイヌの魂－鳩沢佐美夫遺稿集 鳩沢佐美夫 新人物往来社 1972.08.31

10039 アイヌ民族の文学 図書 コタンに死す－鳩沢佐美夫作品集 鳩沢佐美夫 新人物往来社 1973.08.01

10040 アイヌ民族の文学 図書 ウエペケレ集大成 萱野茂採録・解説 アルドオ 1974

10041 アイヌ民族の文学 図書 キツネのチャランケ 萱野茂 小峰書店 1974

10042 アイヌ民族の文学 図書 炎の馬－アイヌ民話集 萱野茂 すずさわ書店 1977

10043 アイヌ民族の文学 図書 アイヌ民俗文化財ユーカラシリーズ　Ⅰ 金成マツ筆録　萱野茂訳注 北海道教育委員会 1977~

10044 アイヌ民族の文学 図書 アイヌ民俗文化財ユーカラシリーズ　Ⅱ 金成マツ筆録　萱野茂訳注 北海道教育委員会 1977~

10045 アイヌ民族の文学 図書 アイヌ民俗文化財ユーカラシリーズ　Ⅲ 金成マツ筆録　萱野茂訳注 北海道教育委員会 1977~

10046 アイヌ民族の文学 図書 アイヌ民俗文化財ユーカラシリーズ　Ⅳ 金成マツ筆録　萱野茂訳注 北海道教育委員会 1977~

10047 アイヌ民族の文学 図書 アイヌ民俗文化財ユーカラシリーズ　Ⅴ 金成マツ筆録　萱野茂訳注 北海道教育委員会 1977~



10048 アイヌ民族の文学 図書 アイヌ民俗文化財ユーカラシリーズ　Ⅵ 金成マツ筆録　萱野茂訳注 北海道教育委員会 1977~

10049 アイヌ民族の文学 図書 アイヌ民俗文化財ユーカラシリーズ　Ⅶ 金成マツ筆録　萱野茂訳注 北海道教育委員会 1977~

10050 アイヌ民族の文学 図書 アイヌ民俗文化財ユーカラシリーズ　Ⅷ 金成マツ筆録　萱野茂訳注 北海道教育委員会 1977~

10051 アイヌ民族の文学 図書 アイヌ民俗文化財ユーカラシリーズ　Ⅸ 金成マツ筆録　萱野茂訳注 北海道教育委員会 1977~

10052 アイヌ民族の文学 図書 アイヌ神謡集 知里幸恵 岩波書房 1978

10053 アイヌ民族の文学 図書 ひとつぶのサッチポロ 萱野茂 平凡社 1979

10054 アイヌ民族の文学 図書 アイヌの碑 萱野茂 朝日新聞社 1980.03

10055 アイヌ民族の文学 図書 知里幸恵遺稿　銀のしずく 知里幸恵 草風館 1984

10056 アイヌ民族の文学 図書 違星北斗遺稿　コタン 違星北斗 草風館 1984.01

10057 アイヌ民族の文学 図書 アイヌ叙事詩　ユーカラ 金田一京助 岩波文庫 1988

10058 アイヌ民族の文学 図書 萱野茂のアイヌ語辞典 萱野茂 三省堂 1996.07.10

10059 アイヌ民族の文学 図書 若きウタリに バチラー八重子 岩波書店 2003.12.16

10060 アイヌ民族の文学 図書 アイヌ叙事詩ユーカラ集　Ⅰ 金成マツ筆録・金田一京助訳注 三省堂 1959~1975

10061 アイヌ民族の文学 図書 アイヌ叙事詩ユーカラ集　Ⅱ 金成マツ筆録・金田一京助訳注 三省堂 1959~1975

10062 アイヌ民族の文学 図書 アイヌ叙事詩ユーカラ集　Ⅲ 金成マツ筆録・金田一京助訳注 三省堂 1959~1975

10063 アイヌ民族の文学 図書 アイヌ叙事詩ユーカラ集　Ⅳ 金成マツ筆録・金田一京助訳注 三省堂 1959~1975

10064 アイヌ民族の文学 図書 アイヌ叙事詩ユーカラ集　Ⅴ 金成マツ筆録・金田一京助訳注 三省堂 1959~1975

10065 アイヌ民族の文学 図書 アイヌ叙事詩ユーカラ集　Ⅵ 金成マツ筆録・金田一京助訳注 三省堂 1959~1975

10066 アイヌ民族の文学 図書 アイヌ叙事詩ユーカラ集　Ⅶ 金成マツ筆録・金田一京助訳注 三省堂 1959~1975

10067 アイヌ民族の文学 図書 アイヌ叙事詩ユーカラ集　Ⅷ　 金成マツ筆録・金田一京助訳注 三省堂 1959~1975

10068 アイヌ民族の文学 図書 アイヌ叙事詩ユーカラ集　Ⅸ 金成マツ筆録・金田一京助訳注 三省堂 1959~1975

10069 アイヌ民族の文学 図書 知里真志保著作集　１ 知里真志保 平凡社 1973~1976

10070 アイヌ民族の文学 図書 知里真志保著作集　２ 知里真志保 平凡社 1973~1976

10071 アイヌ民族の文学 図書 知里真志保著作集　３ 知里真志保 平凡社 1973~1976

10072 アイヌ民族の文学 図書 知里真志保著作集　４ 知里真志保 平凡社 1973~1976

10073 アイヌ民族の文学 図書 知里真志保著作集　５ 知里真志保 平凡社 1973~1976

10074 アイヌ民族の文学 図書 知里真志保著作集　６ 知里真志保 平凡社 1973~1976

20001 ２０世紀への胎動 原稿 五稜郭血書 久保栄 白楊社 1938.06

20002 ２０世紀への胎動 原稿 林蔵の貌 北方謙三 集英社 1994

20003 ２０世紀への胎動 写真 W.S.クラーク肖像 パネル

20004 ２０世紀への胎動 写真 新渡戸稲造肖像 パネル

20005 ２０世紀への胎動 写真 内村鑑三肖像 パネル

20006 ２０世紀への胎動 写真 農学校第１９期卒業 パネル

20007 ２０世紀への胎動 写真 松浦武四郎 パネル

20008 ２０世紀への胎動 写真 榎本武揚 パネル

20009 ２０世紀への胎動 写真 五稜郭内にあった箱館奉行所庁舎 パネル

20010 ２０世紀への胎動 写真 間宮林蔵 パネル

20011 ２０世紀への胎動 写真 明治末の函館港 パネル

20012 ２０世紀への胎動 写真 開拓使札幌本庁 パネル

20013 ２０世紀への胎動 写真 札幌農学校演武場 パネル

20014 ２０世紀への胎動 写真 第二巻機関車弁慶号 パネル

20015 ２０世紀への胎動 写真 札幌農学校のアメリカ人教授と婦人たち パネル

20016 ２０世紀への胎動 写真 札幌停車場の雪景色 パネル

20017 ２０世紀への胎動 図書 札幌沿革史全 札幌史学会 1896.08

20018 ２０世紀への胎動 図書 大役小志 志賀重昂 東京堂 1909

20019 ２０世紀への胎動 図書 佐藤昌介とその時代 佐藤昌彦 玄文社 1948

20020 ２０世紀への胎動 図書 宮部金吾 宮部金吾博士記念会 岩波書店 1953

20021 ２０世紀への胎動 図書 榎本武揚 安部公房 中央公論社 1965



20022 ２０世紀への胎動 図書 内村鑑三　信仰著作全集 第２５巻 内村鑑三 教文館 1966

20023 ２０世紀への胎動 図書 札幌農学校 高倉新一郎 北海道大学図書刊行会 1975

20024 ２０世紀への胎動 図書 写真集北大百年 北海道大学 北海道大学図書刊行会 1975.09

20025 ２０世紀への胎動 図書 菜の花の沖　１ 司馬遼太郎 講談社 1982.06

20026 ２０世紀への胎動 図書 菜の花の沖　２ 司馬遼太郎 講談社 1982.07

20027 ２０世紀への胎動 図書 菜の花の沖　３ 司馬遼太郎 講談社 1982.08

20028 ２０世紀への胎動 図書 菜の花の沖　４ 司馬遼太郎 講談社 1982.09

20029 ２０世紀への胎動 図書 菜の花の沖　５ 司馬遼太郎 講談社 1982.10

20030 ２０世紀への胎動 図書 菜の花の沖　６ 司馬遼太郎 講談社 1982.11

20031 ２０世紀への胎動 図書 間宮林蔵 吉村昭 講談社 1982.09

20032 ２０世紀への胎動 図書 新渡戸稲造 札幌市教育委員会編 札幌市・札幌市教育委員会 1985 さっぽろ文庫

20033 ２０世紀への胎動 図書 四千万歩の男　上 井上ひさし 講談社 1986.04

20034 ２０世紀への胎動 図書 四千万歩の男　下 井上ひさし 講談社 1986.05

20035 ２０世紀への胎動 図書 菅江真澄遊覧記　１ 菅江真澄 平凡社 1995.01

20036 ２０世紀への胎動 図書 菅江真澄遊覧記　２ 菅江真澄 平凡社 1995.01

20037 ２０世紀への胎動 図書 菅江真澄遊覧記　３ 菅江真澄 平凡社 1994.04

20038 ２０世紀への胎動 図書 菅江真澄遊覧記　４ 菅江真澄 平凡社 1994.04

20039 ２０世紀への胎動 図書 菅江真澄遊覧記　５ 菅江真澄 平凡社 1994.04

20040 ２０世紀への胎動 図書 林蔵の貌　上 北方謙三 集英社 1994.06

20041 ２０世紀への胎動 図書 林蔵の貌　下 北方謙三 集英社 1994.06

20042 ２０世紀への胎動 図書 武四郎蝦夷地紀行 松浦武四郎 北海道出版企画 1988.09

20043 ２０世紀への胎動 図書 静かな大地 花崎皋平 岩波書店 1993.10

20044 ２０世紀への胎動 図書 日本風景論 志賀重昂 岩波書店 1995.09

20045 ２０世紀への胎動 図書 蝦夷国まぼろし 夏堀正元 光文社 1995.10

20046 ２０世紀への胎動 図書 武揚伝 上 佐々木譲 中央公論社 2001.07

20047 ２０世紀への胎動 図書 武揚伝 下 佐々木譲 中央公論社 2001.07

30001 助走期の苦闘 原稿 武郎さんと僕 武者小路実篤 自筆（封筒１）

30002 助走期の苦闘 原稿 三人三様 里見弴 複製

30003 助走期の苦闘 雑誌 白樺　 第3巻第4号 洛陽堂 1912.05.03 5月号

30004 助走期の苦闘 雑誌 白樺  第5巻第3号 洛陽堂 1912.07.01 ７月号

30005 助走期の苦闘 雑誌 白樺　 第3巻第7号 洛陽堂 1910.04.03 ４月号

30006 助走期の苦闘 雑誌 泉　有島武郎記念号 終刊号 叢文閣 1923.08.01

30007 助走期の苦闘 雑誌 北大文芸 有島武郎追悼号 北海道帝国大学文芸部 1929.07.10

30008 助走期の苦闘 雑誌 札幌遠友夜学校 財団法人札幌遠友夜学校 1964.06.10

30009 助走期の苦闘 写真 森本厚吉と有島

30010 助走期の苦闘 写真 ティルダ・ヘック肖像

30011 助走期の苦闘 写真 有島武郎肖像

30012 助走期の苦闘 写真 有珠無名谷の煙 有島武郎画

30013 助走期の苦闘 写真 黒百合会

30014 助走期の苦闘 写真 有島武郎「カインの末裔」文学碑

30015 助走期の苦闘 写真 有島とティルダの出会いの地、シャフハウゼン

30016 助走期の苦闘 写真 綿引幸造撮影 パネル

30017 助走期の苦闘 書簡 木田金次郎宛 有島武郎 1922 複製

30018 助走期の苦闘 図書 一房の葡萄 有島武郎 叢文閣 1922.06.17

30019 助走期の苦闘 図書 有島武郎著作集　１　死 有島武郎 新潮社 1924.02.10 86版

30020 助走期の苦闘 図書 有島武郎の世界 山田昭夫 北海道新聞社 1978.11.10

30021 助走期の苦闘 図書 有島武郎の札幌の家 前川公美夫 星座の会 1987.09

30022 助走期の苦闘 図書 有島武郎の思想と文学 高山亮二 明治書院 1993.05



30023 助走期の苦闘 図書 愛の書簡集　有島武郎よりティルダ・ヘックへ 高山亮二編 星座の会 1993.06

40001 漂泊と彷徨 遺品 野口雨情の名刺 室蘭時代のもの

40002 漂泊と彷徨 原稿 欺かざるの記 国木田独歩 複製　日本近代文学館蔵

40003 漂泊と彷徨 原稿 二日物語「此一日」 幸田露伴 複製

40004 漂泊と彷徨 原稿 雲は天才である 石川啄木 複製

40005 漂泊と彷徨 写真 独歩肖像

40006 漂泊と彷徨 写真 岩野泡鳴肖像

40007 漂泊と彷徨 写真 幸田露伴肖像

40008 漂泊と彷徨 写真 葛西善蔵肖像

40009 漂泊と彷徨 写真 国木田独歩曾遊　地の碑

40010 漂泊と彷徨 写真 幸田露伴　句碑

40011 漂泊と彷徨 写真 葛西善蔵「雪をんな文学記念碑」

40012 漂泊と彷徨 写真 石川啄木歌碑

40013 漂泊と彷徨 写真 啄木一族の墓碑

40014 漂泊と彷徨 図書 日記　第１巻 石川啄木 世界評論社 1948.03.15

40015 漂泊と彷徨 図書 枕頭山水 幸田露伴 博文館 1893.11.10

40016 漂泊と彷徨 図書 椿説蝦夷訛 三遊亭円朝 博文館 1896.03.06

40017 漂泊と彷徨 図書 乳姉妹　前 菊池幽芳 春陽堂 1904.01.30

40018 漂泊と彷徨 図書 運命 国木田独歩 佐久良書房 1907.05.30 「空知川の岸辺」所収

40019 漂泊と彷徨 図書 放浪 岩野泡鳴 東雲堂書店 1910.07.01

40020 漂泊と彷徨 図書 一握の砂 石川啄木 東雲堂書店 1910.12.01 初版　

40021 漂泊と彷徨 図書 みゝずのたはこと 徳富健次郎 新橋堂 1914.07.03

40022 漂泊と彷徨 図書 子をつれて 葛西善蔵 新潮社 1919.03.01

40023 漂泊と彷徨 図書 葛西善蔵小説集　第１巻 葛西善蔵 改造社 1934.09.19 「雪をんな」所収

40024 漂泊と彷徨 図書 葛西善蔵小説集　第３巻 葛西善蔵 改造社 1934.10.18 「姉を訪ねて」所収

40025 漂泊と彷徨 図書 欺かざるの記 国木田独歩 大京堂 1935.05.25

40026 漂泊と彷徨 図書 欺かざるの記 国木田独歩 北斗書院 1946.11.15

40027 漂泊と彷徨 図書 日記　第３巻 石川啄木 世界評論社 1948.10.10

40028 漂泊と彷徨 図書 日記　第２巻 石川啄木 世界評論社 1948.11.30

40029 漂泊と彷徨 図書 定本　野口雨情　　第５巻　地方民謡 未来社 1986.07.25

40030 漂泊と彷徨 図書 乳姉妹　後編 菊池幽芳 春陽堂 1904.04.15

40031 漂泊と彷徨 図書 寄生木 徳富健次郎 警醒社書店 1909.03.12

40032 漂泊と彷徨 図書 蝦夷錦故郷之家土産 三遊亭円朝 鈴木金輔 1888.11.20

50001 道産子作家の誕生 遺品 遺品（印３種） 子母沢寛

50002 道産子作家の誕生 遺品 遺品（トランプ） 森田たま トランプ

50003 道産子作家の誕生 原稿 アルバム 武林無想庵 自筆　 昭２1年１１月「北方風物」に掲載

50004 道産子作家の誕生 原稿 きもの博士 森田たま 自筆

50005 道産子作家の誕生 雑誌 平原　創刊号 創刊号 北海道帝国大学文芸部 1921.03.10

50006 道産子作家の誕生 雑誌 路上　６月号　　 第9号 凍影社（札幌） 1921.06.05 ６月号

50007 道産子作家の誕生 雑誌 北大文芸 第7号 北海道帝国大学文芸部 1925.03.25

50008 道産子作家の誕生 写真 武林夢想庵肖像

50009 道産子作家の誕生 写真 森田たま肖像

50010 道産子作家の誕生 写真 中戸川吉二肖像

50011 道産子作家の誕生 写真 素木しづ肖像

50012 道産子作家の誕生 写真 子母澤寛肖像

50013 道産子作家の誕生 写真 時計台

50014 道産子作家の誕生 書画 自筆原画（トランプとリンゴ） 森田たま

50015 道産子作家の誕生 書簡 久米艶子宛 中戸川吉二



50016 道産子作家の誕生 書簡 神田伯山宛 子母沢寛 1964

50017 道産子作家の誕生 図書 青白き夢 素木しづ 新潮社 1918.04.05

50018 道産子作家の誕生 図書 美しき牢獄　 素木しづ 玄文社 1918.12 複製

50019 道産子作家の誕生 図書 イボタの蟲 中戸川吉二 新潮社 1920.09.20

50020 道産子作家の誕生 図書 流轉の書 武林無想庵 岡倉書房 1936.04.20

50021 道産子作家の誕生 図書 もめん随筆 森田たま 中央公論社 1938.07.03

50022 道産子作家の誕生 図書 石狩少女 森田たま 実業之日本社 1940.07.29

50023 道産子作家の誕生 図書 父子鷹（完結編） 子母沢寛 文藝春秋新社 1956.11.01

50024 道産子作家の誕生 図書 むさうあん物語（１） 武林無想庵 無想庵の会 1957.05.01 １９５７～１９６９年

50025 道産子作家の誕生 図書 蝦夷物語 子母沢寛 中央公論社 1960.04.25 初版

60001 逆流のさなかで 遺品 住所録 島木健作 昭和８年～没年まで

60002 逆流のさなかで 遺品 印鑑 島木健作

60003 逆流のさなかで 原稿 林檎園日記 久保栄 自筆

60004 逆流のさなかで 原稿 火山灰地 久保栄 複製

60005 逆流のさなかで 原稿 轉向者の一つの場合 島木健作 自筆

60006 逆流のさなかで 原稿 故里の顔　（複製） 小林多喜二 1932

60007 逆流のさなかで 原稿 逆流　 本庄陸男 1934.11

60008 逆流のさなかで 雑誌 クラルテ 第2号 小林多喜二　 クラルテ社 1924.07.03 同人誌  

60009 逆流のさなかで 雑誌 新潮　 新潮社 1937.11.11 １２月号戯曲　火山灰地第１部　初出掲載誌　　

60010 逆流のさなかで 雑誌 新潮　島木健作追悼特集 島木健作 新潮社 1945.11.10 １１月号

60011 逆流のさなかで 写真 葉山善樹肖像

60012 逆流のさなかで 写真 小林多喜二肖像

60013 逆流のさなかで 写真 「海に生くる人々」文学碑

60014 逆流のさなかで 写真 多喜二文学碑 パネル

60015 逆流のさなかで 写真 島木健作肖像

60016 逆流のさなかで 写真 島木健作生家

60017 逆流のさなかで 写真 本庄陸男肖像

60018 逆流のさなかで 写真 本庄睦男「石狩川」文学碑

60019 逆流のさなかで 写真 久保栄肖像

60020 逆流のさなかで 写真 多喜二と姉チマと妹

60021 逆流のさなかで 写真 久保田栄文学碑

60022 逆流のさなかで 写真 本庄陸男生家跡

60023 逆流のさなかで 図書 海に生くる人々 葉山嘉樹 改造社 1926.10.18 復刻版

60024 逆流のさなかで 図書 新選　葉山嘉樹集 葉山嘉樹 改造社 1928.06.12 初版

60025 逆流のさなかで 図書 蟹工船 小林多喜二 戦旗社 1929.06.12 ４版

60026 逆流のさなかで 図書 不在地主 小林多喜二 日本評論社 1930.02.05 ２７版

60027 逆流のさなかで 図書 一九二八年三月十五日 小林多喜二 戦旗社 1930.05.13 初版

60028 逆流のさなかで 図書 東倶知安行　 小林多喜二 改造社 1931.03.16 復刻版

60029 逆流のさなかで 図書 地區の人々 小林多喜二 改造社 1933.05.08 復刻版

60030 逆流のさなかで 図書 轉形期の人々 小林多喜二 改造社 1933.09.08 復刻版

60031 逆流のさなかで 図書 獄 島木健作 ナウカ社 1935.04.10 ９版

60032 逆流のさなかで 図書 五稜郭血書 久保栄 白楊社 1938.06.13 初版

60033 逆流のさなかで 図書 火山灰地 久保栄 新潮社 1938.07.04 初版

60034 逆流のさなかで 図書 生活の探求 島木健作 河出書房 1938.11.20 ８４版　

60035 逆流のさなかで 図書 石狩川 本庄陸男 大観堂書店 1939.05.03 初版

60036 逆流のさなかで 図書 新劇の書 久保栄 テアトロ社 1939.07.28 初版　　

60037 逆流のさなかで 図書 石狩は懐く 本庄陸男 大観堂書店 1940.04.20 １２版

60038 逆流のさなかで 図書 林檎園日記 久保栄 中央公論社 1947.02.15 初版



60039 逆流のさなかで 図書 のぼり窯 久保栄 新潮社 1952.02.28 初版

60040 逆流のさなかで 切り抜き 小林多喜二〈転換時代〉の広告他 読売新聞 読売新聞社 1933.03 新聞広告

60041 逆流のさなかで 切り抜き 兄の『死』（『プロレタリア文学 4・5合併号』） 小林三吾 1933.05

60042 逆流のさなかで 彫像 火山灰地 米坂ヒデノリ 1966

60043 逆流のさなかで 彫像 防雪林 米坂ヒデノリ 1968

70001 モダニズムの台頭 ノート類 ノート「雪明りの路」 伊藤整 複製

70002 モダニズムの台頭 原稿 「嶺」「草人」「樹木誌」など 寒川光太郎 自筆

70003 モダニズムの台頭 原稿 苦笑する国枝四郎氏 長谷川海太郎 自筆

70004 モダニズムの台頭 原稿 かぼちゃ談義 岡田三郎 1946 自筆　「北方風物」に掲載

70005 モダニズムの台頭 原稿 文学的青春伝 伊藤整 1951 自筆　「群像」　１９５１　昭２６年３月号に掲載　

70006 モダニズムの台頭 雑誌 青空 第13集 青空社 1924.04.15 伊藤整　小樽高商時代  

70007 モダニズムの台頭 雑誌 信天翁 第2号 信天翁社 1928.03.01 伊藤整「冬夜」掲載  

70008 モダニズムの台頭 雑誌 椎の木　 椎の木発行所 1928.11.01 １１月号  

70009 モダニズムの台頭 写真 岡田三郎肖像 パネル

70010 モダニズムの台頭 写真 長谷川海太郎肖像 パネル

70011 モダニズムの台頭 写真 伊藤整肖像 パネル

70012 モダニズムの台頭 写真 伊藤整文学碑 パネル

70013 モダニズムの台頭 写真 北見恂吉らと パネル

70014 モダニズムの台頭 写真 伊藤整「若い詩人の肖像」より 綿引幸造撮影 パネル

70015 モダニズムの台頭 色紙 海の捨児（一節） 伊藤整 複製

70016 モダニズムの台頭 色紙 蝶ひとついづくゆくらん波の上 中村武羅夫 自筆

70017 モダニズムの台頭 図書 林檎の花 遠藤勝一 富士印刷株式会社出版部 1922.01.01 初版　　

70018 モダニズムの台頭 図書 雪明りの路 伊藤整 椎の木社 1926.12.01 復刻版

70019 モダニズムの台頭 図書 誰だ？花園を荒らす者は！！ 中村武羅夫 新潮社 1930.06.21 初版

70020 モダニズムの台頭 図書 地獄絵 岡田三郎 文座書林 1934.02.16 初版　　

70021 モダニズムの台頭 図書 もだん・でかめろん 谷譲次 新潮社 1935 長谷川海太郎の筆名

70022 モダニズムの台頭 図書 街と村 伊藤整 第一書房 1939.05.05 初版

70023 モダニズムの台頭 図書 この太陽　蘭子の巻 牧逸馬 新月書房 1947.01.01 長谷川海太郎の筆名  初版

70024 モダニズムの台頭 図書 薔薇と蜃気楼 水谷準 青燈社 1947.09.20 初版

70025 モダニズムの台頭 図書 丹下左膳　乾雲坤龍の巻 林不忘 実雲社 1948.09.15 長谷川海太郎の筆名  初版

70026 モダニズムの台頭 図書 鳴海仙吉 伊藤整 細川書店 1950.03.15 初版

70027 モダニズムの台頭 図書 母子像 久生十蘭  新潮社 1955.10.20 初版

70028 モダニズムの台頭 図書 若い詩人の肖像 伊藤整 新潮社 1956.08.31 初版

80001 戦火の中で 原稿 切株の有る風景 坂本直行 自筆

80002 戦火の中で 原稿 馬追原野 辻村もと子 複製

80003 戦火の中で 原稿 兵村 板東三百 自筆

80004 戦火の中で 原稿 北方的性格についての覚書 林容一郎 自筆　「北方文藝」創刊号に掲載

80005 戦火の中で 雑誌 北大文藝　４０号記念特集号 第40号 北海道帝国大学文芸部 1940.02.20

80006 戦火の中で 雑誌 北方文藝　創刊号 創刊号 北海道文芸協会 1941.05.30

80007 戦火の中で 雑誌 日本文学者　 創刊号 日本青年文學者會 1944.04.01

80008 戦火の中で 雑誌 戦時女性６月号　３８巻６号　 第484号 東京社 1944.06.01 辻村もと子「早春箋」掲載号

80009 戦火の中で 雑誌 北方圏　創刊号 創刊号 大政翼賛会北海道支部(札幌） 1944.09.01

80010 戦火の中で 写真 坂本直行肖像 パネル

80011 戦火の中で 写真 辻村もと子肖像 パネル

80012 戦火の中で 写真 辻村もと子文学碑 パネル

80013 戦火の中で 写真 寒川光太郎肖像 パネル

80014 戦火の中で 写真 石塚喜久夫肖像 パネル

80015 戦火の中で 書画 自筆カット原画 坂本直行 「北方文藝」１９４２年（昭和１７年）５月号掲載



80016 戦火の中で 図書 コシャマイン記 鶴田知也 改造社 1936.10.20 初版

80017 戦火の中で 図書 姫鱒　　 長見義三 砂子屋書房 1939.06.01 初版　色あせ

80018 戦火の中で 図書 密猟者 寒川光太郎 小山書店 1940.06.05 ２版

80019 戦火の中で 図書 馬追原野 辻村もと子 風土社 1942.05.15 初版

80020 戦火の中で 図書 百姓記 吉田十四雄 牧野書店 1942.09.01 ３版

80021 戦火の中で 図書 兵村 板東三百 新民書房 1942.09.25 初版

80022 戦火の中で 図書 開墾の記 坂本直行 長崎書店 1942.11.10 初版　　

80023 戦火の中で 図書 處女地 早川三代治 元元書房 1942.12.19 初版　　

80024 戦火の中で 図書 田園日記 林芙美子 新潮社 1943.04.05 再版

80025 戦火の中で 図書 酪農 打木村治 錦城出版社 1944.02.25 初版　　

80026 戦火の中で 図書 貧者の幸福 寺島柾史 青年論壇社 1946.11.20 初版

80027 戦火の中で 図書 花の海 石塚喜久三 講談社 1948.09.15 初版

90001 復興と再生 遺品 遺品　筆 船山馨

90002 復興と再生 原稿 こぶしの花の咲くころ 畔柳二美 自筆

90003 復興と再生 原稿 札幌地理学 風巻景次郎 1955 複製

90004 復興と再生 原稿 心に残る編集者 八木義徳 自筆

90005 復興と再生 原稿 冬の旅（１） 船山馨 自筆

90006 復興と再生 雑誌 海峡　創刊号 函館文化懇話会 1946.04.01

90007 復興と再生 雑誌 室蘭文学 創刊号 室蘭文学会 1954.03.01

90008 復興と再生 雑誌 象徴　創刊号 創刊号 象徴社 1946.07.31

90009 復興と再生 雑誌 赤煉瓦　８号 第6巻第8号 全北海道庁労働組合文化部（札幌） 1951.03.25

90010 復興と再生 雑誌 双眸　創刊号 創刊号 北大双眸会（北海道帝国大学） 1946.06.15

90011 復興と再生 雑誌 凍原　創刊号 創刊号 凍原社（帯広） 1945.12.15

90012 復興と再生 雑誌 文藝復興　創刊号 創刊号 交文社 1947.12.01

90013 復興と再生 雑誌 北の女性　創刊号 創刊号 北の女性社（上川郡愛別村） 1946.07.15

90014 復興と再生 雑誌 北大季刊　創刊号 北大李刊刊行会（北海道大学） 1951.10.01

90015 復興と再生 雑誌 北方新潮　創刊号 創刊号 北方新潮社（帯広） 1945.12.30

90016 復興と再生 写真 亀井勝一郎肖像

90017 復興と再生 写真 亀井勝一郎文学碑

90018 復興と再生 写真 近藤潤一肖像

90019 復興と再生 写真 出版文化祭

90020 復興と再生 写真 船山馨「私の絵本」より 綿引幸造撮影

90021 復興と再生 写真 船山馨肖像

90022 復興と再生 写真 八木義徳肖像

90023 復興と再生 写真 風巻景次郎肖像

90024 復興と再生 写真 風巻景次郎門下の人びと

90025 復興と再生 写真 北海道文学者懇話会創立総会 パネル

90026 復興と再生 写真 北大法文学部

90027 復興と再生 写真 和田謹吾肖像

90028 復興と再生 書簡 浅見淵宛書簡 亀井勝一郎 1959.01.22

90029 復興と再生 色紙 灰色の海にぼうぼう 八木義徳 複製

90030 復興と再生 色紙 色紙 亀井勝一郎 複製

90031 復興と再生 図書 シベリヤ物語 長谷川四郎 筑摩書房 1952

90032 復興と再生 図書 宇野親美遺稿 宇野親美 宇野芳子 1970

90033 復興と再生 図書 極北の旋律～八木義徳の世界～ 武田友寿 中西出版 1988

90034 復興と再生 図書 芸術の運命 亀井勝一郎 實業之日本社 1941.02

90035 復興と再生 図書 玄のいる風景 近藤潤一 響文社

90036 復興と再生 図書 現代文学の比較文化的研究 千葉宣一 八木書店 1978.07



90037 復興と再生 図書 姉妹 畔柳二美 大日本雄弁会講談社 1954

90038 復興と再生 図書 私のソーニャ 八木義徳 文藝春秋社 1949

90039 復興と再生 図書 私の樹・私の道 市川三枝子 北海道書房 1960

90040 復興と再生 図書 石狩平野 船山馨 河出書房 1967

90041 復興と再生 図書 増補　安部公房論 高野斗志美 花神社 1979.07

90042 復興と再生 図書 増補自然主義文学 和田謹吾 文泉堂出版 1983.11

90043 復興と再生 図書 続　石狩平野 船山馨 河出書房 1968

90044 復興と再生 図書 廿年歳月 猪俣庄八 猪俣泰子 1969

90045 復興と再生 図書 日本文学史の周辺 風巻景次郎 塙書房 1953.07

90046 復興と再生 図書 菱川善夫評論集成 菱川善夫 沖積舎 1990

90047 復興と再生 図書 瓢人先生 八田尚之 談論社 1948

90048 復興と再生 図書 文学の鬼を志望す 八木義徳 福武書店 1991

90049 復興と再生 図書 北の旋律 飯塚朗 現文社 1967.10

90050 復興と再生 図書 北国物語 船山馨 豊國社 1941

90051 復興と再生 図書 浪漫主義文学「近代」文学のなりたち 安住誠悦 安住誠悦刊行会 1969

90052 復興と再生 図書 藝術について 高橋義孝 玄理社 1955

100001 成長期の精華 その他 北方文芸賞選考委員の寄せ書き 野間宏　八木義徳　吉之淳之介　井上光晴

100002 成長期の精華 その他 月刊文芸雑誌『北方文芸』創刊 「北方文芸」編集スタッフ 1976

100003 成長期の精華 原稿 『伸予』覚え書き 高橋揆一郎 自筆　１９８４　昭５９年６月　「北方文芸」に掲載

100004 成長期の精華 原稿 五十年ぶりの帰郷 和田芳恵 自筆　１９７３　昭４８年１０月北海道新聞に掲載

100005 成長期の精華 雑誌 札幌文学 第1号 札幌文学会 1950.01.20

100006 成長期の精華 雑誌 北海文学 第１巻第１号 北海文学同人会 1953.08.25

100007 成長期の精華 雑誌 ふじ 第3号 藤女子短期大学 1954.03.01

100008 成長期の精華 雑誌 北海文学 第3巻第5号 北海文学同人会 1955.04 複製　原田康子「挽歌」掲載

100009 成長期の精華 雑誌 全逓北海道文学 創刊号 全逓北海道文学サークル協議会 1957.09.30 創刊号

100010 成長期の精華 雑誌 北見文学 創刊号 北見文学会 1959.04.25

100011 成長期の精華 雑誌 序説 第2号 北海道大学文芸部 1962.07.20

100012 成長期の精華 雑誌 北海道文学　 創刊号 北海道文学研究会 1962.10.01

100013 成長期の精華 雑誌 位置 創刊号 「位置」の会 1962.11

100014 成長期の精華 雑誌 愚神群 創刊号 愚神群発行所 1967.10.25

100015 成長期の精華 雑誌 北方文芸 創刊号 北方文芸社 1968.01.01

100016 成長期の精華 雑誌 北方文芸　第百号記念 第100号（第９巻第５号） 北方文芸社 1976.05.01

100017 成長期の精華 写真 「北海文学」合評会

100018 成長期の精華 写真 「位置」編集風景

100019 成長期の精華 写真 和田芳恵肖像

100020 成長期の精華 写真 李恢成肖像

100021 成長期の精華 写真 重兼芳子肖像

100022 成長期の精華 写真 高橋揆一郎肖像

100023 成長期の精華 写真 三浦綾子肖像

100024 成長期の精華 写真 小笠原克肖像

100025 成長期の精華 写真 八木義徳「摩周湖」より 綿引幸造撮影

100026 成長期の精華 写真 北海道文学展 パネル

100027 成長期の精華 写真 １９７１年札幌駅前付近 パネル

100028 成長期の精華 色紙 北であれ南であれ我が祖国 李恢成 自筆

100029 成長期の精華 図書 オホーツク老人 戸川幸夫 新潮社 1960.09.20

100030 成長期の精華 図書 風土の中の文学 和田謹吾 細川書店 1965.09.10

100031 成長期の精華 図書 氷点 三浦綾子 朝日新聞社 1965.11.15

100032 成長期の精華 図書 物語　北海道文学盛衰誌 北海道新聞社学芸部　編 河出書房 1967.07.15 再版



100033 成長期の精華 図書 独絃のペン・交響のペン―ジャーナリスト３０年― 須田禎一 勁草書房 1969.02.10 １刷

100034 成長期の精華 図書 久生十蘭　全集Ⅰ 久生十蘭 三一書房 1969.11.30 １版１刷

100035 成長期の精華 図書 砧をうつ女 李恢成 文藝春秋 1972.03.05 １刷

100036 成長期の精華 図書 襤褸 木野工 新潮社 1972.06.20

100037 成長期の精華 図書 斧と楡のひつぎ 澤田誠一 青娥書房 1973.06.30 １刷

100038 成長期の精華 図書 近代北海道の文学　新しい精神風土の形成 小笠原克 日本放送出版協会 1973.11.05 １刷

100039 成長期の精華 図書 冬の燕 八重樫実 凍原社 1974.10.10

100040 成長期の精華 図書 北海道文学の周辺 木村真佐幸 北海道新聞社 1977

100041 成長期の精華 図書 創作選集 橋崎政 北海道新聞社 1977.04.15

100042 成長期の精華 図書 現代文学と北海道の作家群像 高野斗志美 北海道新聞社 1978.06.20

100043 成長期の精華 図書 北海道ひとり旅―わが文学的紀行― 佐々木逸郎 北海道出版企画センター 1978.07.20 北海道ライブラリー１２

100044 成長期の精華 図書 伸予 高橋揆一郎 文藝春秋 1978.08.25 １刷

100045 成長期の精華 図書 野間宏論－<<日本>>への螺階 小笠原克 講談社 1978.08.28 １刷

100046 成長期の精華 図書 柚木衆三評論衆－文学の主体と創造の論理－ 柚木衆三 川浪洋子 1980.11.15

100047 成長期の精華 図書 北海道文学史　戦後編 木原直彦 北海道新聞社 1982.04.15

100048 成長期の精華 図書 幻の北海道共和国 夏堀正元 講談社 1982.09.18

100049 成長期の精華 図書 評論集　異端の系譜 鳥居省三 北海道新聞社 1983.10.29

100050 成長期の精華 図書 岬から翔べ 川辺為三 構想社 1984.04.20 １刷

100051 成長期の精華 図書 弥生坂 北野洸 構想社 1992.08.25

100052 成長期の精華 図書 銃口　上 三浦綾子 小学館 1994.03.10 １版１刷

100053 成長期の精華 図書 銃口　下 三浦綾子 小学館 1994.03.10 １版１刷

100054 成長期の精華 切り抜き 「氷点」当選記事 朝日新聞 朝日新聞社 1964.07.10 朝日新聞社一千万円懸賞小説に当選

110001 変転する現代 原稿 風の砦（３） 原田康子 自筆　北海道新聞　昭和４６年度連載

110002 変転する現代 原稿 リラ冷えの街〈５〉 渡辺淳一 自筆　北海道新聞日曜版　昭和４５年

110003 変転する現代 原稿 弱者の光芒 重兼芳子 自筆

110004 変転する現代 原稿 赤い人（下） 吉村昭 自筆

110005 変転する現代 雑誌 くりま 第7号 くりまの会 1964.06.01

110006 変転する現代 写真 澤田誠一肖像 パネル

110007 変転する現代 写真 小檜山博肖像 パネル

110008 変転する現代 写真 原田康子肖像 パネル

110009 変転する現代 写真 渡辺淳一肖像 パネル

110010 変転する現代 写真 藤堂志津子肖像 パネル

110011 変転する現代 写真 倉本総肖像 パネル

110012 変転する現代 写真 三浦清宏肖像 パネル

110013 変転する現代 写真 加藤幸子肖像 パネル

110014 変転する現代 写真 池澤夏樹肖像 パネル

110015 変転する現代 写真 山口昌男肖像 パネル

110016 変転する現代 写真 木原直彦肖像 パネル

110017 変転する現代 写真 北海道文学館 パネル

110018 変転する現代 写真 「挽歌」より 綿引幸造 パネル

110019 変転する現代 図書 挽歌 原田康子 東都書房 1956.12.10 初版

110020 変転する現代 図書 飢餓海峡 水上勉 朝日新聞社 1963.10.25

110021 変転する現代 図書 狼・五月祭 江原光太 北方文学会 1966.03.15

110022 変転する現代 図書 飢餓のまつり 笠井嗣夫 北書房 1967.07.15

110023 変転する現代 図書 おろしや国酔夢譚 井上靖 文藝春秋社 1968.10.30

110024 変転する現代 図書 詩法 友田多喜雄 1969

110025 変転する現代 図書 陶器の時代 永井浩 黄土社 1969.09.20

110026 変転する現代 図書 リラ冷えの街 渡辺淳一 河出書房新社 1971.25 再版



110027 変転する現代 図書 さい果て 津村節子 筑摩書房 1972.03.25 初版

110028 変転する現代 図書 出刃 小檜山博 構想社 1976.11.10 初版

110029 変転する現代 図書 赤い人 吉村昭 筑摩書房 1977.11.10

110030 変転する現代 図書 やまあいの煙 重兼芳子 文藝春秋社 1979.09.01

110031 変転する現代 図書 孫悟空の誕生 中野美代子 玉川大学出版部 1980.10.05 1刷

110032 変転する現代 図書 哈爾賓難民物語 山川精 現地出版 1986.06.01

110033 変転する現代 図書 十月鬼 薩川益明 火山社 1988.07.25

110034 変転する現代 図書 熟れてゆく夏 藤堂志津子 文藝春秋 1988.11.20 1刷

110035 変転する現代 図書 無想庵物語 山本夏彦 文芸春秋 1989.10.01 1刷

110036 変転する現代 図書 幻獣図譜 斎藤邦男 沖積舎 1989.11.01

110037 変転する現代 図書 北の国から 倉本聰 理論社 1990.03 1刷

110038 変転する現代 図書 葛西善蔵論　雪をんなの美学 神谷忠孝 響文社 1992.11.30 初版

110039 変転する現代 図書 うらぶる人―口語歌人　鳴海要吉の生涯― 高橋明雄 津軽書房刊 1993.07.30 1刷

110040 変転する現代 図書 苺畑よ永遠に 加藤幸子 新潮社 1993.10.05

110041 変転する現代 図書 南洋・樺太の日本文学 川村湊 筑摩書房 1994.12.15 初版

110042 変転する現代 図書 笠井清全詩集 笠井清 沖積舎 1997.01.20 初版

110043 変転する現代 図書 新旭日の艦隊 荒巻義雄 中央公論社 1997.04.25 初版

110044 変転する現代 図書 刑事たちの夏 久間十義 日本経済新聞社 1998.09.16 第6刷

110045 変転する現代 図書 明治文学史 亀井秀雄 岩波書店 2000.03.17 1版

110046 変転する現代 図書 残光 東直己 角川春樹事務所 2000.09.08 1刷

110047 変転する現代 図書 ビート 今野敏 幻冬舎 2000.10.31 1刷

110048 変転する現代 図書 内田魯庵山脈 山口昌男 晶文社 2001.01.10 初版

110049 変転する現代 図書 ロシアの恋 工藤正廣 未知谷 2001.08.10

110050 変転する現代 図書 パピルスの羽根 新妻博 霧工房 2002.06.20

110051 変転する現代 図書 光る大雪 小檜山博 講談社 2002.08.07 2刷

110052 変転する現代 図書 猫舌三昧 柳瀬尚紀 朝日新聞社 2002.10.05 1刷

110053 変転する現代 図書 北極の一角獣 江原光太 響文社 2003.01.30 初版

110054 変転する現代 図書  エ・アロールそれがどうしたの 渡辺淳一 角川書店 2003.06.25 初版

110055 変転する現代 図書 静かな大地 池澤夏樹 朝日新聞社 2003.09.30 1刷

110056 変転する現代 図書 評論集　久保栄 小笠原克 新宿書房 2004.12.30 1刷

110057 変転する現代 図書 北海道文学ドライブ　３　道東編 木原直彦 イベント工学研究所 2005.10.01 1刷

110058 変転する現代 図書 平岸村 澤田誠一 北海道新聞社 2005.10.28 初版

120001 北海道の児童文学 原稿 雪ふり峠 長野京子 自筆

120002 北海道の児童文学 原稿 りんごの花 後藤竜二 自筆

120003 北海道の児童文学 原稿 海のろうそく 辰木久門 自筆　昭２１小樽小学生新聞に連載後、昭２２年玄文社より刊行　

120004 北海道の児童文学 原稿 霧 渡辺ひろし 自筆

120005 北海道の児童文学 原稿 流れのほとり 神沢利子 自筆　児童文学「流れのほとり」冒頭

120006 北海道の児童文学 原稿 コールの町のチップ 玉川雄介 自筆　炭鉱街の少年の生活を描いた童話

120007 北海道の児童文学 広報物 劇団さっぽろ公演「ユック」 1983 ちらし　安藤美紀夫『白いリス』より　高坂純脚色

120008 北海道の児童文学 雑誌 にれの木 第17号 1966.04.01

120009 北海道の児童文学 雑誌 北の子供 新日本文化協会

120010 北海道の児童文学 雑誌 おはなし 自由建設社

120011 北海道の児童文学 雑誌 函館の小学生 函館教育会

120012 北海道の児童文学 雑誌 児童文藝 文藝運動社

120013 北海道の児童文学 雑誌 赤い鳥 第3巻第5号 1932.05.01

120014 北海道の児童文学 雑誌 北の子供 新日本文化協会

120015 北海道の児童文学 雑誌 おはなし 自由建設社

120016 北海道の児童文学 雑誌 ニシパの祭 木村不二男 山音文学会 1978.08.15



120017 北海道の児童文学 雑誌 七ツボシ　 七星社 1925 表紙の複製　10月号

120018 北海道の児童文学 雑誌 北海道小学新聞 北海道小学新聞社 1926

120019 北海道の児童文学 雑誌 橇　創刊号 1956.09.01

120020 北海道の児童文学 雑誌 繭 第2号 1956.03.24

120021 北海道の児童文学 雑誌 樹 第9号 1978.09.30

120022 北海道の児童文学 雑誌 児童文学評論 第8号 児童文学評論社 1965.12

120023 北海道の児童文学 雑誌 森の仲間  第3号 森の仲間の会 1961.03.31

120024 北海道の児童文学 雑誌 少女世界 第3巻第5号 博文館 1963.09.08

120025 北海道の児童文学 紙芝居 ウイリアム・テル 梁川剛一 新日本文化協会 1948.09

120026 北海道の児童文学 紙芝居 フランダースの犬 梁川剛一 新日本文化協会 1948.11

120027 北海道の児童文学 紙芝居 おやまがわらったの 川崎大治 教育画劇 1957.06

120028 北海道の児童文学 写真 昭和40年以降児童文学同人誌

120029 北海道の児童文学 写真 「森の仲間」

120030 北海道の児童文学 写真 後藤竜二肖像

120031 北海道の児童文学 写真 加藤多一肖像

120032 北海道の児童文学 写真 「石森延男展」

120033 北海道の児童文学 写真 長野京子肖像

120034 北海道の児童文学 写真 安藤記美夫肖像

120035 北海道の児童文学 写真 玉川雄介肖像

120036 北海道の児童文学 写真 渡邊ひろし肖像

120037 北海道の児童文学 写真 神澤利子肖像

120038 北海道の児童文学 写真 石森延男肖像

120039 北海道の児童文学 写真 「北の子供」表紙

120040 北海道の児童文学 写真 協会北海道支部設立

120041 北海道の児童文学 写真 支部沈黙肖像

120042 北海道の児童文学 写真 坪松一郎肖像

120043 北海道の児童文学 写真 伊東音次郎肖像

120044 北海道の児童文学 書画 「カムイチカプ」原画 手島圭三郎

120045 北海道の児童文学 書画 絵 石森延男 自筆「室に入ってバラの花いよいよ鮮か成人の日を迎えて若者よバラのごとかれ」

120046 北海道の児童文学 書簡 石森みどり  ななえ宛 石森延男 複製　ヨーロッパ旅行中の絵葉書

120047 北海道の児童文学 図書 海の人形 吉田一穂 学芸書林 1976.04.30

120048 北海道の児童文学 図書 お日さま 三木露風 アルス 1926 函のみ

120049 北海道の児童文学 図書 オヤマノカキノキ 百田宗治 帝国教育会出版部 1941.07

120050 北海道の児童文学 図書 ヒバリハソラニ 吉田一穂・文　　初山滋・絵 帝国教育会出版部 1941.10.20

120051 北海道の児童文学 図書 桃太郎 竹内てるよ 不二印刷社 1942.03

120052 北海道の児童文学 図書 雪国の太郎 伊藤整 国民図書刊行会 1946.02.15

120053 北海道の児童文学 図書 雀とまり 小田邦雄 玄文社 1946.06

120054 北海道の児童文学 図書 青空坊ちゃん 中村篤九 北桜社 1946.08

120055 北海道の児童文学 図書 海のろうそく 辰木久門 玄文社 1948.05.10

120056 北海道の児童文学 図書 グズベリ 石森延男 北海道教育文化協会 1947.06.30

120057 北海道の児童文学 図書 コーカサスのほりょ 梁川剛一 エルム社 1947.08

120058 北海道の児童文学 図書 白い劇場 和田義雄 石川文化民報社 1949.08.25

120059 北海道の児童文学 図書 税務署長の冐険 宮沢賢治 北海酒類密造防止協力会 1949.11.10

120060 北海道の児童文学 図書 清き星よやみの夜に 竹内てるよ 東和社 1950.02.15

120061 北海道の児童文学 図書 鳩の扇子 渡辺ひろし 教育評論社 1956.08.15

120062 北海道の児童文学 図書 コタンの口笛 石森延男 東都書房 1971.10.20 24刷

120063 北海道の児童文学 図書 原っぱ 楡書房 1959.06.20

120064 北海道の児童文学 図書 赤毛のポチ 山中恒 理論社 1960.07



120065 北海道の児童文学 図書 コールの町のチップ 玉川雄介 コールの町のチップ刊行会 1960.07.05

120066 北海道の児童文学 図書 ちびっこカムのぼうけん 神沢利子 理論社 1976.07 37刷

120067 北海道の児童文学 図書 白いりす 安藤美紀夫 講談社 1969.06.20

120068 北海道の児童文学 図書 ぼくのジャングル 富盛菊枝 理論社 1971.08 7刷

120069 北海道の児童文学 図書 原野の父 笠原肇 山音文学会 1967.07.30

120070 北海道の児童文学 図書 ふたりの白鳥クラブ 菊地慶一 金の星社 1974.10

120071 北海道の児童文学 図書 天使で大地はいっぱいだ 後藤竜二 講談社 1994.11.10 34刷

120072 北海道の児童文学 図書 雪ふり峠 長野京子 北海道新聞社 1977.07.15

120073 北海道の児童文学 図書 シゲちゃんの目は千里眼 滋野透子 牧書房 1972.10.25

120074 北海道の児童文学 図書 コロポックル 大久保テイ子 1977.07.11

120075 北海道の児童文学 図書 新十津川物語第１巻　北へ行く旅人たち 川村たかし 偕成社 1990.10

120076 北海道の児童文学 図書 原野にとぶ橇 加藤多一 偕成社 1978.11

120077 北海道の児童文学 図書 おかあさんの湖 柴村紀代 講談社 1980.08.08

120078 北海道の児童文学 図書 北へ行くれんらく船 北海道新聞社 1984.02.20

120079 北海道の児童文学 図書 サハリン物語 井上二美 教育報道社 1987.04.27

120080 北海道の児童文学 図書 へんてこもりにいこうよ 高楼方子 偕成社 1999.09 10刷

120081 北海道の児童文学 図書 あらしのよるに あべ弘士 講談社 2000.09.12 2刷

120082 北海道の児童文学 切り抜き 「樹の会」創立20周年を迎えて 北海道新聞社 1976.06.01 新聞記事

120083 北海道の児童文学 複製 ＮＨＫドラマ『新十津川物語』ちらし 川村たかし レプリカ　新十津川物語全１０巻は昭５２～昭６３偕成社から刊行

120084 北海道の児童文学 複製 原野にとぶ橇　表紙原画 佐藤忠良 レプリカ

120085 北海道の児童文学 複製 童謡「赤蜻蛉」 三木露風 複製　「樫の実」大正１０年（１９２１）８月号

120086 北海道の児童文学 複製 童謡「宿借蟹」 支部沈黙 複製　文学運動社「児童文芸」大正１４年（１９２５）９月号

120087 北海道の児童文学 複製 童謡「どんぐり」 伊東音次郎 複製　「小学少女」大正１５年（１９２６）１１月号　　竹久夢二・画

120088 北海道の児童文学 複製 神の竿 泉斜汀 1908 複製　「少女世界」１１月号

120089 北海道の児童文学 複製 童謡詩集『納屋の子供等』 坪松一郎 1936 複製

120090 北海道の児童文学 複製 童謡「霧の夜」 坪松一郎 1936 複製

130001 北海道の詩 その他 われ神を処刑せり 原子修 パネル

130002 北海道の詩 その他 詩人通信　 第7号 和田徹三　編集 詩人通信社 1950.01.01

130003 北海道の詩 その他 詩人通信　 第8号 和田徹三　編集 詩人通信社 1950.02.01

130004 北海道の詩 その他 詩人通信   第11号 和田徹三　編集 詩人通信社 1953.01.15

130005 北海道の詩 絵画 裸婦 小熊秀雄  画 水彩画

130006 北海道の詩 絵画 地下道 小熊秀雄　画 複製

130007 北海道の詩 原稿 道産子 吉田一穂 複製

130008 北海道の詩 原稿 オホーツク 河邨文一郎 自筆

130009 北海道の詩 原稿 去年の雪 百田宗治

130010 北海道の詩 原稿 河童十二ヶ月 更科源蔵 1944 複製

130011 北海道の詩 原稿 終（つい）の住みか 和田徹三 1973.08 自筆

130012 北海道の詩 原稿 命 和田徹三 1998 自筆

130013 北海道の詩 原稿 山上の旗 河邨文一郎 1998

130014 北海道の詩 雑誌 至上律 ベルハーレン号 至上律社 1927.07.07

130015 北海道の詩 雑誌 至上律 6集 至上律社 1927.12.01

130016 北海道の詩 雑誌 至上律 7集 至上律社 1928.01.01

130017 北海道の詩 雑誌 至上律 8集 至上律社 1929.03.01

130018 北海道の詩 雑誌 至上律 9集 至上律社 1929.04.01

130019 北海道の詩 雑誌 至上律 10集 至上律社 1929.05.01

130020 北海道の詩 雑誌 至上律 11集 至上律社 1929.08.05

130021 北海道の詩 雑誌 至上律 12集 至上律社 1929.11.01

130022 北海道の詩 雑誌 情緒　 創刊号 情緒刊行会 1927.08.10



130023 北海道の詩 雑誌 さとぽろ　 さとぽろ社 1927.01.18 １月号

130024 北海道の詩 雑誌 郷土詩人 第2巻第3号 郷土詩人社 1930.04.01

130025 北海道の詩 雑誌 不死鳥 第25号 旭川裸文藝社 1933.04.25 ４月号

130026 北海道の詩 雑誌 詩宗族 第5巻第3号 詩宗族社 1934.07.01

130027 北海道の詩 雑誌 木星 第5号 木星社 1946.04.15

130028 北海道の詩 雑誌 合瓣花冠 和田徹三 千代田署員 1949.05.20

130029 北海道の詩 雑誌 野性　 第11号 1950.05.05

130030 北海道の詩 雑誌 ATOM　 第2号 辺境文学社 1950.07.20

130031 北海道の詩 雑誌 風郷 第2号 風郷文学会 1951.05.01 長光太「流体」所収

130032 北海道の詩 雑誌 湾 第1号 湾発行所 1956.01.01

130033 北海道の詩 雑誌 核 第1号 核の会 1959.02.20

130034 北海道の詩 雑誌 反世界 第1号 木曜書房 1967.07.20

130035 北海道の詩 雑誌 詩誌「極光」 創刊号 2002.05.30

130036 北海道の詩 写真 吉田一穂肖像 パネル

130037 北海道の詩 写真 小熊秀雄肖像 パネル

130038 北海道の詩 写真 更科源蔵肖像 パネル

130039 北海道の詩 写真 和田徹三肖像 パネル

130040 北海道の詩 写真 河邨文一郎肖像 パネル

130041 北海道の詩 写真 原子修肖像 パネル

130042 北海道の詩 写真 河邨文一郎詩碑 パネル

130043 北海道の詩 写真 和田徹三詩碑 パネル

130044 北海道の詩 写真 吉田一穂「母」より 綿引幸造 パネル

130045 北海道の詩 写真 詩人協会設立 1956.07

130046 北海道の詩 書 魚歌 吉田一穂

130047 北海道の詩 書 詩は魂の大冠 原子修

130048 北海道の詩 図書 詩集「移動と配置」 谷崎眞澄 2005.09.10 2005更科賞受賞詩人

130049 北海道の詩 図書 海の聖母 吉田一穂 金星堂 1926.11.15

130050 北海道の詩 図書 曙の手紙 竹内てるよ 黒潮時代社 1930.11.25

130051 北海道の詩 図書 飛ぶ橇 小熊秀雄 前奏社 1935.06.20

130052 北海道の詩 図書 左川ちか詩集 左川ちか 昭森社 1936.11.20

130053 北海道の詩 図書 流民詩集 小熊秀雄・著　中野重治・編 三一書房 1947.05.20

130054 北海道の詩 図書 無明 更科源蔵 さろるん書房 1952.07.01

130055 北海道の詩 図書 機械と女 上林猷夫 日本未来派の会 1956.04.20

130056 北海道の詩 図書 泥炭 桜井勝美 時間社 1966.10.15

130057 北海道の詩 図書 小鳥のかげ 武田隆子 紅花社 1970.08

130058 北海道の詩 図書 種薯 更科源蔵 風書房 1973 復刻版

130059 北海道の詩 図書 雪の痛み 木津川昭夫 ホルン社 1975.05.30

130060 北海道の詩 図書 ポエーシスの途 鷲巣繁男 牧神社 1977.04.30

130061 北海道の詩 図書 河邨文一郎詩集 河邨文一郎 思潮社 1982.07.01

130062 北海道の詩 図書 未来からの銃声 原子修 縄文詩劇の会 1994.11.13

130063 北海道の詩 図書 新懐胎抄 倉内佐知子 長山田版 1995.06.10

130064 北海道の詩 図書 言葉の河 高橋秀明 共同文化社 1999.07.20 第２回小野十三郎賞受賞作

130065 北海道の詩 図書 密約－オブリガード 松尾真由美 思潮社 2002.04.20 2002Ｈ氏賞受賞作 2刷

130066 北海道の詩 図書 ニューヨーク詩集 河邨文一郎 思潮社 2002.02.01

130067 北海道の詩 図書 受苦の木 原子修 書肆青樹社 2002.11.05

130068 北海道の詩 図書 破船 橋本征子 書肆青樹社 2004.11.30 第４回（2005）詩と創造賞受賞作

130069 北海道の詩 図書 現代詩の条件 原子修 書肆青樹社 2005.10.31

130070 北海道の詩 版画 平安の壁の柵 棟方志功 1967年頃



140001 北海道の短歌 原稿 山下秀之助をおもう 中山周三 1974.08.10

140002 北海道の短歌 雑誌 はるにれ 第138号 はるにれ短歌会 2005.07.01

140003 北海道の短歌 雑誌 宇波百合 第100号 宇波百合短歌会 1995.10.25

140004 北海道の短歌 雑誌 英 第42号 グループ英 2005.04.23

140005 北海道の短歌 雑誌 歌群 第100号 歌群短歌会 2005.07.01 夏季号

140006 北海道の短歌 雑誌 花林 第１00号 花林短歌会 2002.09.20

140007 北海道の短歌 雑誌 海鳴 第300号 海鳴発行所 1984.12.01

140008 北海道の短歌 雑誌 原始林 第661号 原始林社 2001.11.01

140009 北海道の短歌 雑誌 紅苜蓿 創刊号 苜蓿社 1907~1910 石川啄木「公孫樹」掲載

140010 北海道の短歌 雑誌 紅苜蓿 第2号 苜蓿社 1907~1910 石川啄木「公孫樹」掲載

140011 北海道の短歌 雑誌 紅苜蓿 第3号 苜蓿社 1907~1910 石川啄木「公孫樹」掲載

140012 北海道の短歌 雑誌 紅苜蓿 第4号 苜蓿社 1907~1910 石川啄木「公孫樹」掲載

140013 北海道の短歌 雑誌 紅苜蓿 第5号 苜蓿社 1907~1910 石川啄木「公孫樹」掲載

140014 北海道の短歌 雑誌 彩北 第160号 彩北発行所 2002.09.05 ２０周年記念号

140015 北海道の短歌 雑誌 新墾 第800号 新墾発行所 2002.01.01 創刊50周年記念特集

140016 北海道の短歌 雑誌 新短歌時代 創刊号 小樽口語歌研究会 1927.12

140017 北海道の短歌 雑誌 新凍土 第148号 新凍土短歌会 2005.4.20

140018 北海道の短歌 雑誌 辛夷　１９９２．７　辛夷五百号記念号 第600号 辛夷発行所 2000.11.01

140019 北海道の短歌 雑誌 冬柏 第２巻第７号 冬柏發行所 1931.06

140020 北海道の短歌 雑誌 北海道アララギ 第500号 北海道アララギ発行所 1997.08.01

140021 北海道の短歌 雑誌 北海道歌人会報 田村哲三編 北海道歌人会発行所 1989.06.30 復刻版　創立三十五周年記念

140022 北海道の短歌 雑誌 北限 第73号 北限短歌会 2005.07.01

140023 北海道の短歌 雑誌 北方短歌 第444号 北方短歌社 1985.08.01 創刊30周年記念特集号

140024 北海道の短歌 雑誌 木賊 第472号 木賊短歌会 2005.08.15 木賊創立二十周年記念号

140025 北海道の短歌 雑誌 鴉族 第292号 鴉族社 1993.08.15

140026 北海道の短歌 写真 伊東音次郎歌碑 パネル

140027 北海道の短歌 写真 葛原妙子肖像 パネル

140028 北海道の短歌 写真 吉植庄亮肖像 パネル

140029 北海道の短歌 写真 宮柊二肖像 パネル

140030 北海道の短歌 写真 橋本徳寿肖像 パネル

140031 北海道の短歌 写真 近藤芳美肖像 パネル

140032 北海道の短歌 写真 高安国世肖像 パネル

140033 北海道の短歌 写真 佐佐木幸綱肖像 パネル

140034 北海道の短歌 写真 佐佐木信綱肖像 パネル

140035 北海道の短歌 写真 佐藤佐太郎肖像 パネル

140036 北海道の短歌 写真 斎藤史肖像 パネル

140037 北海道の短歌 写真 斎藤茂吉肖像 パネル

140038 北海道の短歌 写真 斎藤茂吉展 パネル

140039 北海道の短歌 写真 斎藤茂吉展パンフ パネル

140040 北海道の短歌 写真 山下秀之助肖像 パネル

140041 北海道の短歌 写真 山名康郎肖像 パネル

140042 北海道の短歌 写真 四賀光子肖像 パネル

140043 北海道の短歌 写真 若山喜志子肖像 パネル

140044 北海道の短歌 写真 若山牧水肖像 パネル

140045 北海道の短歌 写真 酒井広治肖像 パネル

140046 北海道の短歌 写真 小田観螢歌碑 パネル

140047 北海道の短歌 写真 小田観螢肖像 パネル

140048 北海道の短歌 写真 生方たつゑ肖像 パネル



140049 北海道の短歌 写真 青山ゆき路肖像 パネル

140050 北海道の短歌 写真 石川啄木歌碑 パネル

140051 北海道の短歌 写真 石川啄木肖像 パネル

140052 北海道の短歌 写真 太田水穂肖像 パネル

140053 北海道の短歌 写真 太田青丘肖像 パネル

140054 北海道の短歌 写真 中山周三肖像 パネル

140055 北海道の短歌 写真 中城ふみ子歌碑 パネル

140056 北海道の短歌 写真 中城ふみ子肖像 パネル

140057 北海道の短歌 写真 土屋文明肖像 パネル

140058 北海道の短歌 写真 土岐善麿肖像 パネル

140059 北海道の短歌 写真 並木凡平歌碑 パネル

140060 北海道の短歌 写真 並木凡平肖像 パネル

140061 北海道の短歌 写真 北海道歌人会全道大会 2005 パネル

140062 北海道の短歌 写真 北海道歌人会総会 1963 パネル

140063 北海道の短歌 写真 「北海道詩歌展」 パネル

140064 北海道の短歌 写真 北原白秋肖像 パネル

140065 北海道の短歌 写真 与謝野寛肖像 パネル

140066 北海道の短歌 色紙 わすれ得ぬ・・・・・ 西村一平

140067 北海道の短歌 色紙 運河添い・・・・・ 宮西頼母

140068 北海道の短歌 色紙 石狩の・・・・・ 川村濤人

140069 北海道の短歌 色紙 大いなる・・・・・ 野原水嶺

140070 北海道の短歌 色紙 浜のむら・・・・ 芥子沢新之介

140071 北海道の短歌 色紙 湾に沿ふ・・・・・ 小田観螢

140072 北海道の短歌 図書 伊東音次郎歌集 伊東音次郎 伊東音次郎顕彰会 1974

140073 北海道の短歌 図書 一握の砂（復刻） 石川啄木 東雲堂書店 1910

140074 北海道の短歌 図書 隠り沼 小田観蛍 新墾社 1948

140075 北海道の短歌 図書 遠花火 大塚陽子 雁書館 1982 現代短歌女流賞受賞作品

140076 北海道の短歌 図書 歌集　アンモナイト 小林孝虎 短歌新聞社 1986

140077 北海道の短歌 図書 歌集　一代雜種 岡本高樹 潮音社 1962

140078 北海道の短歌 図書 歌集　縁日 田邊杜詩花 白楊社 1951 白楊社

140079 北海道の短歌 図書 歌集　環状路 中山勝 かぎろひ詩社 1956

140080 北海道の短歌 図書 歌集　幻日 平松勤 柏葉書院 1974

140081 北海道の短歌 図書 歌集　五月野 樋口賢治 短歌新聞社 1983 短歌新聞社

140082 北海道の短歌 図書 歌集　視野 中山信 柏葉書院 1978

140083 北海道の短歌 図書 歌集　鐘鋪集 武藤善友 柏葉書院 1970

140084 北海道の短歌 図書 歌集　惜春譜 田中章彦 白玉書房 1967

140085 北海道の短歌 図書 歌集　石狩湾 戸塚新太郎 原始林社 1971

140086 北海道の短歌 図書 歌集　雪卍 宮田益子 北書房 1964

140087 北海道の短歌 図書 歌集　扇状地 田村哲三 原始林社 1972

140088 北海道の短歌 図書 歌集　谷地坊主 土蔵培人 柏葉書院 1970

140089 北海道の短歌 図書 歌集　潮位 田村哲三 原始林社 1986

140090 北海道の短歌 図書 歌集　低地帯 相良義重 原始林社 1954 短歌新聞社

140091 北海道の短歌 図書 歌集　天際 中山周三 短歌雑誌社 1952

140092 北海道の短歌 図書 歌集　乳房喪失 中城ふみこ 作品社 1955 川端康成による序文

140093 北海道の短歌 図書 歌集　不凍湖 川村涛人 潮音社 1961

140094 北海道の短歌 図書 歌集　無機 舟橋精盛 短歌新聞社 1965

140095 北海道の短歌 図書 歌集　無限 宮崎芳男 短歌研究社 1967

140096 北海道の短歌 図書 歌集　楡陰独白 村田豊雄 私家版 1975



140097 北海道の短歌 図書 歌集　菲吹く風 平松勤 柏葉書院 1970

140098 北海道の短歌 図書 歌人・酒井広治・飯田佳吉の世界 小林孝虎 旭川市 1975 旭川叢書　第9巻

140099 北海道の短歌 図書 歌人酒井広治 酒井広治 短歌研究会 1975

140100 北海道の短歌 図書 花の原型 中城ふみこ 作品社 1954 短歌研究第１回1位入選

140101 北海道の短歌 図書 海峡 青山ゆき路 青空詩社 1976

140102 北海道の短歌 図書 芥子澤新之介歌集 芥子澤新之介 いしかり詩舎版 1967

140103 北海道の短歌 図書 斎藤史　不死鳥の歌人 山名康郎

140104 北海道の短歌 図書 散華頌 水口幾代 雁書館 1981 北海道新聞文学賞受賞作品

140105 北海道の短歌 図書 四賀光子全歌集 四賀光子 春秋社 1961

140106 北海道の短歌 図書 西村一平歌集 西村一平 私家版 1990 「橇の鈴」より「紺珠」まで

140107 北海道の短歌 図書 雪雲 山下秀之助 青磁社 1947

140108 北海道の短歌 図書 太田水穂全集短歌立言 太田水穂 近藤書店 1957

140109 北海道の短歌 図書 坪野哲久論 山本司

140110 北海道の短歌 図書 渡辺直吉全歌集 渡辺直吉 短歌新聞社 1982

140111 北海道の短歌 図書 土岐哀果集 土岐哀果 新潮社 1919

140112 北海道の短歌 図書 藤田晋一歌集 藤田晋一 私家版 1991

140113 北海道の短歌 図書 風景 吉植庄亮 天理時報社 1943

140114 北海道の短歌 図書 風翩翻 齋藤史 不識書院 2001.04.10

140115 北海道の短歌 図書 並木凡平全歌集 並木凡平 青空詩社 1971

140116 北海道の短歌 図書 帽灯 岡崎正之 辛夷社 1975

140117 北海道の短歌 図書 北の創世記 増谷龍三 雁書館 1988

140118 北海道の短歌 図書 北海道歌壇史 北海道歌人会 北海道歌人会 1971

140119 北海道の短歌 図書 北海道短歌事典 北海道歌人会 北海道歌人会 1980

140120 北海道の短歌 図書 北海道短歌年鑑　平成13年度版 北海道歌人会 北海道歌人会 2001

140121 北海道の短歌 図書 北海道短歌年鑑　平成14年度版 北海道歌人会 北海道歌人会 2002

140122 北海道の短歌 図書 北海道短歌年鑑　平成15年度版 北海道歌人会 北海道歌人会 2003

140123 北海道の短歌 図書 北海道短歌年鑑　平成16年度版 北海道歌人会 北海道歌人会 2004

140124 北海道の短歌 図書 北海道短歌年鑑　平成17年度版 北海道歌人会 北海道歌人会 2005

140125 北海道の短歌 図書 北見恂吉歌集 北見恂吉 山雅房

140126 北海道の短歌 図書 北方論 時田則雄 雁書館 1981 角川短歌賞入選作品

140127 北海道の短歌 図書 野原水嶺全歌集 野原水嶺 雁書館 1984

140128 北海道の短歌 図書 要塞地帯 白山友正 短歌紀元社 1936

140129 北海道の短歌 図書 旅と歌と 佐佐木信綱 實業之日本社 1926

140130 北海道の短歌 短冊 あの丘に青いペンキの家をたて住んでみたいと思ふ秋晴 並木凡平

140131 北海道の短歌 短冊 痛む指も・・・・ 水田幾代 自筆

150001 北海道の俳句 雑誌 箱館紀行 松窓乙二 複写

150002 北海道の俳句 雑誌 氷下魚　復刊号 雲母社 合本

150003 北海道の俳句 雑誌 道 ７月号

150004 北海道の俳句 雑誌 時雨 弥生号 時雨吟社 1921.03.11

150005 北海道の俳句 雑誌 ふる井 1931.06.01 ６月号

150006 北海道の俳句 雑誌 木の芽 第37号 木ノ芽社 1932.07.01

150007 北海道の俳句 雑誌 雪光 第７巻第6号 隔月壹会 1933.12.01 １２月号

150008 北海道の俳句 雑誌 石狩 56号 石狩発行所 1934.02.01

150009 北海道の俳句 雑誌 北光 創刊号 1936.08.25

150010 北海道の俳句 雑誌 アカシヤ 第１集 アカシヤ俳句会 1945.11.01

150011 北海道の俳句 雑誌 緋衣 創刊号 緋衣社 1945.12 合本

150012 北海道の俳句 雑誌 水輪 第１巻第８号 俳句会館 1946.12

150013 北海道の俳句 雑誌 砂金帯 細谷源二 1949



150014 北海道の俳句 雑誌 氷原帯 第33号 氷原帯発行所 1949.10.01 １０月号

150015 北海道の俳句 雑誌 松前蝦夷地俳壇史考 白山友正 葦牙吟社 1950.12.01

150016 北海道の俳句 雑誌 丹頂 第42号 1954.07.01

150017 北海道の俳句 雑誌 草人 第52号 草人社 1956.10 １０月号

150018 北海道の俳句 雑誌 つぶて 第1号 礫発行所 1956.01.01

150019 北海道の俳句 雑誌 俳句と連句 1956.02 ２月号

150020 北海道の俳句 雑誌 楡派 第1巻第3号 楡派発行所 1957.01

150021 北海道の俳句 雑誌 ガンマー 創刊号 ガンマー俳句同人会 1960.01

150022 北海道の俳句 雑誌 青女 第１巻第２号 青女発行所 1963.11.10 １１月号

150023 北海道の俳句 雑誌 案山子 第257号 岩見沢ほととぎす会 1964.05.05

150024 北海道の俳句 雑誌 葦牙 第１８巻第４号 葦牙俳句会 1965.03.25 ４月号

150025 北海道の俳句 雑誌 粒 グループ研究排誌 1965.06.12

150026 北海道の俳句 雑誌 椅子 1968 ４月号

150027 北海道の俳句 雑誌 俳海 創刊号 俳海発行所 1968.10.01

150028 北海道の俳句 雑誌 あきあじ 第１６７号 あきあじ発行所 1968.01.31 ２月号

150029 北海道の俳句 雑誌 広軌 創刊号 広軌発行所 1969.07.25

150030 北海道の俳句 雑誌 北の雲 第１８号 北の雲社 1971.11.15

150031 北海道の俳句 雑誌 樺の芽 季刊１号 樺の芽会 1972.07.01

150032 北海道の俳句 雑誌 さるるん 第６号 北海道「鶴」支部 1972.08

150033 北海道の俳句 雑誌 柏林 第40号 柏林発行所 1975.01.05

150034 北海道の俳句 雑誌 樹氷 第181号 きばな俳句会 1975.07.01

150035 北海道の俳句 雑誌 草衣 第10号 白石俳句会 1975.09.26

150036 北海道の俳句 雑誌 雪華 創刊号 雪華社 1978.01.01 新年特別号

150037 北海道の俳句 雑誌 雪嶺 創刊号 雪嶺発行所 1979.06.01

150038 北海道の俳句 雑誌 梓 第２巻第11号 梓発行所 1981.11.01

150039 北海道の俳句 雑誌 雪明 雪明発行所 1989.05.01

150040 北海道の俳句 雑誌 えぞにう 創刊号 えぞにう社 1946.04 ４月号

150041 北海道の俳句 雑誌 壺 第89号 壺俳句会 1949.04

150042 北海道の俳句 雑誌 にれ 創刊号 にれ発行所 1978.10.01

150043 北海道の俳句 写真 木村敏男肖像

150044 北海道の俳句 写真 園田夢想花肖像

150045 北海道の俳句 写真 山岸巨浪肖像

150046 北海道の俳句 写真 鮫島交魚子肖像

150047 北海道の俳句 写真 北海道俳句協会発起人会

150048 北海道の俳句 写真 協会設立25周年記念大会

150049 北海道の俳句 写真 比良暮雪肖像

150050 北海道の俳句 写真 佐々木丁冬肖像

150051 北海道の俳句 写真 斎藤　玄肖像

150052 北海道の俳句 写真 寺田京子肖像

150053 北海道の俳句 写真 河東碧悟洞肖像

150054 北海道の俳句 写真 高浜虚子肖像

150055 北海道の俳句 写真 牛島滕六肖像

150056 北海道の俳句 写真 長谷川零餘子肖像

150057 北海道の俳句 写真 臼田亜浪肖像

150058 北海道の俳句 写真 石田両圃子肖像

150059 北海道の俳句 写真 青木郭公肖像

150060 北海道の俳句 写真 荻原井泉水肖像

150061 北海道の俳句 写真 泉天郎肖像



150062 北海道の俳句 写真 長谷部虎杖子肖像

150063 北海道の俳句 写真 唐笠何蝶肖像

150064 北海道の俳句 写真 細谷源二肖像

150065 北海道の俳句 写真 水野波陣洞肖像

150066 北海道の俳句 写真 伊藤凍魚肖像

150067 北海道の俳句 写真 土岐錬太郎肖像

150068 北海道の俳句 書簡 掛け軸「七夕発句」 松窓乙二

150069 北海道の俳句 図書 をい令 荻原井泉水 砂子屋書房

150070 北海道の俳句 図書 句集瞳孔祭 西川徹郎

150071 北海道の俳句 図書 深山蝶 高橋笛美

150072 北海道の俳句 図書 北海道俳句協会50年の歩み 協会史刊行委員会 北海道博物館協会

150073 北海道の俳句 図書 蝦夷歳時記　第５集 佐々木丁冬　佐々木悠乃 北海道俳句協会 歳時記

150074 北海道の俳句 図書 二瓢句集 久保二瓢 久保家 1933 私家版

150075 北海道の俳句 図書 旭山第一句集 藤田旭山 ゆく春叢書 1938

150076 北海道の俳句 図書 廬山句集 水見悠々子 1940.07.11

150077 北海道の俳句 図書 高橋貞敏句集　新穀祭 高橋貞俊 国詩評林社 1943

150078 北海道の俳句 図書 扶老竹句集 大島扶老竹 大島志満 1944 私家版

150079 北海道の俳句 図書 北海道俳壇史 比良暮雪 青暎社 1947.09.15

150080 北海道の俳句 図書 北海道句鑑 北海道句鑑編纂委員会編 玄文社 1949.03.20

150081 北海道の俳句 図書 火を放て 園田夢蒼花 薔薇書房 1951

150082 北海道の俳句 図書 冬木の唄 土岐錬太郎 近藤書店 1958

150083 北海道の俳句 図書 冬霧 古田冬草 緋衣社 1959

150084 北海道の俳句 図書 北海道俳句年鑑 北海道俳句協会編 北海道俳句協会 1961 1960年版

150085 北海道の俳句 図書 雪鳴 山岸巨狼 葦牙吟社 1965

150086 北海道の俳句 図書 日の鷹 寺田京子 雪檪書房 1967

150087 北海道の俳句 図書 双思楡 天野宗軒 水声会 1968

150088 北海道の俳句 図書 日高 木村敏男 扉の会 1968

150089 北海道の俳句 図書 壷 進藤　紫 道の会 1972

150090 北海道の俳句 図書 虎杖子句集 長谷部虎杖子 葦牙俳句会 1976

150091 北海道の俳句 図書 雁道 斎藤　玄 永田書房 1979

150092 北海道の俳句 図書 霧多布 鈴木青光 東京出版 1980

150093 北海道の俳句 図書 方途 永田耕一郎 卯辰山文庫 1981

150094 北海道の俳句 図書 自選　泉天郎句集 泉天郎 泉天郎を偲ぶ会 1983.02.04

150095 北海道の俳句 図書 磐石 宮部鳥巣 壷俳句会 1984

150096 北海道の俳句 図書 石狩俳壇誌 前川道寛 北海道教育社 1985

150097 北海道の俳句 図書 釧路俳壇史 鈴木青光 私家版 1986

150098 北海道の俳句 図書 山河 岡本正敏 牧羊社 1986

150099 北海道の俳句 図書 悪友 金谷信夫 壷俳句会 1986

150100 北海道の俳句 図書 安部彗月句集　花野星 阿部慧月 牧羊社 1987

150101 北海道の俳句 図書 旭川と俳人 深谷雄大 （株）旭川振興公社 1988 旭川叢書

150102 北海道の俳句 図書 沙渾 山田緑光 粒俳句会 1988

150103 北海道の俳句 図書 海 松井満沙志 卯辰山文庫 1988

150104 北海道の俳句 図書 花芙蓉 新明セツ子 本阿弥書店 1988

150105 北海道の俳句 図書 傘寿 高瀬白洋 高瀬白洋 1989 私家版

150106 北海道の俳句 図書 ゆるやかな昼 辻脇系一 粒俳句会 1989

150107 北海道の俳句 図書 劇場の椅子 井手都子 粒俳句会 1990

150108 北海道の俳句 図書 砦 谷口亜岐夫 谷口亜岐夫 1990

150109 北海道の俳句 図書 風騒集 島　恒人 秋発行所 1991



150110 北海道の俳句 図書 秋雪 近藤潤一 富士見書房 1991

150111 北海道の俳句 図書 松橋英三全句集 松橋英三 秋発行所 1991

150112 北海道の俳句 図書 遠景　北光星句集 北　光星 角川書店 1992

150113 北海道の俳句 図書 黄冠 鈴木光彦 氷原帯俳句会 1992

150114 北海道の俳句 図書 冬麗 木村照子 東京四季出版 1993

150115 北海道の俳句 図書 噴水 清水道子 卯辰山文庫 1993

150116 北海道の俳句 図書 雪卍 田中北斗 富士見書房 1994

150117 北海道の俳句 図書 氷下魚 伊藤凍魚 雲母社 1965

150118 北海道の俳句 図書 風の音 岡澤康司 本阿弥書店 1988

150119 北海道の俳句 図書 蝦夷歳時記　第１集 佐々木丁冬　佐々木悠乃 北海道俳句協会 1961~1976 歳時記

150120 北海道の俳句 短冊 芝原のいづちともなく囀れり 比良暮雪

150121 北海道の俳句 短冊 春泥を浴びし鶴より声放つ 鈴木春光

150122 北海道の俳句 短冊 今年また山河凍るを誰も防がず 細谷源二

150123 北海道の俳句 短冊 けふひと日枯木は音を忘い過ぐ 山岸巨狼

150124 北海道の俳句 短冊 錐もめば錐に寒燈のぼりくる 北光星

150125 北海道の俳句 短冊  リラの白はやはかなくて祭酒 園田夢想花

150126 北海道の俳句 短冊 手に漉きてほろびのいろも月草 近藤潤一

150127 北海道の俳句 短冊 山からも海からもくる盆の風 木村敏男

150128 北海道の俳句 短冊 地雲雀のこゑが瀬をなす日照雪 島恒人

160001 北海道の川柳 ノート類 遺品 作句手帳 田中五呂八 1918

160002 北海道の川柳 遺品 遺品 万年筆 田中五呂八 1918

160003 北海道の川柳 雑誌 三頭 第７革新号 八雲吟社 同人誌　複写

160004 北海道の川柳 雑誌 嫩葉 第３号 札幌嫩葉吟社 同人誌　複写

160005 北海道の川柳 雑誌 潮 第2号 潮吟社 同人誌

160006 北海道の川柳 雑誌 萍 萍川柳社 同人誌　複写

160007 北海道の川柳 雑誌 川柳おいわけ 同人誌

160008 北海道の川柳 雑誌 アツシ 第１号 札幌アツシ會 1917.05.05 同人誌　複写

160009 北海道の川柳 雑誌 井蛙 創刊号 井蛙川柳社 1919.08 同人誌　複写

160010 北海道の川柳 雑誌 井蛙 第3号 井蛙川柳社 1919.10.03 同人誌　複写

160011 北海道の川柳 雑誌 みなと 第10号 小樽番茶會 1921.09 同人誌

160012 北海道の川柳 雑誌 鏑矢 第11号 札幌北海川柳社 1921.11 同人誌　複写

160013 北海道の川柳 雑誌 路忍 ７の２ 函館川柳社 1924.02.20 同人誌

160014 北海道の川柳 雑誌 新興川柳誌氷原 第10冊 川柳氷原社 1924.05.10

160015 北海道の川柳 雑誌 新興川柳誌氷原 第11冊 川柳氷原社 1924.07.15 田中五呂八「題材は身邊にもある（１）」「題詠の價値に就いて」「「氷原復活への言葉」掲載

160016 北海道の川柳 雑誌 黎明 第２号 川柳黎明社 1924.11.15 同人誌

160017 北海道の川柳 雑誌 新川柳誌ほのほ 第４号 川柳ほのほ社 1925.02.10 同人誌

160018 北海道の川柳 雑誌 新興川柳誌氷原 第38号 川柳氷原社 1929.03.01 同人誌

160019 北海道の川柳 雑誌 新興川柳誌氷原 第42号 川柳氷原社 1929.07.01 同人誌

160020 北海道の川柳 雑誌 ひぐま 第20号（終刊号） 函館ひぐま川柳社 1931.02.15 同人誌

160021 北海道の川柳 雑誌 川柳漁火 第１号 北海川柳社 1931.05.01 同人誌

160022 北海道の川柳 雑誌 川柳為無可 第１巻第１号 函館川柳社 1931.05.10 同人誌

160023 北海道の川柳 雑誌 川柳濡れつばめ 第２号 根室一川吟社 1933.08.30 同人誌

160024 北海道の川柳 雑誌 潮 第3号 潮吟社 1935.12.01 同人誌

160025 北海道の川柳 雑誌 若柳 第1号 樺太川柳社 1936.02.11 同人誌

160026 北海道の川柳 雑誌 新興川柳誌氷原 再刊号 川柳氷原社 1936.09.15 同人誌

160027 北海道の川柳 雑誌 川柳あさひ 第37輯 旭川川柳社 1940.02.20 同人誌　

160028 北海道の川柳 雑誌 川柳あきあぢ 第5号 根室一川吟社 1941.11.20 同人誌

160029 北海道の川柳 雑誌 衢　 創刊号 衢川柳会 1947.01.20 同人誌



160030 北海道の川柳 雑誌 川柳誌ひぐま 第１号 函館川柳社 1948.03.15 同人誌

160031 北海道の川柳 雑誌 川柳こなゆき 第１巻 川柳粉雪吟社 1948.11.10 同人誌

160032 北海道の川柳 雑誌 川柳はこだて 第１号 函館川柳会 1951.07.15 同人誌

160033 北海道の川柳 雑誌 川柳はこだて 第1巻第1号 函館川柳社 1951.07.15 同人誌

160034 北海道の川柳 雑誌 川柳えぞふじ 第１巻第11号 川柳えぞふじ社 1952 同人誌

160035 北海道の川柳 雑誌 幌内川柳 第１巻第１号 幌内川柳会 1952.01.10 同人誌

160036 北海道の川柳 雑誌 川柳オホーツク 第４４号 北見川柳社 1956.01.10 同人誌

160037 北海道の川柳 雑誌 川柳むろらん 第３号 室蘭川柳社 1958.01 同人誌

160038 北海道の川柳 雑誌 川柳さっぽろ 創刊号 札鉄病院内札幌川柳社 1958.02.15 同人誌

160039 北海道の川柳 雑誌 白柳研究会報 創刊号 札幌川柳社白柳会 1962.09.15 同人誌

160040 北海道の川柳 雑誌 川柳いわみさわ 第１号 岩見沢川柳会 1964.01 同人誌

160041 北海道の川柳 雑誌 漁火 第１号 紋別川柳会 1965.04.15 同人誌 紋別地区紙上川柳大会号

160042 北海道の川柳 雑誌 ゆうぱろ 第18号 夕張川柳社 1967.06.10 同人誌

160043 北海道の川柳 雑誌 川柳道産子 第１号 北海道川柳研究会 1974.04.01 同人誌  　

160044 北海道の川柳 雑誌 川柳花紋 第215号 花紋 1989 同人誌

160045 北海道の川柳 雑誌 道産子 第261号 北海道川柳研究会 1994.12 同人誌　

160046 北海道の川柳 雑誌 川柳北の魚柳 第59号 根本冬魚 1998 同人誌

160047 北海道の川柳 雑誌 川柳あさひ 第712号 旭川川柳社 2005 同人誌 

160048 北海道の川柳 雑誌 川柳江別 第392号 江別川柳会 2005 同人誌

160049 北海道の川柳 雑誌 川柳とままえ 第381号 苫前川柳社 2005 同人誌

160050 北海道の川柳 雑誌 川柳とかち 第362号 十勝川柳社 2005.01 同人誌

160051 北海道の川柳 雑誌 川柳とかち 第363号 十勝川柳社 2005.02 同人誌

160052 北海道の川柳 雑誌 川柳くしろ 第358号 釧路川柳社 2005.03 同人誌

160053 北海道の川柳 雑誌 川柳柳の芽 第293号 岩見沢柳の芽川柳会 2005.07 同人誌

160054 北海道の川柳 雑誌 川柳きたひろ 第174号 北広島川柳会 2005.07.25 同人誌

160055 北海道の川柳 雑誌 川柳のぼりべつ 第393号 登別川柳社 2005.08 同人誌

160056 北海道の川柳 雑誌 川柳さっぽろ 第444号 札幌川柳社 2005.08 同人誌

160057 北海道の川柳 雑誌 川柳そらち 第425号 滝川川柳社 2005.08 同人誌  

160058 北海道の川柳 雑誌 川柳あきあじ 第445号 川柳あきあじ吟社 2005.08.01 同人誌

160059 北海道の川柳 雑誌 川柳そうや 第457号 宗谷川柳社 2005.08.01 同人誌

160060 北海道の川柳 雑誌 川柳オホーツク 第391号 北見川柳社 2005.08.01 同人誌

160061 北海道の川柳 雑誌 川柳こなゆき 小樽川柳社 2005.08.05 同人誌 

160062 北海道の川柳 雑誌 大平原 帯広川柳社 2005.09 同人誌

160063 北海道の川柳 雑誌 川柳しろいし 第518号 白石川柳社 2005.09 同人誌　

160064 北海道の川柳 雑誌 川柳とまこまい 第437号 2005.09 同人誌　　

160065 北海道の川柳 雑誌 川柳花園 第378号 花園句座会報 2005.09 同人誌

160066 北海道の川柳 写真 西村欣童肖像 パネル

160067 北海道の川柳 写真 八ツ橋栄星肖像 パネル

160068 北海道の川柳 写真 鶴彬肖像 パネル

160069 北海道の川柳 写真 高木夢二郎肖像 パネル

160070 北海道の川柳 写真 森田一二肖像 パネル

160071 北海道の川柳 写真 甲野狂水肖像 パネル

160072 北海道の川柳 写真 古田八白子肖像 パネル

160073 北海道の川柳 写真 田中五呂八肖像 パネル

160074 北海道の川柳 写真 鈴木青柳肖像 パネル

160075 北海道の川柳 写真 北村白眼子肖像 パネル

160076 北海道の川柳 写真 亀井花童子肖像 パネル

160077 北海道の川柳 写真 神尾三休肖像 パネル



160078 北海道の川柳 写真 三輪破摩杖肖像 パネル

160079 北海道の川柳 写真 西島○丸肖像 パネル

160080 北海道の川柳 写真 井上剣花坊肖像 パネル

160081 北海道の川柳 写真 斎藤大雄肖像 パネル

160082 北海道の川柳 写真 「新興川柳大会」 1928.09.23 パネル

160083 北海道の川柳 写真 「こなゆき」創刊10周年記念川柳大会 1958.08.10 パネル

160084 北海道の川柳 書画 孤独地蔵花散りぬるを… 川上三太郎 1961

160085 北海道の川柳 図書 句集孤独地蔵 川上三太郎 川柳研究社

160086 北海道の川柳 図書 潮音 伊藤紫朗

160087 北海道の川柳 図書 かかし 山田草人

160088 北海道の川柳 図書 もずの 船津睡蓮

160089 北海道の川柳 図書 久保田伯人遺句集 　回想 久保田伯人

160090 北海道の川柳 図書 一里塚 木村義文

160091 北海道の川柳 図書 新興川柳選集 田中五呂八 川柳氷原社 1925

160092 北海道の川柳 図書 新興川柳論 田中五呂八 川柳氷原社 1928

160093 北海道の川柳 図書 田中五呂八遺句集 古田八白子 川柳氷原社 1938

160094 北海道の川柳 図書 川柳入門 川上三太郎 大文館書店 1960

160095 北海道の川柳 図書 樽 清水冬眠子 小樽川柳社 1965 初代北海道川柳連盟会長

160096 北海道の川柳 図書 葦 沖田いし 札幌川柳社 1973

160097 北海道の川柳 図書 ふるさと 越郷黙朗 川柳あきあじ吟社 1974 第３代北海道川柳連盟会長

160098 北海道の川柳 図書 喜怒哀楽 斎藤大雄 札幌川柳社 1974 第４代北海道川柳連盟会長

160099 北海道の川柳 図書 歓 佐々木信 札幌川柳社 1974

160100 北海道の川柳 図書 みち柳 佐藤てる 札幌川柳社 1974

160101 北海道の川柳 図書 本間紫紅遺句集 本間紫紅 函館川柳社 1974

160102 北海道の川柳 図書 歩み 直江武骨 小樽川柳社 1975

160103 北海道の川柳 図書 雪と炎のうた 坂本幸四郎 たいまつ新書 1977 田中五呂八と鶴彬

160104 北海道の川柳 図書 日常茶飯 小坂竜笑 函館川柳社 1977

160105 北海道の川柳 図書 新版　怠民愚とびある記 藤谷怠民愚 札幌川柳社 1977

160106 北海道の川柳 図書 糸柳 宮本初枝 札幌川柳社 1978

160107 北海道の川柳 図書 眉の位置 桑野晶子 札幌川柳社 1978

160108 北海道の川柳 図書 過疎 吉田操 宗谷川柳社 1978

160109 北海道の川柳 図書 新興川柳選集 一叩人編・渡辺蠖監修 たいまつ社 1978

160110 北海道の川柳 図書 鳳凰　第１集 塩見一釜 たいまつ社 1979 塩見一釜自選集　　現代川柳選

160111 北海道の川柳 図書 有珠 高田光穂 札幌川柳社 1979.01.10

160112 北海道の川柳 図書 かくれんぼ 岡野千代 札幌川柳社 1980

160113 北海道の川柳 図書 軌跡 池永龍生 宗谷川柳社 1980.09.10

160114 北海道の川柳 図書 芙蓉 北出郁子 北海道川柳研究会 1981

160115 北海道の川柳 図書 ちんぐるま 高橋陽子　川嶋ていさ 北海道川柳研究会 1981

160116 北海道の川柳 図書 つづれ織り 土田光江 旭川川柳社 1981

160117 北海道の川柳 図書 川柳句集双柳 澤田好苑　澤田雅子 川柳あきあじ吟社 1982

160118 北海道の川柳 図書 ふ唱ふ随 坪定見　坪哲子 札幌川柳社 1982

160119 北海道の川柳 図書 人間の森 新井笑葉 旭川川柳社 1983.03.30

160120 北海道の川柳 図書 双炎 岡田美智子　大竹千秋 旭川川柳社 1983.05.25

160121 北海道の川柳 図書 冬の地図 北野都史子 札幌川柳社 1984

160122 北海道の川柳 図書 ともしび 前川都女 札幌川柳社 1985

160123 北海道の川柳 図書 花ごよみ 原ひろ子 札幌川柳社 1985

160124 北海道の川柳 図書 葦 佐々木虹夢 北海道川柳研究会 1985

160125 北海道の川柳 図書 彩硝子 高橋貴久 近代文藝社 1985



160126 北海道の川柳 図書 北の相貌　上 細川不凍 北海道川柳研究会 1986

160127 北海道の川柳 図書 風のうつろい 佐々木江久子 北海道川柳研究会 1986

160128 北海道の川柳 図書 風の向き 神林たき 札幌川柳社 1986

160129 北海道の川柳 図書 道 浜中道子 札幌川柳社 1986

160130 北海道の川柳 図書 無限の愛 西岡加代子 西岡幸英 1986

160131 北海道の川柳 図書 北天 岡崎守 室蘭川柳社 1986.10.01

160132 北海道の川柳 図書 花あかり 松岡方子 松岡方子 1987

160133 北海道の川柳 図書 とまり木 千葉益也 三笠川柳会 1989

160134 北海道の川柳 図書 風の戯れ 清水ひさ子 北海道川柳研究会 1989

160135 北海道の川柳 図書 道 佐藤甘太郎 夕張川柳社 1989

160136 北海道の川柳 図書 玉響 中坪青雲 室蘭轍川柳の会 1989

160137 北海道の川柳 図書 あさひばし 中島夢遊 旭川川柳社 1989

160138 北海道の川柳 図書 働き蟻 横山治邦 北海道川柳研究会 1989

160139 北海道の川柳 図書 川上三太郎年譜 川柳研究社 1989

160140 北海道の川柳 図書 本山哲朗句集 本山哲朗 芸風書院 1990 日本現代川柳叢書第３３集

160141 北海道の川柳 図書 車窓の灯り 土江田千治 釧路川柳社 1990

160142 北海道の川柳 図書 進藤一車句集 進藤一車 芸風書院 1991 日本現代川柳叢書第４０集

160143 北海道の川柳 図書 秋ざくら 宮下初峰 私家版 1992

160144 北海道の川柳 図書 みちづれ 秋山菊次　ヒサ 北海道川柳研究会 1992

160145 北海道の川柳 図書 絆 原狂夢 札幌川柳社 1992

160146 北海道の川柳 図書 もがり笛 菊池枕流 北海道川柳研究会 1993

160147 北海道の川柳 図書 車椅子のうた 水間棲魚 水間幸雄 1995

160148 北海道の川柳 図書 ペーパン 諸橋亀楽 諸橋亀次郎 1995

160149 北海道の川柳 短冊 日の出づる 西村欣童

160150 北海道の川柳 短冊 これやこの瑞穂の土の一と握り 木村半文銭

160151 北海道の川柳 短冊 電車で逢ったら髷を結っていた 近藤飴ン坊

160152 北海道の川柳 短冊 からりつと晴れても冬の陽であった

160153 北海道の川柳 短冊 青空の心の裡に星が住み 田中五呂八

160154 北海道の川柳 短冊 人を皆人と思ふと腹が立ち 井上剣花坊

160155 北海道の川柳 短冊 海峡のみどりを割って走る船 登美二

160156 北海道の川柳 短冊 ふもとからぐんぐん秋をぬりそめる みよ子

160157 北海道の川柳 短冊 … 阪井久良岐

160158 北海道の川柳 短冊 歩道橋の上で空をみつけた狼狽者 玄歩

160159 北海道の川柳 短冊 羽衣乃世界放れて春の風 大観

160160 北海道の川柳 短冊 無を包む空の青さに死を溶かし 田中五呂八

160161 北海道の川柳 短冊 貧しくも一人児が殖え春が立ち

160162 北海道の川柳 短冊 親善の道具に白い手がふられ

170001 樺太の文学 原稿 オロッコ族 寒川光太郎 自筆

170002 樺太の文学 原稿 またふたたびの道 李恢成 自筆

170003 樺太の文学 写真 樺太の国境 パネル

170004 樺太の文学 写真 鈴谷平原 パネル

170005 樺太の文学 写真 亜庭丸 パネル

170006 樺太の文学 写真 南サハリン地図 パネル

170007 樺太の文学 写真 樺太地図 パネル　「日本地図大全10」より

170008 樺太の文学 図書 思ひ出すままに 正宗白鳥 人文書院 1938 「北遊記」所収。昭和10年に来道、樺太まで行き「北遊記」を残した。

170009 樺太の文学 図書 中央高地 宮内寒弥 砂子屋書房 1938 樺太が舞台の「中央高地」「白い焔」所収

170010 樺太の文学 図書 サガレン風土記 寒川光太郎 大日本雄弁会講談社 1941

170011 樺太の文学 図書 草人 寒川光太郎 中央公論社 1941 樺太が舞台の「草人」「樺太紀行」他５編所収



170012 樺太の文学 図書 またふたたびの道 李恢成 講談社 1969 敗戦後樺太から引き揚げた日本に住みついた朝鮮人一家の姿を描いた作品

170013 樺太の文学 図書 天北原野　上 三浦綾子 朝日新聞社 1976

170014 樺太の文学 図書 天北原野　下 三浦綾子 朝日新聞社 1976

170015 樺太の文学 図書 サハリンへの旅 李恢成 講談社 1983 樺太真岡町生まれの作者が30年ぶりに訪れた際のサハリン紀行

170016 樺太の文学 図書 流れのほとり 神沢利子 福音館書店 1988 作者が過ごした樺太での少女時代を描いた作品

170017 樺太の文学 図書 新サハリン紀行 工藤正広 風媒社 1990

170018 樺太の文学 図書 丁半国境 西木正明 文藝春秋 1993

170019 樺太の文学 図書 樺太文学の旅　上 木原直彦 共同文化社 1994

170020 樺太の文学 図書 樺太文学の旅　下 木原直彦 共同文化社 1994

180001 千島の文学 図書 濤　上・下巻 綱淵謙錠 河出書房新社 1979 北千島の占守島の開拓にあたった郡司大尉ら報効義会を描いた作品

180002 千島の文学 図書 開拓者郡司大尉 寺島柾史 鶴書房 1942

180003 千島の文学 図書 占守島に生きた一庶民の記録　わが北千島記 別所二郎蔵 講談社 1977

180004 千島の文学 図書 北の墓標 夏堀正元 文藝春秋 1975

180005 千島の文学 図書 北に燃える 夏堀正元 講談社 1975 郡司大尉の北千島探険隊から脱走した川野一馬を主人公に描く長編小説

180006 千島の文学 図書 北天の星　上・下巻 吉村昭 講談社 1975 エトロフ島を皮切りに、北方を舞台にした作品

180007 千島の文学 図書 択捉海峡 畑山博 文藝春秋 1993 「文學界」に昭和６３年３月号から平成３年８月号まで不定期連載

180008 千島の文学 図書 幻のオホーツク共和国 畑山博 学習研究社 1984

180009 千島の文学 図書 千嶋丸 大鹿卓 人文書院 1939 千島・樺太が舞台の作品　「福壽草」「千島丸」他５編所収

180010 千島の文学 図書 オホーツク諜報船 西木正明 角川書店 1980

180011 千島の文学 図書 エトロフ発緊急電 佐々木譲 新潮社 1989

180012 千島の文学 原稿 北の墓標 夏堀正元 自筆

180013 千島の文学 原稿 北天の星 吉村昭 自筆

180014 千島の文学 写真 紗那市街 パネル

180015 千島の文学 写真 ちやちやぬぷり パネル

180016 千島の文学 写真 留別 パネル

180017 千島の文学 写真 別飛川漁場 パネル

180018 千島の文学 写真 千島地図 パネル

190001 作家達の自筆原稿 原稿 どこで何をするか 阿部知二 自筆

190002 作家達の自筆原稿 原稿 日常性の告発―「もしも」文学としてのＳＦ― 荒巻義雄 自筆

190003 作家達の自筆原稿 原稿 札幌の懐古 石上玄一郎 自筆

190004 作家達の自筆原稿 原稿 冬ごもり 石坂洋次郎 自筆

190005 作家達の自筆原稿 原稿 ふるさとの山 石森延男 自筆

190006 作家達の自筆原稿 原稿 意義ある難事業 伊藤整 自筆

190007 作家達の自筆原稿 原稿 雷電 尾崎士郎 自筆

190008 作家達の自筆原稿 原稿 北海道と私 遠藤周作 自筆

190009 作家達の自筆原稿 原稿 夢の壁 加藤幸子 自筆　　新潮１９８２年（昭和５７）９月号発表、第８８回芥川賞受賞作品

190010 作家達の自筆原稿 原稿 小松伸六 自筆　　「高橋揆一郎さんが芥川賞を受けたとき・・・」

190011 作家達の自筆原稿 原稿 寒川光太郎 自筆　　「歴史を調べていると、国民の七八パーセントという・・・」

190012 作家達の自筆原稿 原稿 摩周湖 更科源蔵 自筆

190013 作家達の自筆原稿 原稿 虹 沢野久雄 自筆

190014 作家達の自筆原稿 原稿 （道文学館によせて）天の声也 竹内てるよ 自筆

190015 作家達の自筆原稿 原稿 脱卻の歌 高村光太郎 自筆

190016 作家達の自筆原稿 原稿 蝮のすゑ 武田泰淳 自筆

190017 作家達の自筆原稿 原稿 武林無想庵 自筆

190018 作家達の自筆原稿 原稿 観音力疾走 高橋揆一郎 自筆　　第１１回北海道新聞文学賞受賞、芥川賞候補作品

190019 作家達の自筆原稿 原稿 作者の言葉 壇一雄 自筆

190020 作家達の自筆原稿 原稿 作者の言葉 永井龍男 自筆

190021 作家達の自筆原稿 原稿 女のマンウォッチング 藤堂志津子 自筆



190022 作家達の自筆原稿 原稿 故郷への使い　帰郷者の感想 西野辰吉 自筆

190023 作家達の自筆原稿 原稿 欲望の河　作者の言葉 丹羽文雄 自筆

190024 作家達の自筆原稿 原稿 風の砦（２） 原田康子 自筆

190025 作家達の自筆原稿 原稿 お登勢（２） 船山馨 自筆

190026 作家達の自筆原稿 原稿 赤い帽子 三浦綾子 自筆

190027 作家達の自筆原稿 原稿 河口 八木義徳 自筆

190028 作家達の自筆原稿 原稿 吉村昭 自筆　　「江戸時代末期に北海道は、訪れる人々によって・・・」

190029 作家達の自筆原稿 原稿 またふたたびの道 李恢成 自筆

190030 作家達の自筆原稿 原稿 「リラ冷えの街」を書き終えて 渡辺淳一 自筆

190031 作家達の自筆原稿 原稿 同人誌展望 和田謹吾 自筆

190032 作家達の自筆原稿 原稿 漢方医のこと 和田芳恵 自筆

190033 作家達の自筆原稿 原稿 森田たま 自筆

200001 読書コーナー 雑誌 アカシヤ 第138号 アカシヤ俳句会 1947.01.14

200002 読書コーナー 雑誌 アカシヤ 第30巻第2号 アカシヤ俳句会 1975.02.28

200003 読書コーナー 雑誌 アカシヤ 第37巻第1号 アカシヤ俳句会 1982.01.25

200004 読書コーナー 雑誌 アカシヤ 第37巻第2号 アカシヤ俳句会 1982.02.25

200005 読書コーナー 雑誌 アカシヤ 第41巻第7号 アカシヤ俳句会 1986.07.25

200006 読書コーナー 雑誌 アカシヤ 第43巻第1号 アカシヤ俳句会 1988.01.01

200007 読書コーナー 雑誌 アカシヤ 第43巻第7号 アカシヤ俳句会 1988.07.01

200008 読書コーナー 雑誌 アカシヤ 第44巻第1号 アカシヤ俳句会 1989.01.01

200009 読書コーナー 雑誌 アカシヤ 第47巻第1号 アカシヤ俳句会 1992.01.01

200010 読書コーナー 雑誌 アカシヤ 第48巻第7号 アカシヤ俳句会 1993.07.01

200011 読書コーナー 雑誌 アカシヤ 第50巻第8号 アカシヤ俳句会 1995.08.01

200012 読書コーナー 雑誌 アカシヤ　1月号 第45巻第7号 アカシヤ俳句会 1990.07.01

200013 読書コーナー 雑誌 コックリ会誌

200014 読書コーナー 雑誌 葦牙 第432号（第28巻第5号） 葦牙吟社 1965.05.01

200015 読書コーナー 雑誌 葦牙 第454号（第30巻3号） 葦牙吟社 1967.03.01

200016 読書コーナー 雑誌 葦牙 第481号（第32巻第6号） 葦牙俳句会 1969.06.01

200017 読書コーナー 雑誌 葦牙 第490号（第33巻第3号） 葦牙吟社 1970.03.01

200018 読書コーナー 雑誌 葦牙 第485号（第45巻第9号） 葦牙俳句会 1971.09.01

200019 読書コーナー 雑誌 葦牙 第491号（第45巻第3号） 葦牙吟社 1972.03.01

200020 読書コーナー 雑誌 葦牙 第527号（第49巻1号） 葦牙吟会 1975.01.01

200021 読書コーナー 雑誌 葦牙 第52巻1号通巻563号 葦牙俳句会 1978.01.01

200022 読書コーナー 雑誌 葦牙 第659号（第60巻第1号） 葦牙俳句会 1986.01.01

200023 読書コーナー 雑誌 葦牙　600号記念総集 第600号 葦牙吟社 1981.10.20

200024 読書コーナー 雑誌 位置 第7号 「位置」の会 1966.01.25

200025 読書コーナー 雑誌 位置 第8号 「位置」の会 1967.10.10

200026 読書コーナー 雑誌 宇波百合 第11号(第5巻第1号) 宇波百合短歌会 1975.10.15

200027 読書コーナー 雑誌 宇波百合 第12号(第5巻第2号) 宇波百合短歌会 1976.02.25

200028 読書コーナー 雑誌 宇波百合 第13号(第6巻第1号) 宇波百合短歌会 1976.08.01

200029 読書コーナー 雑誌 宇波百合 第40号（第12巻第4号） 宇波百合短歌会 1983.03.25

200030 読書コーナー 雑誌 宇波百合 第41号（第13巻第1号） 宇波百合短歌会 1983.06.25

200031 読書コーナー 雑誌 宇波百合 第42号（第13巻第2号） 宇波百合短歌会 1983.07.25

200032 読書コーナー 雑誌 宇波百合 第100年号記念 第100号 宇波百合短歌会 1995.10.25

200033 読書コーナー 雑誌 原始林 第11巻第8号 原始林社 1956.08.01 8月号

200034 読書コーナー 雑誌 原始林 第12巻第1号 原始林社 1957.01.01

200035 読書コーナー 雑誌 原始林 第13巻第4号 原始林社 1958.04.01

200036 読書コーナー 雑誌 原始林 第14巻第10号 原始林社 1959.10.01



200037 読書コーナー 雑誌 原始林 第15巻第7号 原始林社 1960.07.01 7月号

200038 読書コーナー 雑誌 原始林 第45巻第1号 原始林社 1990.01.01

200039 読書コーナー 雑誌 原始林 第57巻第5号 原始林社 2002.05.01 5月号

200040 読書コーナー 雑誌 原始林 1月号 第28巻第1号 原始林社 1973.01.01

200041 読書コーナー 雑誌 原始林　1月号 第44巻第1号 原始林社 1989.01.01

200042 読書コーナー 雑誌 原始林　3月号 第21巻第3号 原始林社 1966.03.01

200043 読書コーナー 雑誌 札幌文化年鑑  '65 札幌文化団体協議会 1966.03.27

200044 読書コーナー 雑誌 札幌文化年鑑  '66 札幌文化団体協議会 1967.03.31

200045 読書コーナー 雑誌 札幌文化年鑑  '67 札幌文化団体協議会 1968.03.30

200046 読書コーナー 雑誌 札幌文化年鑑  '68 札幌文化団体協議会 1969.03.31

200047 読書コーナー 雑誌 屍となって現われる 第35号 日疋信　冬子 2005.09.29

200048 読書コーナー 雑誌 新凍土 第1号 新凍土短歌会 1966.03.01

200049 読書コーナー 雑誌 新凍土 16号 新凍土短歌会 1972.03.31

200050 読書コーナー 雑誌 新凍土 第24号 新凍土短歌会 1974.04.01

200051 読書コーナー 雑誌 新凍土 第31号 新凍土短歌会 1976.01.31

200052 読書コーナー 雑誌 新凍土 第72号 新凍土短歌会 1986.04.30

200053 読書コーナー 雑誌 新凍土 第91号 新凍土短歌会 1991.01.25

200054 読書コーナー 雑誌 雪華 第1巻第1号 雪華社 1978.01.01

200055 読書コーナー 雑誌 雪華 第3巻第1号 雪華社 1980.01.01

200056 読書コーナー 雑誌 雪華 第6巻第1号 雪華社 1983.01.01

200057 読書コーナー 雑誌 雪華 第11巻第1号 雪華社 1985.01.01

200058 読書コーナー 雑誌 雪華 第8巻第1号 雪華社 1987.06.20

200059 読書コーナー 雑誌 雪華 第10巻第1号 雪華社 1987.07.01

200060 読書コーナー 雑誌 雪華 第10巻第8号 雪華社 1987.08.01

200061 読書コーナー 雑誌 雪華 第11巻第7号 雪華社 1988.01.01

200062 読書コーナー 雑誌 雪華 第11巻第8号 雪華社 1988.06.20

200063 読書コーナー 雑誌 短歌雑誌　新墾 第28巻5号 新墾発行所 1958.05.01

200064 読書コーナー 雑誌 短歌雑誌　新墾 第31巻1号 新墾発行所 1961.01.01

200065 読書コーナー 雑誌 短歌雑誌　新墾 第32巻1号 新墾発行所 1962.01.01

200066 読書コーナー 雑誌 短歌雑誌　新墾 第35巻1号 新墾発行所 1965.01.01

200067 読書コーナー 雑誌 短歌雑誌　新墾 第40巻1号 新墾発行所 1970.11.01

200068 読書コーナー 雑誌 短歌雑誌　新墾 第59巻第1号 新墾発行所 1989.01.01

200069 読書コーナー 雑誌 短歌雑誌　北方短歌 第307号 北方短歌社 1974.03.10

200070 読書コーナー 雑誌 短歌雑誌　北方短歌 第473号 北方短歌社 1988.01.01

200071 読書コーナー 雑誌 短歌雑誌　北方短歌 第544号 北方短歌社 1993.12.10

200072 読書コーナー 雑誌 短歌雑誌　北方短歌 第559号 北方短歌社 1995.03.10

200073 読書コーナー 雑誌 短歌雑誌　北方短歌 創刊三十周年記念 第444号 北方短歌社 1985.08.10

200074 読書コーナー 雑誌 潮 第27巻第1号 潮短歌会 1975.02.20

200075 読書コーナー 雑誌 潮 第30巻第4号 潮短歌会 1978.12.20

200076 読書コーナー 雑誌 潮 第35巻第2号 潮短歌会 1983.09.01

200077 読書コーナー 雑誌 潮 第42巻第1号 潮短歌会 1990.01.01

200078 読書コーナー 雑誌 潮 第49巻第1号 潮短歌会 1997.07.01

200079 読書コーナー 雑誌 潮 第50巻第1号 潮短歌会 1998.01.01

200080 読書コーナー 雑誌 凍土 第23号 凍土短歌会 1960.06.05

200081 読書コーナー 雑誌 凍土 第30号 凍土短歌会 1962.03.01

200082 読書コーナー 雑誌 凍土　創刊号 第1号 凍土短歌会 1962.04.05

200083 読書コーナー 雑誌 凍土　特集号 第41号 凍土短歌会 1965.10.25

200084 読書コーナー 雑誌 道 第61号 道の会 1972.07.01



200085 読書コーナー 雑誌 道 第78号（第17巻第12号） 道の会 1973.02.01

200086 読書コーナー 雑誌 年刊歌集宇波百合 第13集 宇波百合短歌会 1980.07.01

200087 読書コーナー 雑誌 俳誌　北の雲 第21号 北の雲社 1972.02.25

200088 読書コーナー 雑誌 俳誌　北の雲 第73号 北の雲社 1973.02.20

200089 読書コーナー 雑誌 俳誌　北の雲 第38号 北の雲社 1974.02.15

200090 読書コーナー 雑誌 俳誌　北の雲 第53号 北の雲社 1976.02.20

200091 読書コーナー 雑誌 俳誌　北の雲 通巻100号 北の雲社 1980.09.20

200092 読書コーナー 雑誌 俳誌　北の雲 第124号 北の雲社 1982.10.20

200093 読書コーナー 雑誌 俳誌　北の雲 第138号 北の雲社 1984.02.20

200094 読書コーナー 雑誌 俳誌　北の雲 第166号 北の雲社 1986.09.20

200095 読書コーナー 雑誌 北海道アララギ 第12巻第3号 北海道アララギ発行所 1967.03.01

200096 読書コーナー 雑誌 北海道アララギ 第12巻第4号 北海道アララギ発行所 1967.04.01

200097 読書コーナー 雑誌 北海道アララギ 第12巻第5号 北海道アララギ発行所 1967.05.01

200098 読書コーナー 雑誌 北海道アララギ 第14巻第1号 北海道アララギ発行所 1969.01.01

200099 読書コーナー 雑誌 北海道アララギ 第15巻第1号 北海道アララギ発行所 1970.01.01

200100 読書コーナー 雑誌 北海道アララギ 第16巻第1号 北海道アララギ発行所 1971.01.01

200101 読書コーナー 雑誌 北海道アララギ 第17巻第1号 北海道アララギ発行所 1972.01.01

200102 読書コーナー 雑誌 北海道アララギ 第66巻第1号 北海道アララギ発行所 1973.01.01

200103 読書コーナー 雑誌 北海道アララギ 第19巻第1号 北海道アララギ発行所 1974.01.01

200104 読書コーナー 雑誌 北海道アララギ 第20巻第1号 北海道アララギ発行所 1975.01.01

200105 読書コーナー 雑誌 北海道アララギ 第22巻第6号 北海道アララギ発行所 1977.06.01

200106 読書コーナー 雑誌 北海道アララギ 第22巻第7号 北海道アララギ発行所 1977.07.01

200107 読書コーナー 雑誌 北海道アララギ 第25巻第1号 北海道アララギ発行所 1980.01.01

200108 読書コーナー 雑誌 北海道アララギ 第66巻第1号 北海道アララギ発行所 1982.01.01

200109 読書コーナー 雑誌 北海道アララギ 第28巻第1号 北海道アララギ発行所 1983.01.01

200110 読書コーナー 雑誌 北海道アララギ 第29巻第1号 北海道アララギ発行所 1984.01.01

200111 読書コーナー 雑誌 北海道アララギ 第30巻第1号 北海道アララギ発行所 1985.01.01

200112 読書コーナー 雑誌 北海道アララギ 第38巻第1号 北海道アララギ発行所 1993.01.01

200113 読書コーナー 雑誌 北海道文学館のあゆみ　道立文学館会館10周年によせて 「北海道文学館のあゆみ」編集刊行委員会 2005.11

200114 読書コーナー 雑誌 北海文学 第47号 北海文学同人会 1975.10.01

200115 読書コーナー 雑誌 北海文学 第92号 北海文学同人会 2002.09

200116 読書コーナー 雑誌 北海文学　創刊50周年記念誌 北海文学同人会 2002.10.08

200117 読書コーナー 雑誌 北方文芸 第50号（第5巻第3号） 北方文芸 1972.03.01

200118 読書コーナー 雑誌 北方文芸 第150号（第13巻第7号） 北方文芸 1975.07.01

200119 読書コーナー 雑誌 北方文芸 第100号（第9巻第5号） 北方文芸 1976.05.01

200120 読書コーナー 雑誌 北方文芸 第200号（第17巻第9号） 北方文芸 1984.09.01

200121 読書コーナー 雑誌 北方文藝 第21巻第250号 北方文藝刊行会 1988.11.01

200122 読書コーナー 雑誌 粒 第7号 粒俳句会 1967.05.20

200123 読書コーナー 雑誌 粒 第29号 粒俳句会 1974.08.15

200124 読書コーナー 雑誌 粒 第31号 粒俳句会 1975.07.01

200125 読書コーナー 雑誌 粒 第36号 粒俳句会 1977.04.01

200126 読書コーナー 雑誌 粒 第43号 粒俳句会 1979.07.10

200127 読書コーナー 雑誌 壺 第15巻第4号 壺発行所 1974.04.05

200128 読書コーナー 雑誌 壺 第16巻第10号通巻154号 壺発行所 1975.10.05

200129 読書コーナー 雑誌 壺 第155号（第16巻第11号） 壺発行所 1975.11.05

200130 読書コーナー 雑誌 壺 第167号（第17巻第11号） 壺発行所 1976.11.05

200131 読書コーナー 雑誌 壺 第168号（第17巻第12号） 壺発行所 1976.12.05

200132 読書コーナー 雑誌 壺 第25巻第10号通巻250号 壺発行所 1978.10.05



200133 読書コーナー 雑誌 壺 第274号（第27巻第10号） 壺発行所 1985.10.05

200134 読書コーナー 雑誌 壺 第291号（第29巻第3号） 壺発行所 1987.03.05

200135 読書コーナー 雑誌 潭 創刊号 潭の会 1973.06.01

200136 読書コーナー 雑誌 潭 第8号 潭の会 1975.09.25

200137 読書コーナー 雑誌 潭 第26号 潭の会 1981.06.30

200138 読書コーナー 図書 昭和名作選集　贋修道院 深田　久彌 新潮社 1939.12.08

200139 読書コーナー 図書 石狩川 本庄　陸男 大観堂書店 1939.05.03

200140 読書コーナー 図書 生ける地 早川　三代治 協和印刷合資会社 1944.08.15

200141 読書コーナー 図書 人間失格 太宰　治 筑摩書房 1948.12.25

200142 読書コーナー 図書 甕天 眞崎　晋吾 北鳴社 1950.02.20

200143 読書コーナー 図書 北海道文学代表作選集１ 北海道文学者懇話会　編 川崎書店新社 1956.11.03

200144 読書コーナー 図書 長篇小説　挽歌 原田　康子 東都書房 1957.07.05

200145 読書コーナー 図書 きもの随筆 森田　たま 文藝春秋新社 1958.03.20

200146 読書コーナー 図書 朝の食卓 宇野　親美 みやま書房 1959.06.20

200147 読書コーナー 図書 絹の随筆 森田　たま 講談社 1961.02.19

200148 読書コーナー 図書 本庄陸男遺稿集 本庄陸男　著/本庄陸男遺稿集刊行会　編 北書房 1964.07.10

200149 読書コーナー 図書 風土のなかの文学　北書房版 和田　謹吾 北書房 1965.12.10

200150 読書コーナー 図書 伊藤整の世界 亀井　秀雄 講談社 1969.12.12

200151 読書コーナー 図書 伽■子のために 李　恢成 新潮社 1970.12.10

200152 読書コーナー 図書 北方論　北緯４０度圏の思想 中野　美代子 新時代社 1972.11.10

200153 読書コーナー 図書 太陽叩き 中沢　茂 北方文芸刊行会 1973.10.20

200154 読書コーナー 図書 ロマン　　のぼり窯 久保　栄 三陽印刷株式会社 1973.09.23

200155 読書コーナー 図書 さい果て 津村　節子 筑摩書房 1974.02.25

200156 読書コーナー 図書 若き日の伊藤整 武井　静夫 冬樹社 1974.05.10

200157 読書コーナー 図書 自然の記録シリーズ　昭和新山物語　火山と私との一生 三松　正夫 誠文堂新光社 1974.08.30

200158 読書コーナー 図書 長谷川四郎の自由時間 長谷川　四郎 土曜美術社 1975.05.15

200159 読書コーナー 図書 海に生くる人々 葉山　嘉樹 新日本出版社 1975.08.15

200160 読書コーナー 図書 海鳴りの街 夏堀　正元 講談社 1976.04.08

200161 読書コーナー 図書 北海道新鋭小説集　１９７６ 北海道新聞社　編 北海道新聞社 1976.06.17

200162 読書コーナー 図書 北帰行 外岡　秀俊 河出書房新社 1977.10.20

200163 読書コーナー 図書 本庄陸男・オホーツクの頃　－オホーツク新書1ー 本庄　陸男/松田　貞夫 オホーツク新書刊行会 1977.10.23

200164 読書コーナー 図書 雪の断章 佐々木　丸美 講談社 1977.01.24

200165 読書コーナー 図書 北海道新鋭小説集　１９７７ 北海道新聞社　編 北海道新聞社 1977.07.20

200166 読書コーナー 図書 続　氷点（下） 三浦　綾子 朝日新聞社 1978.10.03

200167 読書コーナー 図書 続　お登勢 船山　馨 毎日新聞社 1978.11.20

200168 読書コーナー 図書 小樽文學館叢書（１）　小田觀螢の想出 小田　重子 小樽文学館設立期成会事務局 1978.11.03

200169 読書コーナー 図書 小田觀螢の想出 小樽文学館設立期成会 1978.11.03

200170 読書コーナー 図書 空気頭・欣求浄土 藤枝　静男 講談社 1978.03.15

200171 読書コーナー 図書 海明け 八木　義德 河出書房新社 1978.04.28

200172 読書コーナー 図書 "いま、海は凪ぎ 〟 三国洋子短篇集 三国　洋子 北書房 1978.05.10

200173 読書コーナー 図書 氷点（上） 三浦　綾子 朝日新聞社 1978.05.20

200174 読書コーナー 図書 北海道新鋭小説集　１９７８ 北海道新聞社　編 北海道新聞社 1978.07.27

200175 読書コーナー 図書 リラ冷えの街 渡辺　淳一 新潮社 1978.09.25

200176 読書コーナー 図書 白い土地の人々 澤田　誠一 構想社 1979.11.16

200177 読書コーナー 図書 北海道文学地図 北海道文学館　編 北海道新聞社 1979.02.15

200178 読書コーナー 図書 証人台/第１部　火と光と旗を かなまる　よしあき 噴火湾社 1979.05.10

200179 読書コーナー 図書 証人台/第2部　わが虹は時に立てども かなまる　よしあき 噴火湾社 1979.05.10

200180 読書コーナー 図書 船山 馨小説全集　第８巻　　お登勢 船山　馨 河出書房新社 1979.05.10



200181 読書コーナー 図書 有島武郎・姿勢と軌跡 山田　昭夫 右文書院 1979.07.30

200182 読書コーナー 図書 北海道新鋭小説集　１９７９ 北海道新聞社　編 北海道新聞社 1979.07.05

200183 読書コーナー 図書 人間同志に候らえば 三好　文夫 富士製本株式会社 1979.08.31

200184 読書コーナー 図書 恋人たちの時刻 寺久保　友哉 新潮社 1979.09.05

200185 読書コーナー 図書 ポロヌイ峠 上西　晴治 風涛社 1980.06.30

200186 読書コーナー 図書 じゃがいもの花 林　白言 北海道新聞社 1980.07.16

200187 読書コーナー 図書 北海道新鋭小説集　１９８０ 北海道新聞社　編 北海道新聞社 1980.09.10

200188 読書コーナー 図書 風の向こうからの声 菅原　政雄 檸檬社 1981.02.25

200189 読書コーナー 図書 北海道新鋭小説集　１９８２ 北海道新聞社　編 北海道新聞社 1982.09.05

200190 読書コーナー 図書 父母の原野 更科　源蔵 偕成社 1983.02

200191 読書コーナー 図書 風の砦（上） 原田　康子 新潮社 1983.06.25

200192 読書コーナー 図書 風の砦（下） 原田　康子 新潮社 1983.06.25

200193 読書コーナー 図書 光る女 小檜山　博 集英社 1983.07.10

200194 読書コーナー 図書 シマレ ガンバレ キャンパス人脈（旧制旭川中学編） 北海タイムス社　編 北海タイムス社 1983.09.25

200195 読書コーナー 図書 少年たちの原野 更科　源蔵 偕成社 1984.10

200196 読書コーナー 図書 夜界 土居　良一 河出書房新社 1984.12.20

200197 読書コーナー 図書 朔北の戦い 譲原　昌子 同成社 1985.11.14

200198 読書コーナー 図書 アイヌの里　二風谷に生きて 萱野　茂 北海道新聞社 1987.04.25

200199 読書コーナー 図書 別れぬ理由 渡辺　淳一 新潮社 1987.05.25

200200 読書コーナー 図書 北のソネット 三木　澄子 オホーツク書房 1987.08.01

200201 読書コーナー 図書 マドンナのごとく 藤堂　志津子 講談社 1988.05.15

200202 読書コーナー 図書 オホーツクの女　本山節彌戯曲集Ⅱ 本山　節彌 北海道教育社 1989.10.25

200203 読書コーナー 図書 犬の鑑札 朴　重鎬 河出書房新社 1989.03.10

200204 読書コーナー 図書 中谷宇吉郎随筆集 樋口　敬二 岩波書店 1990.04.25

200205 読書コーナー 図書 海炭市叙景 佐藤　泰志 集英社 1991.12.20

200206 読書コーナー 図書 北風の匂い 朝倉　賢 株式会社北海タイムス社 1991.12.21

200207 読書コーナー 図書 五稜郭残党伝 佐々木　譲 集英社 1991.01.25

200208 読書コーナー 図書 あの人と呼びたい 山本　由美子 講談社 1991.04.10

200209 読書コーナー 図書 いっぱしの女 氷室　冴子 筑摩書房 1992.05.08

200210 読書コーナー 図書 母 三浦　綾子 角川書店 1992.06.10

200211 読書コーナー 図書 サハリンの声 川辺　為三 講談社 1992.06.25

200212 読書コーナー 図書 夏の猫と贈りもの 谷村　志穂 東京書籍株式会社 1993.01.11

200213 読書コーナー 図書 凍裂（上） 鎌田　純一 構想社 1995.02.20

200214 読書コーナー 図書 凍裂（下） 鎌田　純一 構想社 1995.02.20

200215 読書コーナー 図書 魔の国アンヌピウカ 久間　十義 新潮社 1996.03.15

200216 読書コーナー 図書 闇の力 佐野　良二 講想社 1996.06.25

200217 読書コーナー 図書 海峡の光 辻　仁成 新潮社 1997.03.05

200218 読書コーナー 図書 捨て子ごっこ 永山　則夫 河出書房新社 1997.09.25

200219 読書コーナー 図書 鬼の橋 伊藤　遊 福音館書店 1998.10.15

200220 読書コーナー 図書 残響 田中　和夫 サッポロビール　 1998.07.20

200221 読書コーナー 図書 知床丸太小屋日記 立松　和平 講談社 1999.09.15

200222 読書コーナー 図書 われは蝸牛に似て 八木　義德 作品社 2000.01.15

200223 読書コーナー 図書 百合祭 桃谷　方子 講談社 2000.01.22

200224 読書コーナー 図書 評伝　三浦綾子－ある魂の軌跡 高橋  斗志美 旭川振興公社 2001.10.01

200225 読書コーナー 図書 長編時代小説　おぅねぇすてぃ 宇江佐　真理 祥伝社 2001.11.05

200226 読書コーナー 図書 将棋の子 大崎　善生 講談社 2001.07.19

200227 読書コーナー 図書 海明け 蜂谷　涼 講談社 2001.08.10

200228 読書コーナー 図書 小松茂短編集　金魚鉢のある部屋 小松　茂 小松　茂 2002.11.09



200229 読書コーナー 図書 猛スピードで母は 長嶋　有 文藝春秋 2002.03.10

200230 読書コーナー 図書 家なんか建てなきゃよかった 見延  典子 講談社 2003.10.27

210001 検索コーナー データベース 訪ねてみたい北海道の文学碑

220001 新聞コーナー 切り抜き 旅のライブラリー（52回） 北海道新聞社 1979

220002 新聞コーナー 切り抜き 新きた紀行（13回） 北海道新聞社 1987

220003 新聞コーナー 切り抜き ミステリーの風景（10回） 北海道新聞社 1993~1994

220004 新聞コーナー 切り抜き 北海道小説のある風景 北海道新聞社


