除却図書（９１タイトル）の県内所蔵の状況について

参考資料⑧－３

■重複図書
※一般的な資料で高知県関係資料ではない：赤字→郷土ゆかりの資料として新聞掲載されていた
：緑字→掲載された資料のうち郷土関係ではないもの（紙面でも郷土資料とは書かれていなかった）
：青字→その他の注記
タイトル

県内図書館所蔵
※まったく同一の資料を確認

その他
※まったく同一の資料を確
認

本学所蔵

請求記号（永国寺）

1 土佐日記の風土

あり（永国寺、香美）

090.9||Shi

2 西原清東研究

あり

289||Sa

3 高知県幼児保育史

あり（永国寺2冊、池3冊）

090.3||Mo

4 土佐日記全注釈

あり（永国寺1冊、池1冊）

915.32||4A

オーテピア、南国

5 植木枝盛集

あり

081||46

オーテピア（6冊）、高知大、安芸、香
南、南国、土佐市、四万十市、宿毛

6 幸徳秋水（日外アソシエーツ）

あり

281||23||3

オーテピア（2冊）、高知大、安芸、四
万十市

7 運命と摂理

あり

289||29

オーテピア（11冊）、高知高専、香美、
国会デジタルコレクション
四万十市

8 おばあちゃんの一生：岡上菊栄傳

あり（永国寺1冊、池1冊）

289||5

オーテピア（7冊）、香南、香美、南国、
CiNiiで2館所蔵
土佐市、宿毛、

9 土佐及び紀州の魚類

あり（永国寺1冊、池1冊）

090.48||Ka

オーテピア（7冊）、高知大（2冊）、四万
国会デジタルコレクション
十市

あり（2冊）

090.9||Na

オーテピア（14冊）、高知大（2冊）、香
国会デジタルコレクション
南、南国、津野

10 中山高陽紀行集

11

日本の食生活全集
（各都道府県の巻があり、高知県のものも含まれる）

12 日本城郭大系 第15巻

オーテピア（8冊）、高知大、工科大、
安芸、香南、香美、南国、四万十市、
宿毛、土佐清水、いの
オーテピア（6冊）、高知大、学短、安
芸、香美、南国、土佐市、四万十市、
宿毛
オーテピア（6冊）、高知大、学短、安
芸、香美、南国、土佐市、四万十市、
宿毛

あり（永国寺と池に各1セット（50冊）） 596||2

オーテピア2セット、高知大、学短、安
芸、香南、香美、南国、土佐市、四万
十市、宿毛、土佐清水、田野、いの、
黒潮町、日高、津野（公共図書館は一
部のみ所蔵の館あり）

なし

オーテピア（2冊）、高知大、安芸、香
南、南国、宿毛

国会デジタルコレクション

13

現代史資料 1～45巻（みすず書房）
※一般的な資料で高知県関係資料ではない

あり（永国寺、香美）

210.7||12

オーテピア（2冊）、高知大、工科大、
香南、四万十市、土佐清水（公共図書 国会デジタルコレクション
館は一部のみ所蔵の館あり）

14

戸坂潤全集 1～5巻
※一般的な資料で高知県関係資料ではない

あり

121||4

オーテピア（3冊）、高知大

15

安藤昌益全集 全21巻
※一般的な資料で高知県関係資料ではない

あり

121||24

オーテピア（2冊）、土佐市、宿毛（公共
図書館は一部のみ所蔵の館あり）

16

木戸幸一日記 上・下
※一般的な資料で高知県関係資料ではない

あり

289||9

オーテピア（3冊）、高知大、学短

17

日本国語大辞典2版
※一般的な資料で高知県関係資料ではない

あり（図書館、研究室に2セット、香
美）

813.1||Ni

オーテピア（2セット）、高知大、工科
大、学短、高知高専、南国、四万十
市、いの、日高、

18

国書総目録
※一般的な資料で高知県関係資料ではない

あり

025||1

オーテピア（3セット）、高知大、学短、
国会デジタルコレクション
香南、南国、土佐市

国会デジタルコレクション

国会デジタルコレクション

19

国史大辞典
※一般的な資料で高知県関係資料ではない

あり（永国寺、研究室、池、香美）

210.03||5

オーテピア（4セット）、高知大、工科
大、安芸、香南、香美、南国、四万十
市、宿毛、いの、日高、津野、土佐清
水（公共図書館は一部のみ所蔵の館
あり）

20

演劇百科大事典新装版
※一般的な資料で高知県関係資料ではない

元の版あり（除却は復刊）

770||4

オーテピア（2セット）

国会デジタルコレクション

21

日本庶民生活史料集成 1～15巻
※一般的な資料で高知県関係資料ではない

図書館には1-31巻あり、学生研究
室に6冊あり

380.8||4

オーテピア、香南（5巻のみ）

国会デジタルコレクション

22

近松全集 1～17巻
※一般的な資料で高知県関係資料ではない

あり（永国寺、香美）

912.4||20

オーテピア、工科大

23 高知県の地質と土壌

あり

090.61||Ko

オーテピア（5冊）、高知大

24 四國地方 (日本地方地質誌)

あり

452||12||2a

オーテピア（3冊）

国会デジタルコレクション

25 四国化石図譜

あり

457||4

オーテピア（3冊）

国会デジタルコレクション

26 高知県営電気事業史 第1巻

あり

090.54||Ko||1

オーテピア（7冊）、香美

国会デジタルコレクション

27 四国銀行戦後十年史

あり

090.3||Shi

オーテピア(4冊）、四万十市

国会デジタルコレクション

あり（図書館、研究室）

918.6||2||13

オーテピア（5冊）、高知大

国会デジタルコレクション

あり

289||19A

オーテピア（7冊）、香南、四万十市、
土佐清水、高知大

国会デジタルコレクション

28

中江兆民集（明治文学全集）
※県内関係作家に関わらず、全集全体を除却している

29 幸徳秋水研究

その他
※まったく同一の資料を確
認

本学所蔵

請求記号（永国寺）

県内図書館所蔵
※まったく同一の資料を確認

あり（2冊）

090.6||12

オーテピア（7冊）、香南、いの、高知大 国会デジタルコレクション

あり

519||3

オーテピア、四万十市、高知大

32 黒岩涙香集 (明治文学全集）

あり（図書館、研究室）

918.6||2||47

オーテピア（3冊）、安芸、高知大

33 四国の非金属鉱業

あり

569||1

オーテピア、高知大

自由民権運動の研究 : 国会開設運動を中心として
34 ※一般的な自由民権運動の資料で、高知県関係資料とは
言いがたい

あり

210.6||39

オーテピア（2冊）、高知大

国会デジタルコレクション

あり（図書館、研究室）

918.6||2||12

オーテピア（6冊）、高知大

国会デジタルコレクション

36 四国電信電話事業史 : 公社発足20年

あり

694||5

オーテピア（4冊）、高知大、学短、香
美、南国、四万十市、いの

37 高知短期大学二十年史

あり（永国寺5冊、池3冊）

090.3||24

オーテピア（7冊）

38 四国三要地方言対照記述(昭和日本語の方言）

あり

818||10||2

オーテピア(2冊）、高知大

39 高知女子大学三十年史

あり(永国寺5冊、池4冊）

090.3||Ko

オーテピア（6冊）、高知大、学短

40 四国地方経済社会史

あり

540||12||1

オーテピア（3冊）、高知大、学短

41 娘巡礼記

あり

186||6

オーテピア（4冊）、高知大

42 四国遍路研究

あり

186||14

オーテピア（5冊）、安芸、高知大

43 四国の野鳥誌

あり

488||9

オーテピア（6冊）、安芸、香南、宿毛、
高知大

44 四国地方電気事業史

あり

540||8

オーテピア（3冊）、土佐市、四万十
市、宿毛、いの、高知大、学短

45 中国・四国編 (図説発掘が語る日本史)

あり

210.02||47||5

オーテピア（2冊）、いの、高知大

あり

316||195

オーテピア、土佐市、黒潮町

タイトル
30 四国地方建設局十年史

31

35

46

公害と住民運動
※一般的な資料で高知県関係資料ではない

大井憲太郎・植木枝盛・馬場辰猪・小野梓集 (明治文学全
集)

図説今日の部落差別
※一般的な資料で高知県関係資料ではない

47 角川日本地名大辞典 39 高知県

あり(2冊）

291.03||Ka||39

オーテピア（2冊）、安芸、香南、香美、
南国、土佐市、四万十市、宿毛、土佐
清水、いの、黒潮町、日高、津野、高
知大、工科大、学短

48 馬場辰猪全集

あり

081||44

オーテピア（5冊）、安芸、香南、四万
十市、高知大、学短

49 絵金伝

あり

913.6||49A

オーテピア（7冊）、安芸、香南、香美、
南国、土佐市、四万十市、土佐清水、
田野、いの、黒潮町

自由民権と大隈・松方財政
50 ※一般的な自由民権運動の資料で、高知県関係資料とは
言いがたい

あり

210.6||O

高知大

あり

910.26||30

オーテピア（2冊）

52 四国税理士会史

あり

336.98||9

オーテピア、四万十市、高知大、学短

自由燈の研究
53 ※一般的な自由民権運動の資料で、高知県関係資料とは
言いがたい

あり

070||14

なし

54 四国電力40年のあゆみ : 1951-1991

あり

090.54||Shi||1951-91

オーテピア、香美、南国、土佐清水、
いの、学短

55 日本原色カメムシ図鑑

あり

486||68||1

オーテピア（4冊）、安芸、香南、黒潮
町、高知大

51

石川啄木と「大逆事件」
※一般的な資料で高知県関係資料とは言いがたい

56 蔵

あり（永国寺3セット、池1セット）

913.6||Mi

オーテピア（21冊）、安芸、香南、香
美、南国、土佐市、四万十市、土佐清
水、田野、黒潮町、日高、津野、高知
大

自由民権と明治憲法
57 ※一般的な自由民権運動の資料で、高知県関係資料とは
言いがたい

あり

210.6||71||2

オーテピア、高知大

58 四国の風土と歴史

あり

210.08||8||10

オーテピア（7冊）、安芸、土佐市、四
万十市、いの、高知大

59 天涯の花

あり（永国寺3冊、池1冊）

913.6||Mi

オーテピア（13冊）、安芸、香南、香
美、土佐市、四万十市、宿毛、土佐清
水、田野、黒潮町、日高、津野

あり

389.04||Ku

土佐市

61 一絃の琴 : 新装版

あり（永国寺2冊、池2冊）

913.6||Mi

オーテピア（2冊）、南国、田野

62 四国地方の民俗地図 徳島・香川・愛媛・高知

あり

382.1||To||11

オーテピア

60

未開の戦争, 現代の戦争
※一般的な資料で高知県関係資料ではない

国会デジタルコレクション

CiNiiで87館所蔵

国会デジタルコレクション

本学所蔵

請求記号（永国寺）

県内図書館所蔵
※まったく同一の資料を確認

63 寺田寅彦人と芸術

あり

910.268||Te

オーテピア（6冊）、土佐市

64 ひとくちに話せる人生じゃあない : 高知の女性の生活史

あり（永国寺2冊、池2冊、香美）

090.3||Ko

オーテピア（6冊）、工科大、高専

65 はりまや橋をわたって

あり

913.6||Hyu

オーテピア（5冊）、安芸、香美、南国、
四万十市、土佐清水、田野、いの、黒
潮町、津野

66 寺田寅彦随筆集

あり

914.6||138

オーテピア、高知大

67 中江兆民評論集

あり

304||167

オーテピア（3冊）、安芸、香南、土佐
清水

68 あつよしの夏

あり（永国寺、池、香美）

913.6||Sa||1

オーテピア（9冊）、安芸、香南、香美、
南国、土佐市、四万十市、田野、い
の、黒潮町、日高、工科大

913.6||Sa||2

オーテピア（6冊）、安芸、香南、津野、
香美、南国、土佐市、四万十市、宿
毛、田野、いの、黒潮町、日高、工科
大

タイトル

69 とおいわかれの日々に

あり（永国寺、池、香美）

その他
※まったく同一の資料を確
認

