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凡 例 

 
１．今般、小樽多喜二祭実行委員会委員長より、本学の卒業生であ

る小林多喜二の個人蔵書 93 点（和書 90 冊、和雑誌 3 種）、家族

の蔵書 100 点（和書 79 冊、和雑誌 21 種）、その他 11 点（写真

アルバム他）について、本学への寄託を受けたことに伴い寄託

図書目録を整備した。 

 

２．図書の分類は、多喜二蔵書を寄託図書目録 A、家族蔵書を寄託

図書目録 B、その他を寄託図書目録 C とした。 

 

３．図書の配列については、タイトルの五十音順とした。 

 

４．図書は、特殊資料室に寄託図書目録掲載順のとおり配架した。 

 

５．その他 

図書に付いている付箋は、書き込み等の印がある頁を指してい

る。 
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小林多喜二蔵書寄託図書目録A (多喜二蔵書分）

NO. 書誌事項 巻冊次 資料番号

1
赤い恋 / コロンタイ著 ; 松尾四郎訳. -- 世界社, 1927.

009006491

2
革命の陣頭に起ちて : 或ボルシエビキの記録 / ピアトニツキー著 ; 青木俊
三譯. -- 共生閣, 1928.10. 009006492

3
近代劇全集. -- 1 - 30. -- 第一書房, 1927-.

1 009006493

4
近代劇全集. -- 1 - 30. -- 第一書房, 1927-.

11 009006494

5
近代劇全集. -- 1 - 30. -- 第一書房, 1927-.

12 009006495

6
近代劇全集. -- 1 - 30. -- 第一書房, 1927-.

14 009006496

7
近代劇全集. -- 1 - 30. -- 第一書房, 1927-.

25 009006497

8
近代劇全集. -- 31 - 総目録. -- 第一書房, 1927-.

41 009006498

9
近代劇大系. -- 第1巻 北欧篇 1 - 第16巻 支那及露西亜篇. -- 近代劇大
系刊行会, 1923-1924. 第2巻 北欧篇 2 009006499

10
近代劇大系. -- 第1巻 北欧篇 1 - 第16巻 支那及露西亜篇. -- 近代劇大
系刊行会, 1923-1924. 第5巻 独墺篇 1 009006500

11
近代劇大系. -- 第1巻 北欧篇 1 - 第16巻 支那及露西亜篇. -- 近代劇大
系刊行会, 1923-1924. 第12巻 仏及南欧篇 3 009006501

12
近代劇大系. -- 第1巻 北欧篇 1 - 第16巻 支那及露西亜篇. -- 近代劇大
系刊行会, 1923-1924. 第13巻 露西亜篇 1 009006502

13
経済学講義. -- 同文館, 1925. -- (経済学全集 ; 第1集).

009006503

14
經濟原論 : 河上博士講逑. -- 大正十二年度. -- [出版者不明], [1923].

大正十二年度 009006504

15
藝術に關する走り書的覺え書 / 中野重治著. -- 改造社, 1929.9.

009006505

16
泉鏡花篇. -- 新潮社, 1930. -- (現代長篇小説全集 ; 第14).

009006506

17
明治開化期文學集. -- [並装版], [布装版]. -- 改造社, 1931.1. -- (現代日
本文學全集 ; 第1篇). 009006507

18
坪内逍遙集. -- [並装版], [布装版]. -- 改造社, 1929. -- (現代日本文學全
集 ; 第2篇). 009006508

19
徳富蘇峰集 / 徳富蘇峰著. -- : [並装版], : [布装版]. -- 改造社, 1930.8. --
(現代日本文學全集 ; 第4篇). 009006509

20
三宅雪嶺集 / 三宅雪嶺著. -- [並装版], [布装版]. -- 改造社, 1931.1. --
(現代日本文學全集 ; 第5篇). 009006510

21
尾崎紅葉集. -- 改造社, 1926. -- (現代日本文學全集 ; 第6篇).

009006511

22
廣津柳浪集 / 廣津柳浪著 . 川上眉山集 / 川上眉山著 . 齋藤緑雨集 / 齋
藤緑雨著. -- [並装版], [布装版]. -- 改造社, 1929.3. -- (現代日本文學全
集 第 篇)

009006512

23
幸田露伴集. -- [並装版], [布装版]. -- 改造社, 1927.12. -- (現代日本文學
全集 ; 第8編). 009006513

24
正岡子規集. -- [並装版], [布装版]. -- 改造社, 1928.5. -- (現代日本文學
全集 ; 第11篇). 009006514

25
徳富蘆花集 / 徳富健次郎著. -- : [並装版], : [布装版]. -- 改造社,
1927.10. -- (現代日本文學全集 ; 第12篇). 009006515

26
高山樗牛集 ; 姉崎嘲風集 ; 笹川臨風集. -- [並装版], [布装版]. -- 改造社,
1928.12. -- (現代日本文學全集 ; 第13篇). 009006516

27
夏目漱石集. -- 改造社, 1927. -- (現代日本文學全集 ; 第19編).

009006517
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小林多喜二蔵書寄託図書目録A (多喜二蔵書分）

NO. 書誌事項 巻冊次 資料番号

28
上田敏集 / [上田敏著] . 厨川白村集 / [厨川白村著] . 阿部次郎集 / 阿部
次郎著. -- : [並装版], : [布装版]. -- 改造社, 1929.12. -- (現代日本文學全
集 第 篇)

009006518

29
正宗白鳥集 / 正宗白鳥著. -- [並装版], [布装版]. -- 改造社, 1929.2. --
(現代日本文學全集 ; 第21編). 009006519

30
永井荷風集 / 永井壮吉著. -- [並装版], [布装版]. -- 改造社, 1927.9. --
(現代日本文學全集 ; 第22篇). 009006520

31
岩野泡鳴集 / 岩野泡鳴著 . 上司小劍集 / 上司小劍著 . 小川未明集 / 小
川未明著. -- [並装版], [布装版]. -- 改造社, 1930.4. -- (現代日本文學全
集 第 篇)

009006521

32
志賀直哉集. -- [並装版], [布装版]. -- 改造社, 1928.7. -- (現代日本文學
全集 ; 第25篇). 009006522

33
島村抱月集 ; 生田長江集 ; 中澤臨川集 ; 片上伸集 ; 吉江孤雁集 / 山本三
生編. -- [並装版], [布装版]. -- 改造社, 1930.11. -- (現代日本文學全集 ;
第 編)

009006523

34
里見弴集 ; 佐藤春夫集. -- [並装版], [布装版]. -- 改造社, 1927.8. -- (現
代日本文學全集 ; 第29篇). 009006524

35
近松秋江集 / 近松秋江著 . 久米正雄集 / 久米正雄著. -- 改造社, 1928.4.
-- (現代日本文學全集 ; 第32編). 009006525

36
紀行随筆集 : (附)「春」「嵐」 / 戸川明三著作代表. -- 改造社, 1929.8. --
(現代日本文學全集 ; 第36篇). 009006526

37
現代日本詩集 ; 現代日本漢詩集 / 島崎藤村[ほか]著. -- [並装版], [布装
版]. -- 改造社, 1929.4. -- (現代日本文學全集 ; 第37篇). 009006527

38
現代短歌集 ; 現代俳句集 / 山本三生編纂. -- [並装版], [布装版]. -- 改
造社, 1929.9. -- (現代日本文學全集 ; 第38篇). 009006528

39
伊藤左千夫集 / 伊藤左千夫著 . 長塚節集 / 長塚節著 . 高濱虚子集 / 高
濱虚子著. -- 改造社, 1930.5. -- (現代日本文學全集 ; 第40篇). 009006529

40
長谷川如是閑集 / 長谷川如是閑著 . 内田魯庵集 / 内田魯庵著 . 武林無
想庵集 / 武林無想庵著. -- 改造社, 1930.7. -- (現代日本文學全集 ; 第41
篇)

009006530

41
山本有三集 ; 倉田百三集. -- 改造社, 1929.12. -- (現代日本文學全集 ; 第
46篇). 009006531

42
吉田絃二郎集 ; 藤森成吉集. -- [並装版], [布装版]. -- 改造社, 1929.5. --
(現代日本文學全集 ; 第47篇). 009006532

43
広津和郎集 ; 葛西善蔵集 ; 宇野浩二集. -- [並装版], [布装版]. -- 改造社,
1929.11. -- (現代日本文學全集 ; 第48編). 009006533

44
戦争文學集. -- [並装版], [布装版]. -- 改造社, 1929.1. -- (現代日本文學
全集 ; 第49篇). 009006534

45
大佛次郎集. -- 改造社, 1930.12. -- (現代日本文學全集 ; 第60篇).

009006535

46
古典劇大系. -- 第1卷 希臘篇1 - 第17卷 印度篇. -- 近代社, 1924-1927.

第1卷 希臘篇1 009006536

47
古典劇大系. -- 第1卷 希臘篇1 - 第17卷 印度篇. -- 近代社, 1924-1927.

第2卷 希臘篇2 009006537

48
古典劇大系. -- 第1卷 希臘篇1 - 第17卷 印度篇. -- 近代社, 1924-1927.

第3卷 羅馬篇 009006538

49
古典劇大系. -- 第1卷 希臘篇1 - 第17卷 印度篇. -- 近代社, 1924-1927.

第6卷 英吉利篇2 009006539

50
古典劇大系. -- 第1卷 希臘篇1 - 第17卷 印度篇. -- 近代社, 1924-1927.

第11卷 獨逸篇2 009006540

51
古典劇大系. -- 第1卷 希臘篇1 - 第17卷 印度篇. -- 近代社, 1924-1927.

第12卷 獨逸篇3 009006541

52
古典劇大系. -- 第1卷 希臘篇1 - 第17卷 印度篇. -- 近代社, 1924-1927.

第13卷 獨逸篇4 009006542

53
古典劇大系. -- 第1卷 希臘篇1 - 第17卷 印度篇. -- 近代社, 1924-1927.

第15卷 露西亞篇 009006543

54
古典劇大系. -- 第1卷 希臘篇1 - 第17卷 印度篇. -- 近代社, 1924-1927.

第17卷 印度篇 009006544
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小林多喜二蔵書寄託図書目録A (多喜二蔵書分）

NO. 書誌事項 巻冊次 資料番号

55
敷設列車 / 平林たい子著. -- 日本評論社, 1929.12. -- (日本プロレタリア
傑作選集). 009006545

56
情報 / 立野信之著. -- 改造社, 1930.7. -- (新鋭文学叢書).

009006546

57
新選武者小路實篤集 / 武者小路實篤著. -- 改造社, 1928.7.

009006547

58
人名事典(多喜二所蔵資料). -- [出版者不明], [1---].

009006548

59
スカラムッシュ / ラファエル・サバチニ [著] ; 小田律譯. -- 改造社, 1928.10.
-- (世界大衆文學全集 ; 第27巻). 009006549

60
ノートルダムの傴僂男 / ユーゴー[著] ; 松本泰譯. -- 改造社, 1930.2. --
(世界大衆文學全集 ; 第54巻). 009006550

61
佛蘭西古典劇集 / [モリエエルほか作] ; 内藤濯[ほか]譯. -- 新潮社,
1928.12. -- (世界文學全集 ; 6). 009006551

62
獨逸古典劇集 / [シルレルほか作] ; 秦豊吉 [ほか] 譯. -- 新潮社, 1930.1.
-- (世界文學全集 ; 10). 009006552

63
英吉利及愛蘭戲曲集 / [バァナアド・ショウ, ゴールズワアジイ, シング作] ;
北村喜八 [ほか] 譯. -- 新潮社, 1928.4. -- (世界文學全集 ; 33). 009006553

64
近代戲曲集 / [ズーデルマンほか作] ; [舟木重信ほか譯]. -- 新潮社,
1929.11. -- (世界文學全集 ; 35). 009006554

65
新興文學集 / エレンブルグ[ほか]作 ; 昇曙夢[ほか]譯. -- 新潮社, 1929.4.
-- (世界文學全集 ; 38). 009006555

66
失樂園 / ミルトン著 ; 繁野天來譯. -- 新潮社, 1929.12. -- (世界文學全集 ;
5). 009006556

67
綜合プロレタリア藝術講座 / 橘篤郎編輯. -- 1 - 5. -- 内外社, 1931..

009006557

68
美術・音楽 / 神田豊穂著. -- 春秋社, 1929.3. -- (大思想エンサイクロペヂ
ア ; 12). 009006558

69
經濟大辭書 / 大日本百科辭書編輯所編. -- 1 - 索引. -- 同文館, 1916.4.
-- (大日本百科辭書). 009006559

70
チェホフ全集 / チェホフ著. -- 1 - 10. -- 新潮社, 1919-.

1 009006560

71
チェホフ全集 / チェホフ著. -- 1 - 10. -- 新潮社, 1919-.

1 009006561

72
チェホフ全集 / チェホフ著. -- 1 - 10. -- 新潮社, 1919-.

4 009006562

73
チェホフ全集 / チェホフ著. -- 1 - 10. -- 新潮社, 1919-.

10 009006563

74
つばさ. -- 1卷1號 ( [昭5.4] )-. -- つばさ發行所, 1930-.

2巻1號 009006564

75
哲學講座 / 近代社編. -- 第1 - 第15. -- 近代社, 1926.7-1928.6.

第1 009006565

76
哲學講座 / 近代社編. -- 第1 - 第15. -- 近代社, 1926.7-1928.6.

第3 009006566

77
哲學講座 / 近代社編. -- 第1 - 第15. -- 近代社, 1926.7-1928.6.

第4 009006567

78
哲學講座 / 近代社編. -- 第1 - 第15. -- 近代社, 1926.7-1928.6.

第5 009006568

79
哲學講座 / 近代社編. -- 第1 - 第15. -- 近代社, 1926.7-1928.6.

第6 009006569

80
哲學講座 / 近代社編. -- 第1 - 第15. -- 近代社, 1926.7-1928.6.

第7 009006570

81
哲學講座 / 近代社編. -- 第1 - 第15. -- 近代社, 1926.7-1928.6.

第8 009006571
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小林多喜二蔵書寄託図書目録A (多喜二蔵書分）

NO. 書誌事項 巻冊次 資料番号

82
哲學講座 / 近代社編. -- 第1 - 第15. -- 近代社, 1926.7-1928.6.

第9 009006572

83
哲學講座 / 近代社編. -- 第1 - 第15. -- 近代社, 1926.7-1928.6.

第12 009006573

84
冨 / エドウィン・キャナン著 ; 伊藤眞雄譯. -- 弘文堂書房, 1919.11.

009006574

85
薄命のヂュード / トマス・ハーディ著 ; 内多精一訳. -- 改造社, 1925.8.

009006575

86
ビュビュ・ドゥ・モンパルナッス / シャルル・ルイ・フィリップ著 ; 井上勇譯. --
新潮社, 1926.2. -- (現代佛蘭西文藝叢書 ; 7). 009006576

87
ベリアル夫人 / シャルル・ヴィルドラック著 ; 内藤濯訳. -- 白水社, 1927.2.
-- (仏蘭西近代劇叢書 ; 第1篇). 009006577

88
暴力團記 / 村山知義著. -- 日本評論社, 1930.1. -- (日本プロレタリア傑作
選集). 009006578

89
明治大正文學全集. -- 第31巻 - 第60巻. -- 春陽堂, 1927-1932.

第31巻 009006579

90
野人. -- 野人新興芸術聯盟.

3卷1號 009006580

91
夜ふけと梅の花 / 井伏鱒二著. -- 新潮社, 1930.4. -- (新興藝術派叢書).

009006581

92
ルーヂン / ツルゲエネフ作 ; 田中純譯. -- 新潮社, 1918.9.

009006582

93
狼煙. -- 1卷1號 (昭和6年5月1日)-. -- 狼煙社, 1931-.

1巻1號 009006583
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小林多喜二蔵書寄託図書目録B (家族蔵書分）

NO. 書誌事項 巻冊次 資料番号

1 STOCK BOOK. -- 私製). 009006584

2 アカハタ日刊実現へ!機関紙・誌活動強化のために. -- [アカハタ本局], [----]. 009006585

3 泉 / 伊藤整著. -- 中央公論社, 1959.11. 009006586

4
田舎伝道者ピアソン宣教師夫妻 / 小池創造著. -- 日本基督教会北見教会ピア
ソン文庫, 1967.

009006587

5 インタナショナル / 産業労働調査所. -- 1巻1号 (1927.2)-. 7(6) 009006588

6 歌聲よおこれ / 宮本百合子著. -- 解放社, 1947.8. 009006589

7 奥羽文學. -- 創刊号 ([昭30])-. -- [奥羽文学社], [1955]-. 9 009006590

8 国漢辞典 : 音訓両引き / 三省堂編修所編. -- 三省堂, 1955.9. 009006591

9 改造 / 改造社. -- 1巻1号 (大8. 4)-36巻2号 (昭30. 2). -- 清水書店, 1919-. 9(3) 009006592

10 格言訓話日日の修養 / 山田愛劍著. -- 忠誠堂, 1930.1. 009006593

11 共産主義の「左翼」小兒病 / レーニン著 ; 園部四郎訳. -- 人民社, 1946.9. 009006594

12 近世民主主義の史的展開 / 平野義太郎著. -- 朝日新聞社, 1946. 009006595

13 金融資本論 / 猪俣津南雄著. -- 新版. -- 彰考書院, 1952.4. 009006596

14 西洋哲學史 : 古代 / 松本正夫[著]. -- 3. -- 慶應通信教育図書, 1948. 3 009006597

15 尾崎士郎篇. -- 三笠書房, 1936.9. -- (現代長篇小説全集 ; 第10巻). 009006598

16
現代日本小説大系 / 日本近代文學研究會編. -- 第1卷 - 第62卷. -- 河出書房,
1954-1957.

第44卷 009006599

17
葉山嘉樹,小林多喜二,中野重治集. -- 筑摩書房, 1954.12. -- (現代日本文学全
集 ; 38).

009006600

18 現代の教養事典. -- 学習研究社, 1999.1. -- ( Pocket fair lady ; ). 009006601

19
現段階に於ける中國文藝の方向 / 毛沢東 [ほか] 著 ; 新日本文学会編. -- 十月
書房, 1946.12.

009006602

20 國際政局に就いて : (参考資料) / A.ジュダノフ. -- [出版者不明], [----]. 009006603

21
国民解放の道 : 目でみる新綱領 / 日本共産党宣伝部編. -- 日本共産党出版局,
1953.3.

009006604

22 國家と革命 / レーニン著 : 戸田慎太郎訳, 1946. 009006605

23
工場細胞 / 小林多喜二著. -- 創建社書房, 1946.3. -- (小林多喜二著作集 ; 第1
編).

009006606

24 故宮本百合子によせられた弔詞. -- [出版者不明], [1---]. 009006607

25 雑草集 : 詩集 / 河上肇著. -- 其2. -- 日本科学社, 1946.8. 009006608

26 佐渡 / 庄野潤三著. -- 学習研究社, 1964.11. -- (芥川賞作家シリーズ). 009006609

27
三風整頓について / 毛澤東著. -- 日本共産党宣伝教育部, [19--]. -- (教育資
料).

009006610

1
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NO. 書誌事項 巻冊次 資料番号

28
持久戰論 : 一九三八年五月二十六日より六月三日までの間の延安抗日戰争研
究會に於ける講演 / 毛澤東著 ; 尾崎庄太郎飜譯. -- 人民社, 1946.9. -- (毛澤東
選集 / 毛澤東[著] ; 1).

009006611

29 詩集殻 / 志賀幸雄著. -- 志賀幸雄詩集発行所, 1935.8. 009006612

30
市場の理論 / ニコライ・レーニン著 ; 河野重弘譯. -- 再版. -- 白揚社, 1947.3. --
(レーニン重要著作集 / ニコライ・レーニン著).

009006613

31
シナリオ蟹工船 / 小林多喜二原作 ; 山村聰脚本. -- 映画タイムス社, 1953.7. --
(シナリオ文庫 ; 第12集).

009006614

32
資本主義經濟行詰りの打開者としての自働車王フォード / 有川治助著. -- 中央
公論社, 1927.3. -- (中央公論 ; 1927年3月号抜刷).

009006615

33 資本論研究. -- 1號 ( [1949.1] )-12号 ( [1950.6] ). -- 青木書店, 1949.1-1950.6. 2 009006616

34 資本論入門 / 河上肇著. -- 第1分冊 - 第5分冊. -- 世界評論社, 1946-1949. 第1分册 009006617

35 資本論入門 / 河上肇著. -- 第1分冊 - 第5分冊. -- 世界評論社, 1946-1949. 第2分册 009006618

36
ジャコビニズムとボルシェヴィズム / 淡徳三郎著. -- 改造社, 1931.4. -- (改造 ;
1931年4月号抜刷).

009006619

37
緑丘会・会員名簿 / 社団法人緑丘会(小樽商科大学同窓会)[編]. -- 自昭和15年
12月至昭和16年11月現在, 昭和58年9月現在, 平成7年11月現在. -- 緑丘会,
1984.6-1996.1.

自昭和15年12月至
昭和16年11月現在

009006620

38
終戦記録 : 議會への報告書並に重要公文書輯 / 朝日新聞社編. -- 朝日新聞
社, 1945.11.

009006621

39 自由と独立への前進 / 宮本顯治著. -- 眞理社, 1949.7. 009006622

40 人口問題批判 / 河上肇著. -- 叢文閣, 1927.2. 009006623

41
新ドイツ偉人傳 / ヴィリー・アンドレーアス, ヴィルヘルム・フォン・ショルツ編 ; 青
木重孝譯. -- 第4巻. -- 東京開成館, 1943.

009006624

42
新日本文學. -- 創刊準備號 (昭21.1)-59巻6号 (2004.11・12). -- 新日本文學會
創立準備委員會, 1946-2004.11.

13巻4号 009006625

43 人民評論. -- Vol. 1, no. 1 (昭20. 11)-. -- 伊藤書店. 3巻2号 009006626

44 人民評論. -- Vol. 1, no. 1 (昭20. 11)-. -- 伊藤書店. 3巻5号 009006627

45 ヘブル書 / 近藤治義著. -- 新教出版社, 1957. -- (新約聖書要解 ; 第13巻). 009006628

46 杉沼秀七詩集 / 杉沼秀七著. -- 弘前文学会, 1954.1. 009006629

47
世界史及び日本史に現はれたるスツルム・ウンド・ドラング時代 / 高須芳次郎. -
- 中央公論社, 1924.6. -- (中央公論 ; 1924年6月号抜刷).

009006630

48 世界評論 / 世界評論社. -- 創刊號 (1946.2)-5巻4号 (昭25.5). -- 世界評論社. 3巻9号 009006631

49 世界平和評議會第一回總會決定. -- 平和擁護日本委員會, [1---]. 009006632

50
迫り来る大破綻 : 如何にしてこれと闘ふべきか / Nikolai Lenin著 ; 服部麥生訳. -
- イスクラ社, 1946.10. -- (イスクラ叢書 ; 2).

009006633

51
前衛 / 日本共産党中央委員会出版局. -- 1巻1号 (昭21. 2)-1巻12号 (昭22. 1) ;
13号 (昭22. 2)-. -- 日本共産党出版部, [1946]-.

53 009006634

52
前衛 / 日本共産党中央委員会出版局. -- 1巻1号 (昭21. 2)-1巻12号 (昭22. 1) ;
13号 (昭22. 2)-. -- 日本共産党出版部, [1946]-.

102 009006635

53 全世界勞働組合會議議事録 / 日本共産黨出版部. -- 第1回, 1945.12. 第1回 009006636
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NO. 書誌事項 巻冊次 資料番号

54
戰争放火者を裁け : 大十月社会主義革命三十三周年記念日に際して / エヌ・
ア・ブルガーニン[ほか著]. -- 日本共産黨出版局, 1950.11.

009006637

55
ソヴエト同盟共産黨 (ボルシエヴイキ) 歴史 : 小教程 / ソ同盟共産黨 (ボルシエ
ヴイキ) 中央委員會所屬特別委員会編集. -- 外国語図書出版所, 1947.

009006638

56 多喜二・百合子祭特集. -- [新日本文學會], 1953.7. 009006639

57
多喜二と百合子 / 多喜二・百合子研究会. -- 1号 (昭28. 12)-14号 (昭31. 2) ; 4
巻2号 (昭31. 5)-9巻1号 (昭36. 3). -- 多喜二・百合子研究会, 1953-1961.

7巻7号 009006640

58 中央公論 / 中央公論社. -- 14年1号 (明32.1)-. -- 反省社, 1899-. 62年8号 009006641

59
中共の大衆活動 / 中國研究所調査部編. -- 中國研究所, 1949.11. -- (所内研究
資料).

009006642

60 通俗常識講和 : 人生篇 / 金子琅玕. -- 内外出版協会, 1926.6. 009006643

61 なかま : 関西共同印刷文藝サークル機関誌. -- [関西共同印刷文藝サークル]. 8号 009006644

62 日本共産党第18回拡大中央委員会報告決定集. -- 日本共産党出版局, 1950.2. 009006645

63
日本共産黨のすすむ道 : 第六回大会決定行動綱領解説 / 日本共産黨宣傳教育
部編. -- 日本共産黨出版部, 1948.9.

009006646

64
小信仰問答 : (草案) / 日本基督教会教義研究委員会編. -- 日本基督教会出版
局, 1964.7.

009006647

65 日本資本主義發達史 / 野呂榮太郎著. -- 岩波書店, 1935.6. 009006648

66
日本資本主義發達史 / 野呂栄太郎著. -- 三一書房, 1949.3. -- (野呂栄太郎著
作 ; 第1集).

009006649

67
資本蓄積と經濟恐慌 / 大塚金之助, 渡邊謙吉著. -- 岩波書店, 1932.6. -- (日本
資本主義發達史講座 ; 第2部 . 資本主義發達史).

009006650

68
破壊活動防止法の解説 / 法務府. -- 日本週報社, 1952.7. -- (日本週報 ;臨時増
刊214号).

009006651

69
日本労働運動の序幕と展望 / 平野義太郎著. -- 生活社, 1946.3. -- (日本叢書 ;
46).

009006652

70
日本の情勢と共産黨の任務 : 1932年テーゼ / コミンテルン著 ; 舊産業労働調査
所翻譯. -- 解放社, 1946.3. -- (解放叢書 ; 2).

009006653

71 日本評論. -- 10巻10号 (昭10.10)-. -- 日本評論社. 24巻11号 009006654

72
プロレタリア文化 : 日本プロレタリア文化聯盟機關誌. -- 1卷1號 (1931.12)-. --
日本プロレタリア文化聯盟, 1931-.

3巻3号 009006655

73
小林多喜二 / 手塚英孝構成解説. -- 筑摩書房, 1955.4. -- (日本文学アルバム ;
10).

009006656

74
日本問題に関する方針書・決議集 / 日本共産党・党史資料委員会編. -- 日本共
産党党史資料委員会, 1947.11. -- (資料 ; 1).

009006657

75 人間の壁 / 石川達三著. -- 前篇, 中篇, 後篇. -- 新潮社, 1958-1959. 前篇 009006658

76
食と性の発端 / 安田徳太郎著. -- 光文社, 1960.8. -- (人間の歴史 / 安田徳太
郎著 ; 1)(カッパ・ブックス).

009006659

77
農業・戰略戰術問題 / 野呂栄太郎著. -- 三一書房, 1949.3. -- (野呂栄太郎著作
; 第3集).

009006660

78 背教者カウツキー / レーニン著 ; 山川菊榮譯. -- 白揚社, 1929. 009006661

79 秘書課長 : 三室光雄手記 / 三室光雄著. -- 稲穂書房, 1951.6. 009006662

80 貧農に訴ふ / レーニン著 ; 山本五郎訳. -- 永美書房, 1946.6. 009006663
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81
「プチ・帝國主義」論批判 / 野呂榮太郎著. -- 三一書房, 1949.2. -- (野呂栄太郎
著作 ; 第2集).

009006664

82 文学評論. -- ナウカ社. 3巻8号 009006665

83 讀本・現代史. -- 文藝春秋新社, 1954.10. -- (文藝春秋 ; ; 臨時増刊). 009006666

84
ペン字英語入漢和兼用模範国語辞典 / 東京書院編纂部編. -- 改訂版. -- 東京
書院, 1954.3.

009006667

85 報告. -- 1巻1号 (昭6.11)- =創刊号 (昭6.11)-. -- チップトップ書店, 1931.11-. 1巻1号 009006668

86
北海道解放運動犠牲物故者名簿 : 1950年7月29日追悼 / 追悼祭実行委員会
[編]. -- [出版者不明], [1950].

009006669

87 北海道の百年 : 小林多喜二. -- [出版者不明], [1---]. 009006670

88
北海道文学館報 / 北海道文学館事務局 [編]. -- 1号 (昭42.6)-. -- 北海道文学
館事務局, 1967-.

5号 009006671

89 ボルシエヴイキ黨綱領について. -- [出版者不明], [19--]. 009006672

90 マゼラン : 航海王 / 深沢正策著. -- ポプラ社, 1953.9. -- (偉人傳文庫 ; 13). 009006673

91 マルクス主義の根本問題 / プレハーノフ著 ; 佐藤榮訳. -- 彰考書院, 1946.5. 009006674

92 道標 / 宮本百合子作. -- 第1部, 第2部, 第3部. -- 筑摩書房, 1948-1951. 第2部 009006675

93
共産黨1932年テーゼ : 日本に於ける情勢と黨の任務に関するテーゼ / 民論社編
集部譯. -- 民論社, 1946.3. -- (民論叢書 ; (3)).

009006676

94 ゆらぎ. -- No.1 (1955.10)-. -- 京都多喜二百合子友の会, 1955-. 1 009006677

95 ゆらぎ. -- No.1 (1955.10)-. -- 京都多喜二百合子友の会, 1955-. 2 009006678

96
レーニン主義の基礎 / スターリン著 ; 廣島定吉譯. -- ナウカ社, 1946.1. -- (レー
ニン主義の諸問題 / スターリン著 ; 廣島定吉譯 ; 1).

009006679

97 レーニン主義の諸問題 / スターリン[著] ; 秋山憲夫譯. -- 人民社, 1946.9. 009006680

98
労働組合のABC / 岡倉古志郎著. -- 労働教育協会, 1948. -- (組合ライブラリ ;
第1).

009006681

99 労農情報. -- 日本労農通信社. 25 009006682

100
ロビン・フッドの愉快な冒険 / ハワード・パイル作 ; 村上知義訳. -- [正], 続. --
岩波書店, 1951. -- (岩波少年文庫 ; 14, 17).

[正] 009006683
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小林多喜二蔵書寄託図書目録C (その他）

NO. 書誌事項 資料番号 備考

1
映画「蟹工船」Photo album、　モノクロ写真(123mm×166mm)　89枚、
映画のパンフレット　１枚、北海道新聞切抜き　１枚

無
現代プロダクションより贈
呈の写真アルバム

2 絵画「多喜二の住い跡」　河田禎之画　（170mm×200mm） 無
水彩画、額入、 絵画の説
明記事（187mm×257mm）
添付

3 複製写真「1929年，若竹町の自宅で」　(167mm×121mm) 無
写真をコピーしたもの，額
入

4 写真「多喜二」、写真 (167mm×121mm) 無 原本返却、(茶額入)

5 写真「昭和三年拾月撮影」、写真 (89mm×134mm)、台紙( 164mm×219mm) 無 原本返却

6 写真「S.22.7.8　紀①号」、写真 (211mm×264mm)、台紙( 320mm×406mm) 無 原本返却

7
写真「参考　S.22.7.8　紀②号」、写真 (211mm×264mm)、台紙( 325mm×
398mm)

無 原本返却

8
写真「参考　S.22.7.8　紀③号」、写真 (210mm×261mm)、台紙( 322mm×
396mm)

無 原本返却

9
写真「参考　S.22.7.8　紀④号」、写真 (213mm×264mm)、台紙( 323mm×
391mm)

無 原本返却

10
写真「参考　S.22.7.8　紀⑤号」、写真 (213mm×264mm)、台紙( 321mm×
390mm)

無 原本返却

11
写真「参考　S.22.7.8　紀⑧号」、写真 (108mm×150mm)、台紙( 184mm×
240mm)

無 原本返却
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