品番

書名（タイトル）

著者名

出版社

RT-001 仮面

矢田津世子

RT-002 紅犯花

林静一
幻燈社
剣持勇 水野正夫
三井秋 中江学
他
ひまわり社
片山龍二 水野正
夫 中善寺登喜次
塩川旭 他
ひまわり社

RT-003 生活の絵本 NO.7 特集：庭
RT-004 生活の絵本 NO.5 特集：冬を愉しむ
模範学習図鑑 せうがく三年生 昭和11
RT-005 年9月号付録

版画荘

小学館

RT-006 幼稚園 昭和7年5月号

小学館

RT-007 セウガク一年生 昭和8年5月号

濱田廣介 他

小学館

RT-008 セウガク一年生 昭和8年8月号

濱田廣介 他

小学館

RT-009 セウガク一年生 昭和8年12月号
RT-010 セウガク二年生 昭和10年4月号
RT-011 セウガク二年生 昭和10年8月号

小学館
小川未明 相馬御
風 岡ケンヂ 他 小学館
北村壽夫 小川未
明 佐々木邦 他 小学館

RT-012 愉しく 新しく

中原淳一
ひまわり社
中原淳一 古谷鋼
武 河合幸男 村
RT-013 それいゆ 11号 美しい家庭のために 岡花子 他
ヒマワリ社

RT-014 それいゆ 13号 女の幸福

中原淳一 渡辺紳
一郎 大久保泰
他
ひまわり社

高田保 武者小路
生活の絵本 それいゆ 昭和２７年１月 実篤 片山龍二
RT-015 臨時増刊
他
ひまわり社
ジュニアそれいゆ 1957年 NO.15 特 中原淳一 串田孫
RT-016 集：幸福を育む日々
一 大久保泰 他 ひまわり社
串田孫一 横山美
ジュニアそれいゆ 1959年 NO.30 特 智子 新藤知恵
内藤瑠根 他
ひまわり社
RT-017 集：幸福
楽譜 青い山脈 東宝映画「青い山脈」
RT-018 主題歌
全音楽譜出版社
RT-019 楽譜 湯の町エレジー

全音楽譜出版社

RT-020 楽譜 君忘れじのブルース

新興音楽出版社

RT-021 楽譜 十三夜

タジマ楽譜出版社

RT-022 楽譜 あの夢この歌

全音楽譜出版社

楽譜 懐しのブルース 松竹映画「懐し
RT-023 のブルース」主題歌

全音楽譜出版社

楽譜 愛染草 大映映画「愛染草」主題
RT-024 歌

新興音楽出版

RT-025 楽譜 恋のマドロス

タジマ楽譜出版社

RT-026 楽譜 港ヨコハマ花売娘

新興音楽出版社

状態備考
金額
昭和12年9月 初版 イタミ ヤケ 三方
ヤケ
8,640
昭和45年3月 函イタミ 本体背ヤケ 三
方ヤケ
2,160
昭和28年4月 ヤケ 表紙ハズレ、イタミ
裏表紙イタミ、ヤブレ、欠け 背テープ補
修 ページ角イタミ
1,620
昭和27年12月 ヤケ 表紙ハズレ、イタ
ミ 背テープ補修 裏表紙印、ヤブレ、欠
け、折れ
1,620
昭和11年9月 ヤケ イタミ ヨゴレ 三
方ヤケ
2,160
昭和7年5月 イタミ ヤケ シミ ヨゴレ
表紙・裏表紙・本文書込み 裏表紙折
れ、欠け小 留め具サビ、表紙ハズレ
2,160
昭和8年5月 イタミ ヤケ シミ ヨゴレ
本文書込み 留め具サビ ページ角イタ
ミ 付録欠
3,240
昭和8年8月 イタミ ヤケ シミ ヨゴレ
裏表紙・本文書込み 留め具サビ、表紙
ハズレ 付録欠
3,240
昭和8年12月 イタミ ヤケ シミ ヨゴレ
折れ 本文書込み 留め具サビ 表紙
ハズレ ページ角イタミ 付録欠 セウガ
ク一年生正月号のチラシ付属
3,240
昭和10年4月 イタミ ヤケ ヤブレ小
角折れ 表紙・本文書込み 留め具サビ
ページ角折れ 付録欠
2,160
昭和10年8月 イタミ ヤケ ヤブレ 折
れ 留め具サビ 表紙ハズレ 付録欠
2,160
昭和29年12月 イタミ ヤケ ヤブレ ヨ
ゴレ 背テープ補修 表紙印 本文断裁
ミス 三方ヤケ、シミ
2,160
昭和24年9月 イタミ ヤケ シミ ヨゴレ
ヤブレ 欠け 三方ヤケ 別冊『編み物
はあなたのまごころ』付属
1,944
昭和25年6月 イタミ ヤブレ ヤケ 裏
表紙欠 背一部欠 巻末２ページハズ
レ、ヤブレ、欠け、テープ補修 三方ヤケ
目次ページ折れ
2,160
昭和２７年１月 イタミ ヤケ ヤブレ 欠
け小 折れ 巻頭１ページ留め具ハズレ
留め具サビ、シミ 裏表紙名前書込 三
方ヤケ
1,944
昭和３２年５月 イタミ ヤケ 折れ ヨゴ
レ 欠け 背上下欠け 巻頭2ページ留
め具ハズレ 留め具サビ ページ角イタ
ミ 三方ヤケ
2,160
昭和32年１０月 イタミ ヤケ ヤブレ
欠け 折れ ヨゴレ 裏表紙名前書込
作詞：西條八十 作曲：服部良一 昭和
24年4月 ヤケ 表紙角折れ
作詞：野村俊夫 作曲：古賀政男 昭和
23年8月 イタミ ヤケ テープ補修 裏表
紙書込み
作詞：大高ひさを 作曲：長津義司 昭
和24年5月 ヤケ 裏表紙名前書込み
作詞：石松秋二 作曲：長津義司 昭和
23年11月 イタミ ヤケ シミ ヨゴレ
作詞：西條八十 作曲：古賀政男 昭和
23年3月 ヤケ シミ 表紙ヤブレ小
作詞：藤浦洸作 作曲：万城目正作 昭
和22年12月 ヤケ シミ ヨゴレ角イタミ
裏表紙名前等書込み
作詞：高橋掬太郎 作曲：飯田三郎
歌：林伊佐緒 昭和24年10月 イタミ ヤ
ケ シミ 裏表紙折れ小 背裂け小
作詞：和田隆夫 作曲：平川英夫 昭和
24年6月 イタミ ヤケ テープ補修 表
紙角欠け
作詞：矢野亮 作曲：上原げんと 歌：岡
晴夫 昭和24年2月 ヤケ イタミ

2,160
2,160
1,944
1,620
1,620
2,160
1,944
1,620
1,620
1,620

RT-027 楽譜 涙の小鳩
RT-028 楽譜 處女峰 大映「處女峰 」主題歌
楽譜 VAYA CON DIOS バイヤ コン
RT-029 ディオス
楽譜 世界を賭ける恋 俺の巴里 日
RT-030 活映画「世界を賭ける恋」主題歌
RT-031 楽譜 みやげ
楽譜 お寺の壁には 喜歌劇「アルカン
RT-032 タラの醫師」の中のロマンツア
RT-033 楽譜 独唱歌 海にて
RT-034 楽譜 濱邊の歌
楽譜 歌劇「タンホイゼル」第三幕 順
RT-035 禮の合唱
RT-036 楽譜 露西亞民謡 ステンカ・ラズィン
楽譜 大喜歌劇「天国と地獄」 蟬の歌
RT-037 附「思出の歌」
楽譜 喜歌劇 ヘッベレケー（ティツベラ
RT-038 リー替作）
楽譜 歌劇「オルフォイス」第二幕の終
RT-039 局 四部合唱「幸ある三國」
楽譜 白眉アンサンブル楽譜 シュー
RT-040 ベルトの小夜曲
楽譜 喜歌劇「ブム大将」の中の 結婚
RT-041 の夜の歌
楽譜 聖楽「メシア」中の四部合唱 ハ
RT-042 レルヤ合唱
RT-043 楽譜 二部合唱 旅の夜
RT-044 楽譜 劇歌 ドンジュアンの歌
RT-045 楽譜 断章

RT-046 楽譜 短歌作曲集
RT-047 生活の絵本３号 それいゆ臨時増刊

作詞：高橋掬太郎 作曲：飯田三郎 昭
和23年9月 イタミ ヤケ シミ ヤブレ小
新興音楽出版社 裏表紙名前書込み
作詞：佐伯孝夫 作曲：利根一郎 昭和
新興楽譜出版社 25年12月 ヤケ ヤブレ小 裏表紙印

1,620
1,944

新興楽譜出版社 音羽たかし 訳詞 イタミ ヤケ ヨゴレ
1,620
【世界を賭ける恋】作詞：大高ひさを 作
曲：上原賢六 【俺の巴里】作詞：大高ひ
さを 作曲大久保徳二郎 昭和34年 ヤ
全音楽譜出版社 ケ ヨゴレ ヤブレ小 表紙折れ
1,080
作詞：西條八十 作曲：立松房子 大正
セノオ音楽出版社 13年10月 イタミ ヤケ 折り目やや裂
4,320
作曲：アイヒベルグ 訳詞：小林愛雄 大
正13年6月 ３版 イタミ ヤケ シミ ヨ
セノオ音楽出版社 ゴレ
3,240
作詞：西條八十 作曲：竹岡鶴代 大正
セノオ音楽出版社 １３年８月 ヤケ シミ ヨゴレ 表紙ヤブ
4,320
作詞：林古渓 作曲：成田為三 題画：
竹久夢二 大正９年３月 １１版 イタミ
セノオ音楽出版社 ヤケ シミ ヨゴレ ヤブレ 書込み
10,800
作曲：リヒアルド・ワグネル 訳詞：妹尾
幸陽 大正１３年１１月 再版 イタミ ヤ
セノオ音楽出版社 ケ ヨゴレ 折り目裂け 裏表紙折れ
2,160
訳歌：齋藤佳三 大正１５年６月 ヤケ
セノオ音楽出版社 シミ ヨゴレ
2,160
作曲：オッフェンバッハ 訳詞：小林愛雄
大正9年4月 イタミ ヤケ ヤブレ小 折
セノオ音楽出版社 り目裂け 表紙折れ
2,160
歌詞：佐々木紅華 イタミ ヤケ シミ ヨ
山田楽器支店
ゴレ 大正8年8月 再版 表紙裏表紙分 2,160
作曲：グルック 訳詞：歌劇研究會 大
正13年5月 イタミ ヤケ 表紙ハズレか
セノオ音楽出版社 け 裏表紙ヤブレ
2,160
訳詞：伊庭孝 昭和13年11月 イタミ ヤ
白眉出版社
ケ シミ 表紙裏表紙分離
1,080
作曲：オフェンバハ 訳詞：小林愛雄 大
正9年9月 イタミ ヤケ ヨゴレ 表紙裏
セノオ音楽出版社 表紙分離 本文ヤブレ、余白部分欠け
2,160
作曲：フリードリツヒ・ヘンデル 訳詞：妹
尾幸陽 大正13年4月 5版 ヤケ 折り
セノオ音楽出版社 目裂け
1,944
作曲：ルビンスタイン 作詞：葉山影雄
大正12年5月 ヤケ シミ ヨゴレ 折り
セノオ音楽出版社 目裂け
1,944
大正8年11月 3版 イタミ ヤケ シミ ヨ
セノオ音楽出版社 ゴレ 折り目裂け
2,160
作詞：佐藤春夫 作曲：增澤健美 昭和
セノオ音楽出版社 2年6月 イタミ ヤケ シミ 折り目裂け
2,160
石川啄木 若山牧水 九条武子 作曲：
鈴木次男 画：中原淳一 イタミ ヤケ
シミ ヨゴレ 留め具サビによるシミ 表
鈴木次男
白眉出版社
紙ハズレ 背裂け
3,240
蕗谷虹児・西條八
昭和２７年7月 イタミ ヤケ ヤブレ 欠
十・中原淳一 他 ひまわり社
け小 折れ 表紙外れテープ補修
1,944

