
「インドへ行った人々」一覧表

803～806欠番

NO ★マーク 著者 生年 書名 出版社 刊年 定価 購入価 メモ
N-0001 ★★ 1969 1970 藤原新也 1944 インド放浪（朝日選書205） 朝日新聞社 1982 ¥840 ¥840

*最初のインド行き23歳　インド放浪の火つけ役の
本。

N-0002 1969 藤原新也 1944 印度放浪（朝日文庫） 朝日新聞社 1993 ¥1,000 ¥1,000
*1984年に出た朝日文庫2冊本の合版 1984年著者
40歳

N-0003 ★ 1975 藤原新也 1944 西蔵放浪 朝日新聞社 1977 ¥1,200 ¥400 *印度放浪に続くラダック放浪の記録

N-0004 1975 藤原新也 1944 西蔵放浪　上（朝日文庫） 朝日新聞社 1985 ¥540
*1977年版の文庫化。上下2冊の中に印度放浪のカ
ラー写真豊富。

N-0005 1975 藤原新也 1944 西蔵放浪　下（朝日文庫） 朝日新聞社 1985 ¥540 上下\650 *

N-0006 ★ 1970 藤原新也 1944 インド行脚（旺文社文庫） 旺文社 1982 ¥580 ¥300
*1972年アサヒグラフに連載の写真と文　カラー写真
豊富

N-0007 1967 1971 夫馬基彦 1943 熱と瞑想-あるインド紀行- 鳥書房 1973 ¥900 ¥300
*ソ連領中央アジアからアフガンを経てインドに入っ
た半年の放浪記

N-0008 ★ 1971 夫馬基彦 1943 印度巡礼　『熱の瞑想』の改題
ジャパン・パブ
リッシャース

1978 ¥1,200 ¥400
*この時期を境に若者のインド放浪の流行が始まっ
たという。

N-0009 ★ 1980 永淵閑 1944 インドを這う‐貧困と豊穣・混沌と悠久 立風書房 1982 ¥1,010 ¥1,010
*典型的な健全なインド放浪の記録。詳細に具体的
に書けている。

N-0010 ★ 1983 岳真也 1947 インド塾の交差点-コントン　世界での発見
情報センター出

版局
1984 ¥880 ¥350

*37歳の社会的生活をしていたものが行きづまりの
結果のインド放浪

N-0011 ★ 1983 岳真也 1947 今のインドと日本-モノを言う風速計
情報センター出

版局
1984 ¥880 ¥400

上記の本が時間的経過の記録。下の本はそれぞれ
のテーマで書く。

N-0012 ★ 1988 鈴木美保子 1959 インド風まかせ-女ひとり放浪の記- 連合出版 1993 ¥1,648 ¥600
*女の一人旅は少なくないが、きちんとした記録はこ
の本くらい。

N-0013 ★ 1977　83・84 浅野哲哉 1957
インドを食べる-豊穣の国・啓示の国　-

①1977.10～4②1982.1～6③1983.2～7④
1984.1～8

立風書房 1986 ¥1,200 ¥1,200 *4回のべ2年にわたるインド滞在で得た食の体験記

N-0014 ★ 1993 高野庸一 1948 インドへ-わが魂のさすらい- 三一書房 1995 ¥2,500 ¥2,500 *屈折の人生の清算のつもりのインド行く。

N-0015 1993 柳沢正 1953 インドの人々 採流社 1994 ¥1,800 ¥1,800
*高校教師からさまざまな職業を遍歴した者の、イン
ド単独旅行記

N-0016 1993 加藤憲史 ? インド逃避行 近代文芸社 1995 ¥1,500 ¥1,500
*自費出版の発行だろうか、編集不十分な若者のイ
ンド紀行。

N-0017 1978 本部隆一 1954 実践・インドとのかかわり方 南船北馬舎 1993 ¥1,300 ¥1,300 *

N-0018 1982 松石泉 1956 ふれてみたインド 石風社 1986 ¥1,030 ¥1,030
*25歳の人生の切目にインドを旅した青春の思い
で。刊行時29歳。

N-0019 ★ 1985 1991 三浦守 1957 黒帯、インドを行く 木犀社 1996 ¥1,957 ¥1,957
*インドで11年間柔道の普及に努めるユニークな人
生

N-0020 ★★ 1979
河野典生
山下洋輔

インド即興旅行 徳間書店 1979 ¥1,200 ¥500
*趣味と方向の違う2人の対話によるインド観。ユ
ニークな一書

西川文庫の寄贈を西川至先生より受けて、小菅村中央公民館の書庫に整理しています。西川先生は学校長を歴任され、退
職後にインドに関心を募らせ、インドおよびインドの本への旅をなさった方です。91歳(2013現在)、熱い情熱をもった、敬愛す
る先達です。

インド滞在歴



N-0021
1973
2月～
6月

清水潔 1941 インド・ネパール旅の絵本
伝統と現代社　現
代ジャーナリズム

出版会
1974 ¥1,400 ¥600

*インド紹介草分けのころの本。イラストがリアルでよ
い。

N-0022 1973 清水潔 1941 インド・ネパール旅の絵本（旺文社文庫） 旺文社 1986 ¥380 ¥300 *

N-0023 ★★ 1973 1975 田村隆一 1923 インド酔夢行
日本交通公社出

版部
1976 ¥980 ¥900

*「旅」に連載するための取材紀行。早い時期のイン
ド報告。

N-0024 ★ 1973 1975 田村隆一 1923 インド酔夢行（集英社文庫） 集英社 1981 ¥240 ¥100
*詩人のもつ感性がそこここに見られる一級の報告
書。

N-0025 ★★ 1978 1983 妹尾河童 1930 河童が覗いたインド 新潮社 1985 ¥1,200 ¥500 *インド旅行のバイブルのような本となった。

N-0026 ★ 1978 1983 妹尾河童 1930 河童が覗いたインド（新潮文庫） 新潮社 1992 ¥520 ¥520
*「話の詩集」に8年間にわたって連載もの。すべて
手書き。

N-0027 ★ 1983 椎名誠 1944 インドでわしも考えた 小学館 1984 ¥680 ¥200
*「週刊ポスト」に連載したものの単行本。6月酷暑の
インド行。

N-0028 1983 椎名誠 1944 インドでわしも考えた(集英社文庫） 集英社
*3メートル浮上できる行者を探してのインド行。文庫
判はアート紙で。

N-0029 ★★ 1988 1989 宮脇俊三 1926 インド鉄道紀行 角川書店 1990 ¥1,000 ¥1,000 *「野生時代」に連載のための取材旅行。

N-0030 ★ 1988 1989 宮脇俊三 1926 インド鉄道紀行（角川文庫） 角川書店 1993 ¥520 ¥100 *世界各地の汽車旅の最後を飾るもの。

N-0031 ★★ 1979 斎藤次郎 1939 インド子連れ旅 サンマーク出版 1982 ¥980 ¥300
*取材目的でない家族旅行。いい交流の旅の記録
が残されている。

N-0032 ★ 1989
黒古　綾

麻己
私たちインドに行きました 六興出版 1991 ¥1,200 ¥600

*群馬県の小学生と中学生の作文。類書がなく面白
い。

N-0033 ★ 1993 原田彰 1948 父子三人インドの旅 双葉社 1994 ¥1,600 ¥1,600
*父親と二人の男の子のインド行。スリルもあって面
白い。

N-0034 ★ 1983 1984 蔵前仁一 1956 ゴーゴー・インド 凱風社 1986 ¥1,545 ¥1,545
*イラスト入りのインドガイドブック。内容は多彩で役
にたつ。

N-0035 1979 1985 伊藤武 1957
身体にやさしいインド

-神秘と科学の国の　「生きる知恵」-
講談社 1994 ¥1,500 ¥1,500

*77年から86年までインドの隅々まで歩いて調べた
あとの本。

N-0036 1961 1981 山際素男 1929 インド大地の歌声 三一書房 1984 ¥1,400 ¥800 *

N-0037 1961 1981 山際素男 1929 不可触民 三一書房 1981 ¥1,400 ¥600 *

N-0038 1971 1977 渡辺建夫 1942 インド青年群像 晶文社 1978 ¥1,200 ¥800 *

N-0039 1971 1980 渡辺建夫 1942 インド反カーストの青春 晶文社 1983 ¥1,400 ¥600 *

N-0040 ★★ 1979 1990 山田和 1946 インドの大道商人 平凡社 1990 ¥3,800 ¥3,800
*これはすばらしいインド紹介の本。カラー多数。ラ
ジャスタン州の大道商人。

N-0041 ★ 1978　１～３ 川又一英 1944
さすらいびとの唄　-インドの大地の放浪者

たち-
音楽之友社 1979 ¥1,500 ¥900

*インドを見る目の対象をしぼって的確に報告してい
る。

N-0042 長谷川まり子 インドへ行こう スターツ出版 1996 ¥1,500 ¥1,500 *インド旅行の手引書のような書きぶり。

N-0043 1992 新堀通子 インド紀行-黄色い花の海 あじあ愛好会 1993 ¥980 ¥980 *ワープロと手書きのイラスト入りの自費出版。

N-0044 ★ 1985 井口芳雄 1931 インド初旅-デカンを越えて 日本図書刊行会 1986 ¥1,000 ¥500 *

N-0045 1972 1973 宗谷真爾 1925
インド・東南アジア紀行

-エロスの神々を訪ねて-
中央公論社 1986 ¥1,200 ¥600 *



N-0046 1972 1973 宗谷真爾 1925
インド・東南アジア紀行

-エロスの神々を訪ねて-（中公文庫）
中央公論社 1991 ¥560 ¥560

N-0047 1963 1967 中河与一 1897 ネパール・印度 読売新聞社 1970 ¥650 ¥500 *早い頃、老作家（天の夕顔）のインド紀行。

N-0048 ★★ 1956 堀田善衛 1907 インドで考えたこと（岩波新書） 岩波書店 1957 ¥580 ¥580
*第1回アジア作家会議の事務局の仕事のため渡印
草分けのインド紹介の本。

N-0049 ★★ 1958 上野照夫 1907 インド紀行 中央公論社 1988 ¥1,390 ¥1,390
*昭和33年のインドの仏跡発掘に携わった記録。著
者没後に刊行された。

N-0050 ★ 1985 1986 伊勢崎賢治 1957 インドスラム・レポート 明石書店 1987 ¥2,060 ¥2,060
*インドのスラムから仲間に「インド通信」として送っ
たもの。

N-0051 紅山雪夫 1927 インド歴史の旅-ネパール・セイロン 白馬社 1975 ¥870 ¥300 *

N-0052 ★ 紅山雪夫 1927 不思議の国インド
トラベル　ジャー

ナル
1995 ¥1,800 ¥1,800 *インド紹介の小百科事典のような本

N-0053 1974 此経啓助 1942 アショカとの旅-インドの便り- 現代書館 1978 ¥1,200 ¥450 *

N-0054 ★ 1975 横尾忠則 1936 インドへ 文芸春秋 1977 ¥1,200 ¥500 *インドの紀行文は「週刊プレイボーイ」に連載。

N-0055 1975 横尾忠則 1936 インドへ（文春文庫） 文芸春秋 1983 ¥400 ¥100
*ビートルズとか三島由紀夫に触発されてのインド行
き。

N-0056 ★ 1978 瀬戸内晴美 1922 インド夢幻 朝日新聞社 1982 ¥1,300 ¥850 *週刊朝日に「インド紀行」として連載。

N-0057 1977 伊藤武 1957 こころを鍛えるインド 講談社 1995 ¥1,500 ¥1,500 *

N-0058 1977 鈴木一郎 1930 インド思索行 第三文明社 1878 ¥1,800 ¥800 *

N-0059 ★ 安引宏 カルカッタ大全 人文書院 1988 ¥2,420 ¥1,000 *

N-0060 松山俊太郎 1930 インドを語る 白順社 1988 ¥1,500 ¥800 *神田の美学校で話したことの再構成

N-0061 ★ 1960 津田元一郎 1925 インドの心 日本評論社 1980 ¥1,500 ¥750 *

N-0062 ★ 1973 吉岡昭彦 1927 インドとイギリス（岩波新書） 岩波書店 1975 ¥230 ¥230
*イギリス経済の研究者がイギリスとの関係でインド
を見る。

N-0063 ★★ 1952 1956 荒松雄 1921 インドとまじわる 未来社 1982 ¥1,800 ¥1,000
*草分けのインド学者。人間としての生きざまもよく
わかる。

N-0064 ★ 1952 1956 荒松雄 1921 インドとまじわる（中公文庫） 中央公論社 1992 ¥720 ¥720 *べナーレスに2年、デリーに2年のインド留学の所産

N-0065 ★ 1952 1956 荒松雄 1921
青春、さもなくば森

ーインドユーラシァ、そして私ー
未来社 1991 ¥2,266 ¥700 *

N-0066 ★ 1952 1956 荒松雄 1921 わが内なるインド 岩波書店 1986 ¥2,300 ¥800 *

N-0067 ★★ 1953・55 中根千枝 1926 未開の顔・文明の顔（毎日出版文化賞受賞） 中央公論社 1959 ¥380 ¥480
*4年間インドとヨーロッパに留学して社会人類学を
極める好記録

N-0068 ★ 1953 中根千枝 1926 未開の顔・文明の顔（中公文庫） 中央公論社 1990 ¥520 ¥520
*30代前半にこれだけの考察と分析ができたことは
驚異の感じ。

N-0069 ★★ 1965 1968 糸川英夫 1912 第三の道ーインドと日本のエントロピー CBSソニー 1982 ¥1,300 ¥500
*インドにおけるロケット指導のため招聘され、日本
を考える。

N-0070 ★ 1965 1968 糸川英夫 1912第三の道ーインドと日本のエントロピー（中公文庫）中央公論社 1994 ¥500 ¥500

N-0071 ★★ 1958 1961 石田保昭 1930 インドで暮らす（岩波新書） 岩波書店 1963 ¥150 ¥150
*3年2ヶ月のニューデリーで日本語教師として着任。
貴重なインド滞在報告



N-0072 ★★ 1969 1971 辛島貴子 1942 私たちのインド（北洋選書） 北洋社 1978 ¥980 ¥500
*夫辛島昇氏に従って南インドで子育てをした主婦と
しての記録

N-0073 ★★ 1969 1971 辛島貴子 1942 私たちのインド（中公文庫） 中央公論社 1983 ¥640 ¥640
*細部に亘ってインドの人々の生活を異邦人の目で
とらえた書。

N-0074 ★★ 1974 1976 島岩 1950 インド-心と文化のオクターブー 明石書店 1994 ¥2,060 ¥800
*ボンベイ近くのブーナにサンスクリット語の研究で
留学。

N-0075 ★ 1977 1980 中村研二 住んでみたインド-この途方もない国- サイマル出版会 1982 ¥1,300 ¥600
*かつて乗り入れていた日航の支店長として勤務滞
在した3年1カ月

N-0076 ★ 1980 1984 五島昭 1942
インドの大地で

-世俗国家の人間模様-（中公新書）
中央公論社 1986 ¥520 ¥390 *毎日新聞ニューデリー支局長として4年間勤務

N-0077 ★ 1977 1980 蜷川真夫 1938 インド人の世界 朝日ソノラマ 1979 ¥800 ¥390
*朝日新聞ニューデリー支局長として4年間の勤務体
験記

N-0078 ★ 1977 1980 蜷川真夫 1938
インド人力宇宙船（朝日文庫）

（「インド人の世界」改題）
朝日新聞社 1985 ¥400 ¥150 *

N-0081 ★ 1980 1984 吉村文成 1940 インド同時代 めこん 1985 ¥1,800 ¥1,800 *朝日新聞ニューデリー支局長。蜷川氏の後任。

N-0082 1983 1986 大泉博子 1950 インドから考えるアジア 学生社 1988 ¥1,400 ¥500
*ユニセフ職員としてインドに滞在。自らを健康呆子
と名乗る。

N-0083 ★ 1990 1992 高橋英彦 1936 インド発、国連職員の日々 日本放送協会出版会1994 ¥850 ¥850 *

N-0084 ★★ 1971 1974 後藤亜紀 1940 星降るインド 講談社 1981 ¥1,100 ¥600
*大使館勤務の夫と共にニューデリーに滞在。主婦
感覚のインド観

N-0085 ★ 1971 1974 後藤亜紀 1940 星降るインド（旺文社文庫） 旺文社 1984 ¥380 ¥200

N-0086 ★★ 1960 ダゴール暎子 1936 嫁してインドに生きる 筑摩書房 1984 ¥1,400 ¥200
*数奇な運命でダゴール家の長男の嫁となりカル
カッタに暮らす。

N-0087 ★ 1960 ダゴール暎子 1936 嫁してインドに生きる（ちくま文庫） 筑摩書房 1993 ¥620 ¥620
*ほかの誰にも書けないインドの家庭（上流社会）の
日々の記録。

N-0088 ★ 1960 ダゴール暎子 1936 私のなかのインド（ちくま文庫） 筑摩書房 1994 ¥620 ¥620 *ダゴール家におけるインド体験から出たインド観

N-0089 ★ 1994 ダゴール暎子 1936 インド探訪 筑摩書房 1995 ¥1,980 ¥1,980 *

N-0090 ★★
1937

（S12）
山本晋道 1901 天竺紀行（写真多数） 是真会出版会 1941 ¥13 ¥1,200

*昭和12年で単身インドに渡り3カ月で仏跡を巡った
貴重な記録。

N-0091
真鍋俊照
前田幸作

1939
1926

インド・西チベット・ネパールの旅 六興出版 1980 ¥1,900 ¥600 *

N-0092 1983 松本清張 密教の水源をみる-空海・中国・インド 講談社 1984 ¥2,100 ¥1,000 *

N-0093 ★
小林正典
三友量順

1949
1946

ブッダの生涯（とんぼの本） 新潮社 1990 ¥1,300 ¥1,300 *

N-0094 長谷川明 1949 インド神話入門（とんぼの本） 新潮社 1989 ¥1,400 ¥600 *

N-0095 1979 1980 野崎至亮 1939 インド仏跡思索の旅 潮出版社 1982 ¥1,200 ¥500 *

N-0096 植木雅俊 1951 仏陀の国・インド探訪 メディアルネッサンス1994 ¥2,900 ¥1,800 *

N-0097
奈良康明
山折哲雄

1929
1931

神と仏の大地インド 佼成出版社 1982 ¥1,600 ¥800 *

N-0098 ★ 中村元 1912 インド思想史第2版（岩波全書） 岩波書店 1968 ¥2,200 ¥0 *早田啓子さんより



N-0099 ★ 1952・56・60 中村元 1912 インド紀行-伝統と文化の探求- 春秋社 1963 ¥1,000 ¥450 *

N-0100 ★ 堀沢祖門 1929
インド仏教の再生

-少年留学僧サンガラトナの歩み-
都朋社 1986 ¥1,600 ¥300 *

N-0101 ★ 久保田展弘 1941 インド聖地巡礼（新潮選書） 新潮社 1991 ¥1,100 ¥1,100 *

N-0102 ★ 前田行貴 1926 佛跡巡禮-インドへの道- 蓮河舎 1990 ¥1,800 ¥0 *永福寺の栗山さんより

N-0103 江原通子 1920 旅ゆく-享楽とインドと詩し華と- 大蔵出版 1985 ¥1,600 ¥400 *著者は元文春社員。ときどきに書いて残したもの。

N-0104 1994 大路唯彦 大阪弁のインド仏跡恥ずかしの旅 近代文芸社 1995 ¥1,700 ¥1,700
*私家版に近い出版物。紀行文の中にむずかしい仏
教理論がある。

N-0105 1976
角田直美
麻井玖美

1934
1935

インド紀行（カラーブックス） 保育社 1980 ¥430 ¥150 *

N-0106 前嶋信次 玄奘三蔵-史実西遊記-（岩波新書） 岩波書店 1952 ¥200 ¥200 *

N-0107 陳舜臣 1924 天竺への道（朝日文庫） 朝日新聞社 1991 ¥470 ¥470 *

N-0108 湯浅泰雄 1925 玄奘三蔵 名著刊行会 1992 ¥5,000 ¥2,800 *

N-0109 岡本文良 如幻アショーカ スタジオVIC 1977 ¥1,300 ¥300 *

N-0110 ★★ 1952 荒松雄 1921 ヒンドゥー教とイスラム教（岩波新書） 岩波書店 1977 ¥580 ¥580
*ヒンドゥー教（イスラム教）を理解する上で最良の手
引書。

N-0111 ★ 1960 小田実 何でも見てやろう 河出書房新社 1969 ¥1,200 ¥500
*1959年からアメリカ留学の終わりに、ヨーロッパか
らアジアにかけての放浪記。

N-0112 ★ 1971 色川大吉 ユーラシア大陸思索行 平凡社 1973 ¥750 ¥800
*1971年6月より半年間、リスボンよりカルカッタまで
車で走る冒険の旅

N-0113 ★ 1971 色川大吉 ユーラシア大陸思索行（中公文庫） 中央公論社 1976 ¥520 ¥520
*文庫本には、日々の費用の明細も出ていて面白
い。

N-0114 ★ 1994 色川大吉 わが聖地放浪　カイラスに死なず 小学館 1994 ¥1,500 ¥1,500
*1994年にインド再訪の「わが心の旅」も加えてのチ
ベット紀行

N-0115 色川大吉 雲表の国 小学館 1988 ¥1,500 ¥1,500
*1986年4月9日から5月末までの青海省からチベット
踏査行

N-0116 1977 NHK取材班
あの時世界は……

磯村尚徳　戦後史の旅　(1)
日本放送出版協

会
1979 ¥980 ¥400 *

N-0117 1980 NHK取材班 永遠のガンジス
日本放送出版協

会
1980 ¥1,100 ¥200 *

N-0118 ★ 1993
NHK取材班
アジアハイ
ウェー・プロ

アジアハイウェイ②バングラデシュ、インド
褐色のインド亜大陸

NHK出版 1994 ¥1,800 ¥1,800 *1992年93年の6回放送の中の3～4回の報告。

N-0119 ★ 1993

NHK取材班
アジアハイ
ウェー・プロ

ジェクト

アジアハイウェイ③パキスタン・アフガニスタ
ン・イラン　コーランが聞こえる

NHK出版 1994 ¥1,800 ¥600 *テレビと併せて見ると問題意識が深くなる。

N-0120 1994 深田祐介 最新東洋事情1995年版 文芸春秋 1995 ¥1,500 ¥500 *開放政策後のインドの変化を的確にとらえている。

N-0121 ★★ 1962 辛島昇編 インド　読んで旅する世界の歴史と文化 新潮社 1992 ¥3,000 ¥3,000
*1993年のインド旅行に備えて求めた本。多方面に
解説がある。



N-0122 ★★
1957・
1989

1993 武藤友治 1930 今日のインド　-類を見ない多様性の国- サイマル出版会 1994 ¥1,800 ¥1,800
*題名のとおり現在のインドを広い範囲から紹介した
貴重な書。

N-0123 ★
1957・
1989

1993 武藤友治 1930 インド万華鏡　変幻の世界に魅せられて サイマル出版会 1995 ¥1,800 ¥1,800 *

N-0124 ★ 1962 辛島昇編 1933 インド入門 東京大学出版会 1977 ¥1,600 ¥600 *

N-0125 ★ 1962 辛島昇編 1933 ドラヴィダの世界　インド入門Ⅱ 東京大学出版会 1994 ¥3,914 ¥1,500
*「インド入門」から17年振りに出た南インドの紹介学
術入門書。

N-0126
1961
1979

伊賀正二
絵所秀紀

1937
1947

立ちあがるインド経済 日本経済新聞社 1995 ¥1,700 ¥1,700

N-0127 伊東敬 現代インド論 大和書店 S15　1940 ¥1,000

N-0128 1962 辛島昇 1933 南アジア（地域からの世界史５） 朝日新聞社 1992 ¥1,500 ¥800

N-0129
スニティ・L・
ナーラヤン
芳賀明夫

インドの不思議 図書出版社 1994 ¥1,545 ¥1,545
*不思議な本である。こんな本が出版されるとは。瀬
戸内寂聴推薦本

N-0130 1987
B・チャータ

ジー　野田英
1951
1927

インドでの日本式経営
ーマルチとスズキの成功ー

サイマル出版会 1993 ¥1,700 ¥500

N-0131 1964
K・ナイヤル
黒沢一晃 1932

インド政治の解剖ー独裁政治への審判ー サイマル出版会 1979 ¥1,200 ¥450

N-0132 荒松雄 1921 現代インドの社会と政治（中公新書） 中央公論社 1992 ¥520 ¥520
*1958年弘文堂より処女論文として刊行されたもの
の文庫本化。

N-0133
慧立彦棕
長澤和俊 1928

玄奘三蔵ー　西域・インド紀行 桃源社 1978 ¥1,500 ¥600 *

N-0134 1912
E・M・フォス
ター　瀬尾裕

1879
インドへの道 筑摩書房 1985 ¥1,600 ¥900 *

N-0135
ボンゼルス
実吉捷郎

インド紀行　上（岩波文庫） 岩波書店 1943 ¥520 ¥520 *ボンゼルスは「みつばちマーヤ」の作者

N-0136
ボンゼルス
実吉捷郎

インド紀行　下（岩波文庫） 岩波書店 1943 ¥520 ¥520
*1943年（s18）刊の文庫が1994年にアンコール再刊
のもの

N-0137
C・チャンダル

謝秀麗 1950
ペシャワール急行　現代インド文学選集 めこん 1986 ¥1,500 ¥800 *

N-0138 ★ 1962
V・S・ナイ

ボール　安引
宏・大江原弥

インド・闇の領域 人文書院 1985 ¥1,500 ¥1,000 *

N-0139 ★ 1962
V・S・ナイ

ボール　安引
宏・大江原弥

インド・光と風　続インド・闇の領域 人文書院 1985 ¥1,700 ¥1,000 *

N-0140
V・S・ナイ

ボール　工藤
インドー傷ついた文明ー　岩波現代選書 岩波書店 1978 ¥1,100 ¥500 *

N-0141 ★★ 1980・1982
ドミニク・ラピ
エール　　長 1944

歓喜の町カルカッタ　上 河出書房新社 1987 ¥1,600 ¥1,000 *

N-0142 ★★ 1980・1982
ドミニク・ラピ
エール　　長 1944

歓喜の町カルカッタ　下 河出書房新社 1987 ¥1,600

N-0143 ★ 1980・1982
ドミニク・ラピ
エール　　長 1944

歓喜の町カルカッタ　上（河出文庫） 河出書房新社



N-0144 ★ 1980・1982
ドミニク・ラピ
エール　　長 1944

歓喜の町カルカッタ　下（河出文庫） 河出書房新社

N-0145 アントニオ・ダブッキ インド夜想曲 白水社 1991 ¥1,500 ¥700 *

N-0146 ★★ 1969
ヘザー・ウッド
安引宏（訳）

インド・大いなる母　海外旅行選書
－三等列車の旅八〇〇〇キロー

図書出版社 1992 ¥5,015 ¥3,000 *

N-0147 ★★ 1970
プラフルラ・モ
ハンティ　小

1935
1938

わがふるさとのインド 平凡社 1975 ¥2,300 ¥2,300 *

N-0148 ★★ 1985
プラフルラ・モ
ハンティ　小

1935
1939

わがふるさとインドの変貌 平凡社 1992 ¥3,000 ¥3,000 *

N-0149
ラマナ・マハ

リシ　　おおえ
まさのり（訳）

南インドの瞑想　ラマナ・マハリシとの対話 大陸書房 1983 ¥1,200 ¥600 *

N-0150
ポール・プラ
ントン　　　日
本ヴェダーン

秘められたインド
日本ヴェダーンタ

協会
1982 ¥1,200 ¥500 *

N-0151

ビブティショ
ン・ボンド

パッタエ　林
良久（訳）

大地の歌 新宿書房 1984 ¥2,060 ¥2,060
*名作映画『大地の歌』の原作。映画に出ない部分
の内容もある。

N-0152 沖守弘 1929 マザー・テレサ 講談社 1981 ¥1,200 ¥500 *

N-0153 ★★ 遠藤周作　 深い河　ディープ・リバー 講談社 1993 ¥1,800 ¥1,000 *

N-0154 遠藤周作　 深い河をさぐる 文芸春秋 1994 ¥1,200 ¥500 *

N-0155 ★
ポール・セ

ルー　　阿川
1941
1920

鉄道大バザール 講談社 1977 ¥1,200 ¥500 *

N-0156 ★ 1975 峰敏朗 1937 インドの酷暑砂漠に日本人収容所があった 朝日ソノラマ 1995 ¥1,600 ¥1,100
*戦争中の隠された事実を掘り起こした労作。著者
に「ニューデリー日本人学校」あり

N-0157 1974 1976 阿部慈園 1947 インド仏教文化入門 東京書籍 1989 ¥1,200 ¥800 *

N-0158 ★ 1974 1976
阿部慈園
石川響画

1947
インド四季暦　春・夏そして雨季 東京書籍 1992 ¥1,600 ¥800

N-0159 ★ 1974 1976
阿部慈園
石川響画

1947
インド四季暦　秋・冬 東京書籍 1992 ¥1,600 ¥800

N-0160 ★★ 1962 小西正捷 1938 多様のインド世界　人間の世界歴史⑧ 三省堂 1981 ¥1,800 ¥500 *

N-0161 ★
辛島昇

奈良康明
インドの顔　生活の世界歴史⑤

（1975年版の文庫化）
河出書房新社 1991 ¥680 ¥680 *

N-0162 岩瀬一郎 1950 インドの旅　エリア・ガイド147 昭文社 1990 ¥1,330 ¥400 *

N-0163 1977 浅野哲也 1957 南インドの旅　エリア・ガイド165 昭文社 1991 ¥1,330 ¥200 *

N-0164 ★★
町田甲一（監
修）　福田徳
郎（写真）

1916
1936

アジャンター石窟寺院 朝日新聞社 1987 ¥6,200 ¥4,500

N-0165 ★ 陳舜臣 インド三国志 平凡社 1984 ¥1,330 ¥950 *

N-0166 ★ 辛島昇（編） 1933 インド世界の歴史像　民族の世界史 山川出版社 1985 ¥3,800 ¥400 *

N-0167 辻直四郎 1899 インド文明の曙（岩波新書） 岩波書店 1967 ¥150 ¥100 *

1973・1975



N-0168 山本達郎（編） インド史　世界各国史Ⅹ 山川出版社 1960 ¥500 ¥350 *

N-0169 近藤治
インドの歴史　多様の統一世界

新書東洋史⑥（講談社現代新書）
講談社 1977 ¥600 ¥600 *

N-0170 佐藤圭四郎 古代インド　カラー版世界の歴史⑥ 河出書房 1968 ¥580 ¥580 *

N-0171 岩村忍 インドと中近東　カラー版世界の歴史⑲ 河出書房 1969 ¥580 ¥580 *

N-0172 塚本善隆 1898 唐とインド　世界の歴史④ 中央公論社 1968 ¥1,000 ¥150 *

N-0173 ★ 中村元 1912 ガンジスの文明　世界の歴史⑤ 講談社 1977 ¥1,200 ¥300 *

N-0174
田中於莵弥

荒松雄
変貌のインド亜大陸　世界の歴史24 講談社 1978 ¥1,200 ¥300 *

N-0175 中村平治 南アジア現代史１インド 山川出版社 1977 ¥1,300 ¥1,000 *

N-0176 ★ 1959 1961 山崎利男 1929 悠久のインド　ビジュアル版世界の歴史４ 講談社 1985 ¥2,200 ¥500 *

N-0177 石田保昭 1930 ムガル帝国とアクバル帝 清水書院 1984 ¥520 ¥200 *

N-0178 ★ 渡辺健夫 1942 タージ・マハル物語（朝日選書） 朝日新聞社 1988 ¥1,140 ¥1,140 *

N-0179 ★ 長崎暘子 1937 インド大反乱一八五七年（中公新書） 中央公論社 1981 ¥480 ¥400 *

N-0180 ★★ 1940 蝋山芳郎 1907 インド・パキスタン現代史（岩波新書） 岩波書店 1967 ¥150 ¥100 *

N-0181 山本眞弓 1958 ネパール人の暮らしと政治（中公新書） 中央公論社 1993 ¥680 ¥980 *

N-0182 ★★ 辛島昇・他 南アジアを知る事典 平凡社 1992 ¥7,800 ¥5,000 *

N-0183
A・M・ナイル
河合　伸（訳）

1905
知られざるインド独立闘争

A・M・ナイル　回想録
風濤社 1983 ¥2,300 ¥2,300 *

N-0184 ★★ 春美・ウイリアム1939 母なるインド　勇気ある女性のひとり旅 芙蓉書房 1970 ¥650 ¥1,000 *

N-0185 青山圭秀 1959 理性のゆらぎ 三五館 1993 ¥1,700 ¥800 *

N-0186 青山圭秀 1959 アガスティアの葉 三五館 1994 ¥1,700 ¥1,000 *

N-0187 1973・1975
パンタ笛吹

眞弓香
1952
1958

アガスティアの葉の秘密
精神世界とインドの旅

たま出版 1995 ¥1,500 ¥500 *

N-0188 中村尚司 1938 豊かなアジア・貧しい日本 学陽書房 1989 ¥1,550 ¥1,200 *

N-0189 学研 ヒンドゥー教の本　インド神話を語る 学研 1995 ¥1,200 ¥1,200 *

N-0190 ★ 蝋山芳郎（訳） ガンジー自叙伝・ネルー自叙伝　世界の名著63 中央公論社 1967 ¥440 ¥500 *

N-0191 1969・80・82・86 平山郁夫 1930 西から東へー平山郁夫文集（中公文庫） 中央公論社 1991 ¥760 ¥760 *

N-0192 ★ 1968 安藤亨 1935
写真集　ガンガー生々
聖地を撮る（中公文庫）

中央公論社 1993 ¥1,100 ¥1,100 *

N-0193
スッタニパー
タ　　中村元

ブッダのことば（岩波文庫） 岩波書店 1984 ¥720 ¥350 *

N-0194 仲屋むげん堂企画室 アジア雑貨仕入旅　同時代ライブラリー24 岩波書店 1990 ¥900 ¥450 *

N-0195 ★ 1979 佐藤健 1942 マンダラ探検　チベット仏教踏査（中公文庫） 中央公論社 1988 ¥580 ¥100
*ラダックのチベット仏教寺院を踏査　1981年人文書
院より初版



N-0196
木村駿　木村

治美
1930・32 曙のイスラマバード（文春文庫） 文芸春秋 1984 ¥300 ¥100

*1979年9月24日～11月4日まで両親が子供に送っ
た手紙

N-0197 1967 三島由紀夫 暁の寺　ー豊穣の海ー（３）（新潮文庫） 新潮社 1977 ¥280 ¥100
*S45年新潮社より4部作として刊行。この巻にベナレ
ス行きの話

N-0198 ★★ 内山澄夫 夢か、マハラジャ 朝日新聞社 1988 ¥3,800 ¥3,800
*ラジャスタンにおけるインドの王族の末裔の豪華写
真集。

N-0199 1993・1994 シネ・フロント 深い河（シナリオ完全版） シネ・フロント社 1995 ¥515 ¥515 *映画「深い河」のシナリオその他参考事項。

N-0200 ★ 1992・1993 俵万智 ある日、カルカッタ（新潮45） 新潮社 1994
*映画「ガンガー」出演のためインド滞在の記録。コ
ピー製本。

N-0201 ★ 1992・1993 ケン・プロ ガンガー俵万智イン・カルカッタ ケン・プロ 1994 ¥500 ¥500 *映画「ガンガー」の解説書。

N-0202 ★ 1993 松尾翔 インド・デカン高原一千キロを行く 松尾 1993 ¥0 ¥0 *コピー製本。

N-0203 1993 高田蓉子 黄身の白い卵の国 高田蓉子 1993 ¥0 ¥0 *1993年2月の旅を終えての作品。　コピー製本。

N-0204 1993 猫屋犬平 インド糞尿談 猫屋犬平 1993 ¥0 ¥0
*1993年2月に10日間のインド旅行での見聞録。　コ
ピー製本。

N-0205 1988 竹井博友 インド・ネパール写真紀行 竹井出版 1988 ¥1,500 ¥1,000 *私家版に近い出版物。オールカラー。

N-0206 1977 1978 安井廣之 インド写真集　如来心 安井廣之 1981 ¥350 *私家版

N-0207 タイムライフ インド料理　世界の料理 タイム・ライフ 1974 ¥1,500 ¥500 *

N-0208 ★★ 1976 1978
奈良康明
丸山勇（写

天竺への旅　第1集ブッダの生涯をたずねて 学習研究社 1983 ¥2,000 ¥700 *すぐれたインドの写真あり。

N-0209
会田雄次　他

監修
インド文化圏　世界歴史シリーズ⑥ 世界文化社 1968 ¥1,200 ¥500 *

N-0210 日本経済新聞社 インド古代彫刻展（図録） 日本経済新聞社 1984 ¥2,000 ¥0 延原啓さんより

N-0211 ★★
ヴィクトリア＆
アルベート美

インド宮廷文化の花（図録）
細密画とデザインの世界

NHKきんき
メディアプラン

1994 ¥2,000 ¥2,000 *サンシャイン・オリエント博物館での展覧会で。

N-0212 ★ 大英博物館 インドの仏像とヒンドゥーの神々（図録） 朝日新聞社 1994 ¥2,000 ¥2,000 *東武美術館での展覧会で。

N-0213 樋口康隆 1919 インドの聖域　世界の大遺跡⑧ 講談社 1985 ¥5,970 ¥5,970 *

N-0214 ★ 1969 1972
中村元
肥塚隆 1941

ガンジスの聖地　世界の聖域⑥ 講談社 1979 ¥3,300 ¥2,000 *

N-0215 1959 1962 小西健吉 1920 ガンジス・メコン・ポトマックに捧ぐ 小西さやか 1980 非売 ¥150
*私家版　著者は毎日新聞社勤務。右記の期間
ニューデリー特派員

N-0216 ★★

アミーナ・オカ
ダ　M・Cジョ
ン　　　　　中
尾ハジメ（訳）

タージ・マハル（豪華写真集） 岩波書店 1994 ¥10,000 ¥10,000 *岩波書店とフランスの出版社との合同出版。

N-0217 ★ 白川義員 1935 仏教伝来　白川義員写真展図録
仏教伝来写真展

事務所
1987 ¥1,500 ¥1,500 *

N-0218 ★★ 白川義員 1935 仏教伝来　第1巻　インドから西域へ 学習研究社 1986 *

N-0219 ★★ 白川義員 1935 仏教伝来　第2巻　シルクロードから飛鳥へ 学習研究社 1986

N-0220 ★★ 白川義員 1935 仏教伝来　第3巻　インドから南海諸国へ 学習研究社 1986 3冊計\86000

N-0221 1963 福田和彦 コナラク太陽神殿 芳賀書店 1973 ¥1,800 ¥0 *延原啓さんより

N-0222 ★ 荒松雄 1921壮年・熟年・老年ーアジアの古典から考えるー 一隅会 1992 ¥0 *高田蓉子さんより

N-0223 町田甲一 インド国立博物館　世界の博物館22 講談社 1979 ¥2,500 ¥2,500 *



N-0224 深井聰男 1944 インドを歩く　三千世界の旅ガイド
YOU出版社
山と渓谷社

1979 ¥1,300 ¥500 *

N-0225 ★
地球の歩き
方　　編集室

地球の歩き方　3　インド ダイヤモンド社 1995 ¥1,680 ¥800 *

N-0226 荒松雄・他
インド・パキスタン・セイロン

世界の文化地理3
講談社 1964 ¥2,300 ¥3,200

*最初に求めた本格的なインド紹介の本。この時代
のインドがわかる。

N-0227 ★★ 西川一三 1918 秘境西域八年の潜行　上 芙蓉書房 1967 ¥600 ¥1,500 *

N-0228 ★★ 1945 西川一三 1918 秘境西域八年の潜行　下 芙蓉書房 1968 ¥600 ¥1,500 *

N-0229 ★★ 1945 西川一三 1918 秘境西域八年の潜行　別巻　（新装版） 芙蓉書房 1977 ¥2,000 ¥1,000 *

N-0230 1955 1956 斎藤吉史 1919 第三の世界ー変貌するインドー 東洋新聞経済社 1959 ¥350 ¥500 *

N-0231 ★★ 1976 1979 松本裕美 1949 ファンタスティック　インド 芙蓉書房 1986 ¥1,500 ¥500 *

N-0232 1962
西岡京治
西岡里子

神秘の王国
ヒマラヤの王国に日本のふるさとを見た

学習研究社 1978 ¥980 ¥980 *

N-0233 1970 小方全弘 1933 ブータン感傷旅行 茗渓堂 1972 ¥980 ¥980 *

N-0234 1968・72・74 小方全弘 1933 続ブータン感傷旅行 茗渓堂 1976 ¥1,500 ¥1,500 *

N-0235 1969 桑原武夫（編） 1904 ブータン横断紀行 講談社 1978 ¥1,200 ¥1,200 *

N-0236 ★★ 1971

毎日コミュニ
ケーションズ
（写真）松本

栄一

1948 印度第一巻　仏陀の道
毎日コミュニケー

ションズ
1980

*松本氏が1971.9～73.5・74.4～75.4・76.10～11・
77.8～11

N-0237 ★★

毎日コミュニ
ケーションズ
（写真）松本

栄一

1948 印度第二巻　刻まれた祈り
毎日コミュニケー

ションズ
1980

*1978.11～12・78.2～4の6回にかけてインドで撮影
した写真で構成

N-0238 ★★

毎日コミュニ
ケーションズ
（写真）松本

栄一

1948 印度第三巻　豊穣の世界
毎日コミュニケー

ションズ
1980 ¥57,000 ¥10,000 *松本裕美さんの詩が巻末に載せられている。

N-0239 井筒敏彦 コーラン　上　（岩波文庫） 岩波書店 1957 ¥300 ¥0 *

N-0240 井筒敏彦 コーラン　中　（岩波文庫） 岩波書店 1958 ¥300 ¥0 *

N-0241 井筒敏彦 コーラン　下　（岩波文庫） 岩波書店 1958 ¥300 ¥0 *

N-0242 NHK取材班
遥かなるブータン　ーヒマラヤのラマ教王国

をゆくー
日本放送出版協

会
1983 ¥1,800 ¥1,800 *

N-0243 ★ 1969 大谷幸三 1948
性なき巡礼ー　インド半陰陽社会を探る

第3回PLAYBOYドキュメント・ファイル大賞
集英社 1984 ¥980 ¥500

*ヒジュラといわれる特殊な人々の集団の記録。類
書はない。

N-0244 1924

パーシヴァ
ル・スピィア

大内穂・
李素玲・

1901
・

1932
1937

インド史　3 みすず書房 1975 ¥2,500 ¥800



N-0245 1978
高峰秀子
松山善三

旅はみちづれガンダーラ 潮出版社 1979 ¥1,200 ¥500

N-0246 ★ 1968 戸川幸夫 1911 虎を求めてーインド野生紀行ー 講談社 1989 ¥1,500 ¥800 *1968・1974・1980・1982・1985・1986

N-0247 1959・1980 津田元一郎 1925 今、インドから何が見えるか PHP研究所 1985 ¥1,100 ¥500

N-0248 1972 山折哲雄 1931 インド・人間 平河出版社 1980 ¥1,500 ¥800

N-0249 1956 前田行貴 1926
インド再発見ー

日本に生きるインドの古代文明
フジタ 1988 ¥1,700 ¥700

N-0250 1963 石田保昭 1930 インド現代史（亜紀・現代史叢書2） 亜紀書房 1968 ¥1,200 ¥800

N-0251
M・Rアナンド

山際素男
（訳）

1905
1929

不可触民バクハの一日 三一書房 1984 ¥1,300 ¥700

N-0252 1972 安藤武子 1933 インド　染織の旅 源流社 1989 ¥2,400 ¥1,400

N-0253 ★ 1967 宮坂宥勝 1921 インド仏跡の旅 人文書院 1980 ¥1,600 ¥600
*1967/9～68/1までの旅行記。著者は前後十数回
インドに行く

N-0254 1993 白鳥早奈英
インド不可触民の解放をめざして

佐々井秀嶺上人の熱き闘いの日々
かのう書房 1995 ¥2,060 ¥500

N-0255 1982
小谷仲男
加藤久晴

1938
1938

遥かなるガンダーラ　ユーラシアシルクロード4 日本テレビ 1983 ¥1,700 ¥500

N-0256 増田四郎 インド・東南アジア　図説　世界文化史大系4 角川書店 1960 ¥1,100 ¥800

N-0257 中村元
インドの仏蹟とヒンドゥー寺院
講談社版　世界の文化史蹟5

講談社 1968 ¥2,500 ¥1,000

N-0258
安田治樹
大村次郷

1949
1941

図説　ブッダ 河出書房新社 1996 ¥1,800 ¥1,000

N-0259 ★★ 1974 山田和 1946 インド　ミニアチュール幻想 平凡社 1996 ¥3,800 ¥3,800
22年間の取材期間と2年間の執筆期間をへて完成し
た「インドの大道商人」を越える　超大作

N-0260
ミゲール・セラ
ノ　大野純一

1917
1944

楽園の蛇 平河出版社 1984 ¥1,442 ¥700

N-0261
E・ビューミ

ラー　　高橋
1956
1946

100人の息子がほしいーインドの女の物語 未来社 1993 ¥3,605 ¥1,500

N-0262 ★ 藤原新也 インド読本 福武書店 1988 ¥550 ¥270
*立松和平・田村隆一・三島由紀夫・辛島貴子・タ
ゴール瑛子・山際素男・山下明子・　大谷幸三・沢木
耕太郎・渡辺建夫・夫馬基彦

N-0263 ★ 高田好胤 インドの佛蹟ー大唐西域記の旅ー 講談社 1990 ¥3,000 ¥2,000
*高田師は71年に最初の巡礼をして今回が7回目と
いう。近回は120名という一行の巡拝となったという
が大変な旅だったろう。



N-0264
別冊宝島WT
（行動費執

筆）
インド発見読本 宝島社 1996 ¥1,300 ¥1,300

松本栄一⑥・井上貴子⑩・小磯千尋②・本沢裕子・
松岡環・若林美紀②・蔵前仁一・　伊藤武

N-0265 1958 上野照夫 1907 インドの美術 中央公論美術出版 1964 ¥470 ¥500 *1940年度毎日出版文化賞受賞

N-0266 1969 藤原新也 1944 全東洋街道　上（集英社文庫） 集英社 1982 ¥580 ¥580
*イスタンブール・アンカラ・地中海アンカラ・黒海・シ
リア・イラン・パキスタン・カルカッタ

N-0267 1969 藤原新也 1944 全東洋街道　下（集英社文庫） 集英社 1982 ¥580 ¥580
*チベット・ビルマ・チェンマイ・上海・香港・朝鮮半
島・高野山・東京

N-0268 J・ゴンダ　鎧淳（訳）1905　1930 インド思想史（中公文庫） 中央公論社 1990 ¥520 ¥260

N-0269 ★★ 1971 平光善久 1924 詩集　インド 不動出版 1972 ¥1,300 ¥700
*20年来の念願が叶ってのインドの旅。正確な内容
を伝える詩集。

N-0270 1971 渡辺健夫 1941 インド最後の王　ディプースルタンの最後 晶文社 1980 ¥1,500 ¥800

N-0271 1972 平山和雄 1949 ネパール　旅の雑学ノート ダイヤモンド社 1996 ¥1,600 ¥1,000

N-0272 ★ 1979 内海朗 1955 インド旅の絵日記 日本交通公社出版部1982 ¥980 ¥400 *1972年2月より12月までのインド放浪の絵日記。

N-0273 ★★ 1974 畠中光享 1947 インド宮廷絵画 京都書院 1994 ¥9,800 ¥4,000
*1974年から数十回の渡印をへてこの細密画が集
大成される。

N-0274 今西創一郎 キターブ（2版）　インド関係出版物リスト
インドの魅力を発

掘する会
1992 ¥850 ¥600 *初版の追加改訂版インド関係書籍リスト

N-0275 1985 宮崎弘子 ラージプートの花嫁 東京三世社 1993 ¥1,300 ¥400
*1985年パキスタン人ザワール・フセインと結婚。2年
間パキスタンに住む。

N-0276 ★ 1967・1969 堀沢祖門 1929 求道遍歴　十三年籠山、そして後 法蔵館 1984 ¥1,600 ¥400 *12年間の籠山終了後、インド各地を遍歴する。

N-0277 1971 北條賢三 1929
ガンジスの流れに　まいとりい選書
インド入門　風土・歴史・仏教・文化

すずき出版 1985 ¥1,300 ¥600 *1971年11月より約2年半デリー大学に留学。

N-0278 1956 辻豊　土崎一 ロンドンー東京５万キロ　－国産車ドライブ記ー 朝日新聞社 1957 ¥280 ¥200
*1956年4月より12月までの8ヶ月をかけてユーラシ
ア大陸5万キロを走る。

N-0279 田中於莵弥（編） サリーの女たち　世界の女性史15インド 評論社 1976 ¥1,300 ¥600 *分担執筆　田中於莵弥・辛島昇・荒松雄・長崎暢子

N-0280 1954 岩村忍 1905
アフガニスタン紀行　　　モゴール族の村を

求めて（現代教養文庫)
社会思想社 1978 ¥320 ¥200

N-0281 インド通信部 インドがやがや通信 トラベルジャーナル 1994 ¥1,500 ¥700
*分担執筆　臼田わか子・松岡環・小磯千尋・関口真
理

N-0282
アヌープ・シ
ング　武井武

夫（訳）
印度の新太陽　ジャワハルラル・ネール 霞ヶ関書房 1940

*昭和15年に訳されたネールの伝記。日本で最初の
紹介ではなかろうか。

N-0283 ★★ 1969 1971 辛島貴子 1942 わたしたちのインド 北洋社 1976 ¥980 ¥400
*最初の刊行された本で、この後北洋社選書となり
中公文庫となった。

N-0284 丸山静雄 1909
インド国民軍　（岩波新書）
－もう一つの太平洋戦争

岩波書店 1985 ¥480 ¥200

N-0285 1994 西田みどり 1951 サイババ超体験 徳間書店 1995 ¥900 ¥400

N-0286 小西正捷 1938 もっと知りたいパキスタン 弘文堂 1987 ¥1,500 ¥300



N-0287 陳舜臣　樋口隆康
パミールを越えて　パキスタン・インド
（シルクロード　ローマへの道第7巻）

日本放送出版協会 1983 ¥1,800 ¥800
*所沢で開かれた「彩の国古本まつり」で求めたも
の。

N-0288 山際素男 1929 カーリー女神の戦士 三一書房 1989 ¥1,900 ¥1,000 *「インド群盗伝」などと類を同じくする著作。

N-0289
松本栄一

文菊池武夫
1948
1949

ブッダの誕生　インド仏跡の旅 佼成出版社 1988 ¥1,600 ¥1,000 *当時、写真を主とした仏跡ガイドはなかったという。

N-0290 井筒俊彦 1940 イスラーム生誕（中公文庫） 中央公論社 1990 ¥480 ¥200

N-0291 田中光常 1924 インドー田中光常の世界⑥（教養カラー文庫） 社会思想社 1977 ¥494 ¥494 *インドの自然と動物についての写真集。

N-0292 ★ 山崎元一 1935
インド社会と新仏教

－アンベードカルの人と思想ー
刀水書房 1979 ¥2,200 ¥220

*神田古本まつりの路上ワゴンで新本が1割に売ら
れていた。

N-0293 沢木耕太郎 1947
深夜特急　第一便　黄金宮殿

香港ーマカオーマレー半島ーシンガポール
新潮社 1986 ¥1,200 ¥650

*昭48年26～27歳のころ、デリーからロンドンまでバ
スで旅する記録第１冊

N-0294 ★★ 沢木耕太郎 1947
深夜特急　第二便　ペルシャの嵐

インド-ネパール-パキスタン-イラン
新潮社 1986 ¥1,200 ¥650

この巻でインド滞在とその後のイランまでの足どりの
記録。

N-0295 沢木耕太郎 1947
深夜特急　第三便　　飛光よ、飛光よ

トルコ-ギリシャ-南欧-ロンドン
新潮社 1992 ¥1,400 ¥700 *イランからロンドンまでの記録。

N-0296 ★ 沢木耕太郎 1947 深夜特急　3　インド・ネパール（新潮文庫） 新潮社 1994 ¥400 ¥400 *6冊本となった文庫の3巻はインド滞在の記録。

N-0297 蔡丈夫 1959 インド曼陀羅大陸　神々/魔族/半神/精霊 新紀元社 1991 ¥1,800 ¥800
*インドの宗教・民芸に関心をもつインド研究家の最
初の作品。

N-0298
R・バーム・
ダット　大形

孝平

1896

現代インド[時代の窓] 岩波書店 1956 ¥450 ¥450
*インド独立後初めて伝えられたインド人のインド
史。

N-0299 ★★ 宮坂宥洪 1950 インド留学生の記 人文書院 1984 ¥1,400 ¥400
*プーナ大学に足掛け4年留学したプーナからの報
告。すぐれた書。

N-0300 立松和平 1947 アジア混沌紀行 筑摩書房 1987 ¥1,600 ¥1,000
*大学2年生の韓国行きから始まり、あと世界何十か
国の旅の記録。

N-0301 NHK取材班 西蔵・聖地カイラス巡礼 日本放送出版協会 1985 ¥1,700 ¥400
*1984年のカイラス巡礼のテレビ放送は衝撃を与え
たがその取材記。

N-0302 長尾雅人（訳） 大乗仏典[世界の名著2] 中央公論社 1967 ¥480 ¥500

N-0303 岩波講座 世界歴史　3　古代　3　南アジア世界の形成 岩波書店 1971 ¥1,000 ¥200

N-0304 岩波講座 世界歴史　3　古代　7　南アジア世界の展開 岩波書店 1970 ¥1,000 ¥200

N-0305 ★★ 1970
ブラフルラ・モ
ハンティ　小
西正捷（訳）

わがふるさとのインド[村から世界へ]
神と自然の共存

平凡社 1975 ¥1,200 ¥500
*シリーズ物の1冊として刊行したが後単行本に作り
直す。初版本

N-0306 1960 佐和隆研 1911 インドの美術 美術出版社 1978 ¥2,000 ¥1,000

N-0307 大森実 ネール[人物現代史11] 講談社 1979 ¥980 ¥400



N-0308 ★★ 中村元 ヒンドゥー教史 山川出版社 1979 ¥1,900 ¥900

N-0309 ★★ 藤原新也 1944 藤原新也印度拾年 朝日新聞社 1979 ¥3,300 ¥2,000

N-0310 ★ 1967・1968 宮坂宥勝 1921 インド仏跡の旅 人文書院 1980 ¥1,600 ¥600

N-0311 ★ 藤原新也 1944 全東洋街道　A4判初版 集英社 1981 ¥2,200 ¥1,000

N-0312 1955・1979 斎藤吉史 1919 インドの現代思潮 朝日新聞社 1980 ¥1,600 ¥600

N-0313
M・Rアナンド

山際素男
（訳） 1929

不可触民バクハの一日 三一書房 1984 ¥1,300 ¥700

N-0314 1990 青山圭秀 1955 真実のサイババ 三五館 1994 ¥1,600 ¥400

N-0315 オーシロカズミ
シルクロードの歩き方
娘ひとりのアジア大陸

立風書房 1992 ¥1,200 ¥100

N-0316 1991 安藤玲子 1966
女25歳の食べ歩き

インド・モロッコ好奇心の旅
山手書房新社 1992 ¥1,400 ¥300

N-0317
T・Sピライ
山際素男

（訳） 1929

清掃夫の息子 三一書房 1986 ¥1,339 ¥500

N-0318
山崎利男

高橋満（編）
日本とインド交流の歴史 三省堂 1993 ¥1,800 ¥500

N-0319
E・M・フォス
ター　瀬尾裕

1879
1931

インドへの道（ちくま文庫） 筑摩書房 1994 ¥1,100 ¥600

N-0320 新谷識 1921 インド宮廷秘宝殺人事件 双葉社 1995 ¥780 ¥360

N-0321 1980 山下柚実 1960
印度ミッドナイト トリッパー
TOKYO発五感の亜大陸行

情報センター
出版局

1996 ¥1,440 ¥1,440

N-0322 1995
有吉弘行
森脇和成

1974
1974

猿岩石日記　1　極限のアジア編 日本テレビ 1996 ¥800 ¥400

N-0323 1979 伊藤武 1957 語るインド KKベストセラーズ 1996 ¥1,200 ¥550

N-0324 ★★ 1974 山田和 1946 インド　旅の雑学ノート ダイヤモンド社 1997 ¥1,648 ¥1,648

N-0325
ダン・ローズ
マン　松岡信

夫（訳）
1932 死を運ぶ風 亜紀書房 1992 ¥1,550 ¥500

*1984/12/2夜から3日朝にかけてボバールのガス
事件の全て

N-0326 森本達雄（訳） インドのうた 法政大学出版局 1976 ¥1,600 ¥500

N-0327 前田専学 1931 インド的思考 春秋社 1991 ¥2,000 ¥800

N-0328 佐藤宏・他 もっと知りたいインド　Ⅰ 弘文堂 1989 ¥2,680 ¥1,000

N-0329 臼田雅之・他 もっと知りたいインド　Ⅱ 弘文堂 1989 ¥2,680 ¥1,000

N-0330

坂田貞二・内
藤雅雄　臼田
雅之・高橋孝

信・他

都市の顔・インドの旅 春秋社 1991 ¥2,500 ¥600



N-0331 1983 丹下明彦 1957 また日が暮れるーインドふらふら紀行ー 山と渓谷社 1992 ¥1,600 ¥1,600

N-0332 1973 紀野一義 1922 風と光の国インド 佼成出版社 1975 ¥1,300 ¥500

N-0333 野間宏　沖浦和光1915・1927アジアの聖と賤ー被差別民の歴史と文化ー 人文書院 1983 ¥1,400 ¥600

N-0334 NHK取材班
コーランの世界　イラン・イラク
シルクロード　ローマへの道８

日本放送出版協会 1983 ¥1,800 ¥200

N-0335 1983・1984 蔵前仁一 1956 旅で眠りたい 新潮社 1996 ¥1,600 ¥600
*1989/10～1990/11　妻と一緒に沖縄からイスタン
ブールの旅

N-0336 蔵前仁一 1956 旅ときどき沈没 本の雑誌社 1994 ¥1,600 ¥700

N-0337 1986・1989 藤田昌宏 1954 誰も知らなかったビルマ 文芸春秋 1989 ¥1,600 ¥500 *ビルマ大使館一等書記官として通産省より出向

N-0338 1970 1972 高橋貞雄 第三次インド・パキスタン戦争 日本放送出版協会 1973 ¥570 ¥350
*NHKのニューデリー特派員として1971年のバングラ
デシュ独立の戦争を記録。

N-0339
プーラン・デ
ヴィ　武者圭

子（訳）

1958
1955

女盗賊プーラン（上） 草思社 1997 ¥1,648 ¥950

N-0340
プーラン・デ
ヴィ　武者圭

子（訳）

1958
1955

女盗賊プーラン（上） 草思社 1997 ¥1,648 ¥950

N-0341 ★ 1984・1995 蔵前仁一 1956 インドは今日も雨だった 世界文化社 1997 ¥1,607 ¥1,607
*ゴーゴーインドの著者のヒマーチャル・プラディシュ
紀行

N-0342 1987 足立倫行 1948
アジア街道紀行（文春文庫）

（アジアの人波、海の道）改題
文芸春秋 1996 ¥480 ¥200

N-0343 ★ 1988 不破哲三 1930 インドとデンマーク 新日本出版社 1989 ¥1,300 ¥500

N-0344 ★ 1966・68/69

ラッセ・ベル
グ　　　リサ・

ベルグ
森谷文昭

（訳）

1943
1942

インド「緑の革命」と「赤い革命」 朝日新聞社 1973 1000 ¥200

N-0345 ★ 1977 1980 山際素男 1929 不可触民の道ーインドの民衆のなかへー 三一書房 1982 ¥750 ¥400

N-0346 ★ 1968 椎野能敬 1942 インド巡礼1089日 かど創房 1985 ¥1,800 ¥700

N-0347 ★ 1961 小西正捷 1938 インド民衆の文化誌 法政大学出版部 1986 ¥2,800 ¥2,000

N-0348 1987 足立倫行 1948 アジアの人波、海の道 文芸春秋 1990 ¥1,400 ¥200

N-0349 1960 佐和隆研 1911 インドの美術 美術出版社 1978 ¥2,000 ¥1,000

N-0350 ★ 1983 五木寛之 1932 世界漂流 集英社 1992 ¥1,300 ¥500

N-0351 1993
友田富也

丸紅広報部
1939

商社マンの目　インドはいま。 ダイヤモンド社 1997 ¥1,442 ¥550
*丸紅ニューデリー支店長　インド総代表を経て現在
丸紅インド会社社長

N-0352 ★★ 1977　20回 神谷武夫 1946 インド建築案内 TOTO出版 1996 ¥2,800 ¥2,800
*537Pに写真1800枚、地図・図版350点・原稿900枚
の労作



N-0353
V・Sナイポー
ル　工藤昭雄

（訳）

1932
1930

イスラム紀行　上 TBSブリタニカ 1983 ¥2,000 ¥600

N-0354 森本達雄 1928 インド独立史（中公新書） 中央公論社 1972 ¥380 ¥150

N-0355 ★
松本栄一
宮本久義

1948
1950

インドおもしろ不思議図鑑（とんぼの本） 新潮社 1996 ¥1,600 ¥800

N-0356 1990 岸本葉子 よい旅、アジア（講談社文庫） 講談社 1996 ¥680 ¥350

N-0357 ★★ 神谷武夫 インド建築案内 TOTO出版 1996 ¥2,800

N-0358 青山圭秀 1959 サンカルパ　人の誇りと生と死と 三五館 1995 ¥1,800 ¥100

N-0359 ★
NHK取材班
岡田正大

神秘のインド大紀行 日本放送出版協会 1991 ¥1,800 ¥650

N-0360 ★
曽野寿彦
西川幸治

死者の丘・涅槃の塔　沈黙の世界史　8インド 新潮社 ¥550 ¥500

N-0361
福田徳郎　相

澤啓二
仏陀の旅　インド・ネパール仏跡紀行 朝日新聞社 1981 ¥6,800 ¥3,000

N-0362 ★ 山田真美 インド大魔法団 清流出版 1997 ¥1,800 ¥0 *玲が誕生祝いに

N-0363 津田元一郎 アジアから視る 講談社 1978 ¥1,000 ¥400

N-0364 ★ 福永正明 1955 インド旅案内（ちくま新書） 筑摩書房 1997 ¥660

N-0365 浅田實 1933
東インド会社ー巨大商業資本の盛衰ー

（講談社現代新書）
講談社 1989 ¥550 ¥250

N-0366 石井溥 1943 もっと知りたいネパール 弘文堂 1986 ¥2,200 ¥500

N-0367 ★★ 西川一三 1918 秘境　西域八年の潜行　上（中公文庫） 中央公論社 1990 ¥1,200 ¥600

N-0368 ★★ 西川一三 1918 秘境　西域八年の潜行　中（中公文庫） 中央公論社 1990 ¥1,200 ¥600

N-0369 ★★ 西川一三 1918 秘境　西域八年の潜行　下（中公文庫） 中央公論社 1990 ¥1,200 ¥600

N-0370 那谷敏郎　大村次郷 インドの黄金寺院（平凡社カラー新書） 平凡社 1981 ¥700 ¥600

N-0371 ベルニエ ムガル帝国誌（17・18世紀大旅行記叢書） 岩波書店 1993 ¥5,700 ¥3,500

N-0372 1991・1995 西橋陽子 商社マンの妻が見たインドと日本 日本図書刊行会 1997 ¥1,200 ¥400

N-0373 1975・1977 丸山庸雄 1935 インド宗教紛争とカースト社会 梨の木舎 1993 ¥2,060 ¥900

N-0374 1983 司修 1936 ブッダの歩いた道 法蔵館 1992 ¥2,600 ¥1,500

N-0375 岩本裕 1910 インド史（世界歴史叢書） 修道社 1971 ¥650 ¥500

N-0376 ★ 菅原篤 1929 釈尊のインド 筑摩書房 1996 ¥1,600 ¥500

N-0377 西野孝枝 ネパールからナマステ！ 筑摩書房 1996 ¥1,500 ¥600

N-0378 長崎暢子 インド独立　逆光の中のチャンドラ・ボース 朝日新聞社 1989 ¥1,800 ¥600

N-0379 水野精一 南アジア（世界考古学大系8） 平凡社 1961 ¥1,000 ¥500

N-0380 朝日新聞社
インドー1　北部・東部

（週刊朝日百科　世界の地理81）
朝日新聞社 1985 ¥480 ¥200

N-0381 朝日新聞社
インドー2　北部・東部

（週刊朝日百科　世界の地理82）
朝日新聞社 1985 ¥480 ¥200



N-0382 朝日新聞社
インドー1　北部・東部

（週刊朝日百科　世界の地理83）
朝日新聞社 1985 ¥480 ¥200

N-0383 小山五郎 印度石窟行　小山五郎素描集 三彩社 1987 ¥15,000 ¥2,000

N-0384 田中於莵弥 インドの神話 筑摩書房 1982 ¥1,300 ¥550

N-0385 木村日記 1892 アショカ王とインド思想 教育出版センター 1985 ¥2,800 ¥0 *延原さんより

N-0386 遠藤周作 『深い河』創作日記 講談社 1997 ¥1,500 ¥700

N-0387 山田晋 1946
インド民族運動史　　ガンディーとイギリス

植民地支配　（教育社歴史新書）
教育社 1980 ¥1,030 ¥300

N-0388 小谷汪之 1942 大地の子　新しい世界史① 東京大学出版会 1986 ¥1,850 ¥500

N-0389 木村雅昭 1942 インド現代政治　その光と影 世界思想社 1996 ¥2,500 ¥1,300

N-0390 ★
V・Sナイポー
ル　武藤友治

（訳）

1932
1930

インド・新しい顔　上　大変革の胎動 サイマル出版会 1997 ¥2,200 ¥1,000

N-0391 ★
V・Sナイポー
ル　武藤友治

（訳）

1932
1930

インド・新しい顔　下　大変革の胎動 サイマル出版会 1997 ¥2,200 ¥1,000

N-0392 川人忠幸 仏陀街道ー川人忠幸写真集ー 求龍堂 1986 ¥2,900 ¥500

N-0393 ★★ 藤原新也 1944 インド放浪 朝日新聞社 1972 ¥1,200 ¥600

N-0394 後藤ふたば 1965 もうひとつのチベット 山と渓谷社 1994 ¥1,700 ¥700

N-0395 京本愛子 サイババの新しき真実 本の森出版センター1996 ¥1,400 ¥300

N-0396 森村浅香 1912 おばあさんシルクロードを走る 日本交通公社 1975 ¥980 ¥200

N-0397 1971 1974 佐々木敬 1944 アフガンの四季（中公新書） 中央公論社 1981 ¥420 ¥150

N-0398
ブルーガイド
ブック編集部

インド　　ブルーガイドブック 実業之日本社 1981 ¥1,200 ¥200

N-0399 ★★ 1970 松本栄一 チベット・クエスト 情報センター出版局1995 ¥1,800 ¥400

N-0400

V・T・ラージ
ジェーカル
いいだもも

（編訳）

ガンディーはなぜ暗殺されたか
ヒンドゥー・インドをゆるがす不可触民の道

社会評論社 1984 ¥1,800 ¥500

N-0401 森本哲郎 1925 文明の旅ー歴史の光と影ー（新潮選書） 新潮社 1967 ¥400 ¥300

N-0402
アジット・ムケ
ルジー　松長

有慶（訳）

1915
1929

タントラ　東洋の知恵（新潮選書） 新潮社 1981 ¥950 ¥400

N-0403 ★ 1951 1976 山内利男 1923 インドを書く 論創社 1997 ¥2,000 ¥500

N-0404 ★ 日比野宏・ほか 写真家はインドをめざす 青弓社 1997 ¥2,100 ¥2,100

N-0405 1978 1979 鳥居千代香 インド女性学入門 新水社 1996 ¥1,957 ¥500

N-0406 ★ 松葉豊 1921 松バアさんのインド・ヒマラヤの旅 水曜社 1985 ¥1,600 ¥1,000



N-0407 宝島編集部 「宝島」1976年12月号 ジック出版局 1976 ¥480 ¥500

N-0408 ★ 1961 1962 西丸震也 1923 裏がえしのインド 実業之日本社 1962 ¥340 ¥500

N-0409 ★ 1975 立川武蔵 1942 インド・アメリカ思索行 山と渓谷社 1978 ¥1,300 ¥550

N-0410 瀬戸内寂聴 1922 敦煌・西蔵・洛陽・　美と愛の旅　Ⅱ 講談社 1983 ¥1,800 ¥750

N-0411 ★★ 1950 春日井真也 1914 私のインド体験 百華苑 1982 ¥3,500 ¥4,015

N-0412 ★ 1991 直田龍作 1962 河への祈りーガンジス巡礼ー クオレ 1997 ¥3,800 ¥2,300

N-0413 日本経済新聞社 インド古代美術展 日本経済新聞社 1963 ¥300 ¥300

N-0414 山内昌之 1947 近代イスラームの挑戦　世界の歴史20 中央公論社 1996 ¥2,600 ¥800

N-0415
坂本徳松・

加藤長雄・長
インド入門　（三省堂選書152） 三省堂 1989 ¥1,500 ¥600

N-0416 ★
マーク・シャン
ド　野本二美

象と歩いたインド　（世界紀行冒険選書） 心交社 1992 ¥1,545 ¥900

N-0417 1966・1967 町田甲一 1916 ニューデリー美術館　世界の美術館9 講談社 1968 ¥2,400 ¥600

N-0418 上野照夫 カルカッタ美術館　世界の美術館32 講談社 1970 ¥2,400 ¥700

N-0419 森本哲郎 インダス文明とガンジス文明　埋もれた古代都市5 集英社 1979 ¥1,300 ¥500

N-0420 岩永修一・高橋由美子 インド・エスニック紋様事典 河出書房新社 1994 ¥1,500 ¥750

N-0421 ★ NHK取材班
十字架の冒険者NHK海のシルクロード3

インド胡椒海岸
日本放送出版協

会
1988 ¥1,800 ¥700

N-0422 ★ 藤原新也 印度動物記　（朝日学芸文庫） 朝日新聞社 1998 ¥1,050 ¥1,050

N-0423 守谷裕司 ランクル大王のアジア派ドライブ紀行 光人社 1993 ¥2,000 ¥800

N-0424 河出書房 インド・東南アジア　世界の旅3 河出書房 1968 ¥780 ¥300

N-0425 ★ 大形孝平 日本とインド　（三省堂選書） 三省堂 1971 ¥950 ¥250

N-0426 ★ 1972 平尾和雄 1946 ヒマラヤ　スルジェ館 講談社 1981 ¥1,200 ¥600

N-0427 高橋照 ネパール曼陀羅 東京新聞出版局 1981 ¥1,500 ¥800

N-0428 ★ 木村肥佐生 1922 チベット潜行十年　（中公文庫） 中央公論社 1982 ¥400 ¥400

N-0429
ダライラマ
山際素男

（訳）
ダライ・ラマ自伝 文芸春秋 1992 ¥2,200 ¥700

N-0430
国塚一乗（原
作）　和田順

コミック　インドの嵐 高木書房 1997 ¥1,200 ¥400

N-0431 深田久弥 1903 ヒマラヤ登攀史（岩波新書） 岩波書店 1969 ¥100 ¥50

N-0432
ロバート・

フォート 近藤
赤いチベット 芙蓉書房 1970 ¥850 ¥300

N-0433 岩坪聆子 1935 ヒマラヤ診療所日記 中央公論社 1978 ¥980 ¥100

N-0434 ★★
木村肥佐生
三浦順子

（訳）

1922

チベット偽装の十年 中央公論社 1994 ¥2,600 ¥1,500

N-0435 渡辺一枝 1945 チベットを馬で行く 文芸春秋 1996 ¥2,200 ¥800

N-0436 斎藤吉史 1918 インドの現代政治 朝日新聞社 1988 ¥3,000 ¥800

N-0437 ★ 1984 1985 山下明子 1944 インド・不可触民の女たち 明石書店 1986 ¥1,230 ¥400

N-0438 小西正捷（監修） 原インドの世界 東京美術 1995 ¥2,800 ¥2,000 フジタヴァンテ特別企画展95/9/29　12/6



N-0439 ★★ 高田修・他 静かなインド　新潮古代美術館9 新潮社 1981 ¥2,800 ¥1,500

N-0440 松原哲明 心は遠くブッダのあとをつぎ　三蔵法師玄奘の旅 佼成出版社 1994 ¥1,800 ¥900

N-0441 ★ 地平線会議 地平線の旅人たち 窓社 1996 ¥2,200 ¥900

N-0442 高田好胤 ガンダーラ大唐西域記の旅 講談社 1988 ¥2,060 ¥800 いとう国分寺店

N-0443
平凡社教育
産業センター

デリー　世界の大都市9 教育社 1987 ¥1,500 ¥600 いとう恋が窪店

N-0444 JTB インド自由自在　フリーダム21
日本交通公社
出版事務局

1992 ¥1,680 ¥550 いとう恋が窪店

N-0445 ★★ 山田和 インド　旅の本 平凡社 1997 ¥1,524 ¥1,524 三鷹　東西書房

N-0446 夫馬基彦 塔と花そしてインド
ジャパンパプリ

シャーズ
1978 ¥1,200 ¥600 いとう小金井店

N-0447 田中千聖 ヒマラヤの見える学校で 山と渓谷社 1994 ¥980 ¥400 いとう小金井店

N-0448 岩村忍 ネパールの「赤ひげ」は語る　岩波ブックレート 岩波書店 1986 ¥250 ¥100 いとう小金井店

N-0449 INDIAN STYLE 1994 $40 ¥2,000 古本チャージ

N-0450
山内利男（監
修）　　アジア
クラブ日印経

インドで成功する知恵 東洋経済新報社 1995 ¥1,500 ¥400 国立古書センター

N-0451 飯島茂・大村次郷
ヒマラヤの彼方から　NHKブックス

ネパールの商業民族タカリー生活誌
日本放送協会出

版会
1982 ¥900 ¥400 池袋パルコ古書市

N-0452 東武美術館 BUDDHAブッダ展図録　大いなる旅路
NHKプロモーショ

ン
1998 ¥2,200 ¥2,200 東武美術館

N-0453
ダナンジョイ・
キール　山際

不可触民の父　アンベードカルの生涯 三一書房 1983 ¥2,600 ¥1,200 いとう豊田店

N-0454 1969 小原豊雲 1908 ネパール・インドを生ける 主婦の友社 1970 ¥2,800 ¥1,000 ブック・エイト

N-0455 市原基 1948 アジア・モンスーン 朝日新聞社 1993 ¥3,900 ¥2,000 ブック・エイト

N-0456 ★ 1974

吉村繁（写
真）

白石かずこ
（文）　　　　臼

1952
1931
1944

水と大地の詩　－バングラデシュ- 岩波書店 1995 ¥2,500 ¥900 高田馬場古書感謝市

N-0457
小西正捷

（編）　岩瀬一
図説　インド歴史散歩 河出書房 1995 ¥1,800 ¥1,000 よみた書店

N-0458
平山郁夫　上
原和　佐藤和

1924
1956

ふるさとガンダーラ　とんぼの本 新潮社 1985 ¥1,100 ¥600 ささま支店

N-0459

ガーヤトリー・
デヴィー　サ
ンタ・ラーマ・
ラーウ　栗屋

インド王宮の日々　マハーラーニの回想 リブロポート 1988 ¥2,800 ¥1,500 ささま支店

N-0460
JPヘイスコッ
クス　　中村

インド共産主義と民族主義（岩波現代選書） 岩波書店 1986 ¥2,800 ¥600 彩の国古本まつり

N-0461 落合淳隆 1932 増補　インドの政治・社会と法 敬文堂 1993 ¥2,575 ¥500 彩の国古本まつり

N-0462 1956 上野照夫 1907 インド　世界の文化3 河出書房 1965 ¥480 ¥300 彩の国古本まつり

N-0463 1959 1962 秋岡家栄 1925 インド見たまま 朝日新聞社 1963 ¥330 ¥500

N-0464 1962 1966 鳥羽嶺次郎 1942 にがいインド 読売新聞社 1970 ¥550 ¥500

N-0465 河野典生 1935 アガサ・クリスティ殺人事件 祥伝社 1988 ¥560 ¥100



N-0466 1962 1965 伊澤龍雄 1917 インドー矛盾の国ー
日本放送出版協

会
1966 ¥250 ¥100 よみた書店

N-0467 ★ 1970 1984 田村能里子 1944 印度、陽だまりの女たち 筑摩書房 1985 ¥1,300 ¥500

N-0468 1992 立川武蔵 1942 インド・ネパール聖なるものへの旅 人文書院 1994 ¥2,666 ¥1,400 よみた書店

N-0469 ★ 中村平治 1931 インド史への招待 吉川弘文堂 1997 ¥1,700 ¥1,100 よみた書店

N-0470 ★ イーデス・ハンソン インド片恋い 文芸春秋 1981 ¥1,400 ¥550 ブックセンターいとう小金井店

N-0471 ★
肥後隆（編）
丸山勇（写）

1941
1936

天竺への旅　第２集仏像の源流をたずねて 学習研究社 1983 ¥2,000 ¥1,000 京王大古書市

N-0472 山折哲雄 1931
ガンディーとネルー　－その断食と入獄-

東洋人の行動と思想5
評論社 1974 ¥320 ¥800

N-0473 上野照夫 インド・東アジア　世界美術全集11 平凡社 1957 ¥480 ¥300 京王大古書市

N-0474 1961 1962 鰐山英次 1931 秘境の佛たち 二見書房 1963 ¥320 ¥500 京王大古書市

N-0475 1994 素樹文生 1964 上海の西、デリーの東 新潮社 1995 ¥1,600 ¥500 京王大古書市

N-0476
辛島昇・桑

山・　　小西・
インダス文明　NHKブックス
インド文化の源流をなすもの

日本放送出版協
会

1980 ¥750 ¥300 京王大古書市

N-0477 ★ 1994 賀来弓月 1939インド現代史　独立五〇年を検証する　中公新書1429中央公論社 1998 ¥880 ¥910 アジア文庫

N-0478 ★ 宮本啓一 1948 インドはびっくり箱 花伝社 1998 ¥1,500 ¥1,500 池袋旭屋

N-0479 ★★ 中村元 1902 ブッダの世界 学習研究社 1980 ¥32,000 ¥13,600 武蔵境　お伽草紙

N-0480 田中嫺玉 1925 インドの光　聖ラーマクリシュナの生涯 中央公論社 1991 ¥520 ¥260

N-0481 江本嘉伸 1940 ルンタの秘境　いまも人間的！チベットを探る 光文社 1984 ¥980 ¥400

N-0482 阪本徳松 1908 ガンジー 清水書店 1969 ¥620 ¥350 古本チャージ

N-0483 並河萬里 1931 アジア古寺巡礼　並河萬里遺跡をゆく3 学習研究社 1977 ¥1,600 ¥1,000 小田急古書街

N-0484 ★ 山崎脩 1929 インドの石　デザイン発見 京都書院 1988 ¥3,800 ¥2,000 小田急古書街

N-0485 秋山修道 南アジア編　世界紀行文学全集14 修道社 1960 ¥550 ¥300 小田急古書街

N-0486 ★★ 1934 長谷川傳次郎 印度　　記録・写真・随想・案内 目黒書店 1938 ¥10 ¥3,200 伊勢丹大古書市

N-0487 1960 1961 米倉二郎 1909 インド亜大陸遊学記 大明堂 1992 ¥2,500 ¥1,400

N-0488 1982 菅原篤 1929
三蔵法師インドを行く　続・西遊記の旅

ちくま少年図書館79
筑摩書房 1984 ¥1,200 ¥600 伊勢丹大古書市

N-0489 ★ 1971 1974 後藤亜紀 1940 星降るインド 北洋社 1979 ¥980 ¥500 伊勢丹大古書市

N-0490 1978 石川武志 1950 ヒジュラ　インド第三の性 青弓社 1995 ¥2,060 ¥800 ブックセンターいとう小金井店

N-0491 ★★ 中村保 1941 カトマンズ発 小学館 1985 ¥8,500 ¥2,000 ブックスティション武蔵野

N-0492 佐藤健司 1961 ホーリー・ヒマラヤ 恒友社出版 1993 ¥2,500 ¥1,200 ブックスティション武蔵野

N-0493 ★ 江本嘉伸 西蔵漂白　上 山と渓谷社 1993 ¥2,800 ¥1,500 東横大古本市

N-0494 高橋直道
ブッダ　大いなる旅路

①輪廻する大地・仏教誕生
日本放送出版 1998 ¥2,000 ¥1,200 高田馬場古書感謝市



N-0495 並河亮 1905 シルクロードをゆく仏　インドから日本へ 新人物往来社 1974 ¥1,300 ¥500 高田馬場古書感謝市

N-0496 ★★ 秋野不矩 1908 秋野不矩展　図録 毎日新聞社 1998 ¥2,000 ¥2,000 大丸ミュージアム秋野不矩展

N-0497
B・R・アンベ

－ドカル
山崎元一　吉

1935
1960

カーストの絶滅　インド　解放の思想と文学　5 明石書店 1994 ¥3,500 ¥1,500 彩の国古本まつり

N-0498 1955・1956 ひろさちや・服部正明1936・24ひろさちやが聞くヒンドゥー教の聖典　世界の聖典6 すずき出版 1993 ¥1,800 ¥600 彩の国古本まつり

N-0499 中根千枝　井狩弥介1926・40 世界の民俗　インド亜大陸・ヒマラヤ 平凡社 1980 ¥2,000 ¥350 彩の国古本まつり

N-0500
いとうせいこ
う　　　   　み

見仏記　海外編 角川書店 1998 ¥1,900 ¥1,000 ブックセンターいとう小金井店

N-0501
丸山勇　佐藤

和彦
1930・52 インド神話の謎　ムー謎シリーズ8 学習研究社 1998 ¥1,300 ¥0 延原啓さんより

N-0502
深井節子　深

井聰男
インド　グラフィティ みずうみ書房 1987 ¥1,300 ¥550 ブックセンターいとう恋ヶ窪店

N-0503 田島興也 1943 インド　大地のダルマ 桐原書店 1988 ¥1,200 ¥500 ブックセンターいとう恋ヶ窪店

N-0504 根本りつ子 ネパール凡人旅行 こーりん社 1995 ¥1,500 ¥600 ブックセンターいとう恋ヶ窪店

N-0505
ピントー　江

上波夫
アジア放浪記　世界探検全集3 河出書房新社 1978 ¥1,200 ¥450 第13回早稲田青空古本市

N-0506 辻直四郎 インド集　世界文学大系7 筑摩書房 1959 ¥1,000 ¥600 第13回早稲田青空古本市

N-0507 山本達郎 インド・東南アジア　世界史大系6 誠文堂新光社 1959 ¥1,200 ¥500 第13回早稲田青空古本市

N-0508 根深誠 1947 ヒマラヤを釣る 山と渓谷社 1989 ¥2,000 ¥700 第13回早稲田青空古本市

N-0509 1968 1974 重松伸司 1942マドラス物語　街道のインド文化史　（中公新書） 中央公論社 1993 ¥740 ¥350 ブックスティション吉祥寺

N-0510 大越孝一 1948 さんさあら印度 青也書店 1983 ¥1,300 ¥700 ブックスティション吉祥寺

N-0511 1916 堅山南風 1887インド・タヒチの旅から　現代日本画家素描集4日本放送出版協会 1978 ¥3,200 ¥700 三鷹市下田書店

N-0512 ★
田村仁（写）
山折哲雄・河
野亮仙（文）

1942 祈りのガンガー　 佼成出版社 1989 ¥1,850 ¥1,000 ブック・エイト

N-0513 波勝一廣 1944 スリランカで午後の紅茶を 三一書房 1995 ¥1,800 ¥500 ブック・エイト

N-0514 小田玉瑛 1932 インド曼陀羅 光琳社出版 1990 ¥1,800 ¥1,000 ブック・エイト

N-0515 1997 大沢たかお 深夜特急97　写真日記 朝日出版社 1997 ¥1,980 ¥900 ブック・エイト

N-0516 ★ 中村元 ブッダの人と思想 日本放送出版協会 1998 ¥970 ¥500 高幡不動文祥堂

N-0517 東京富士美術館 アショカ、ガンジー、ネルー展 東京富士美術館 1994 ¥2,000 ¥1,000 高田馬場古書感謝市

N-0518 津田元一郎 1925 アーリアンとは何か　その虚構と真実 人文書院 1900 ¥1,854 ¥600 荻窪ささま書店

N-0519 上村勝彦 1944 夢幻の愛　インド詩集 春秋社 1998 ¥2,500 ¥1,400 サンプラザ古本まつり

N-0520 山崎利男 1929 神秘と現実　ヒンドゥー教　世界の宗教6 淡交社 1969 ¥750 ¥500 サンプラザ古本まつり

N-0521 ★ 藤原新也 1944 ノア　動物千夜一夜物語 新潮社 1988 ¥1,000 ¥500 サンプラザ古本まつり

N-0522
坂田貞二・前

田式子
1938 インドの昔話　上 春秋社 1983 ¥2,060 ¥300 サンプラザ古本まつり

N-0523 ★
プレム・モトワ

ニ
インド人が語るニューインド最前線！ 時事通信社 1998 ¥1,600 ¥1,600 東西書房三鷹店

N-0524
加賀谷寛・浜

口恒夫
1930・39 南アジア現代史　Ⅱ　世界現代史10 山川出版社 1977 ¥1,340 ¥700 吉祥寺よみた屋



N-0525

飯島茂（編）
石井溥・石井
米雄・岩田慶
治・岡田英
弘・辛島昇・
斯波義信・末

成道男・
高谷好一・坪

内・他

1933

アジア文明の原像
日本放送出版

協会
1979 ¥1,500 ¥0 中山幸一氏より

N-0526 鈴木康二 1952 ビジネスガイド　インド　投資戦略 ジェトロ 1995 ¥2,500 ¥300 神田古本まつり

N-0527 1933 1934 平等通昭 1903 美しき印度の旅　印度仏跡紀行 印度学研究所 1971 ¥1,500 ¥700 神田古本まつり

N-0528
サンサ・ラオ・
ラマ　松岡洋

インドの顔 新潮社 1955 ¥130 ¥250 彩の国古本まつり

N-0529 ★ 1981 西澤健一郎 1920 ネパールの歴史　－対インド関係を中心に 勁草書房 1985 ¥2,800 ¥1,500 彩の国古本まつり

N-0530 ★ 1984 1997 嘉納秀郎 1934写真集　混沌を昇華した悠久の大地　インド亜大陸 平凡社 1998 ¥4,900 ¥3,000 彩の国古本まつり

N-0531 ★ 1937 1938 杉本哲郎 印度の古壁画を探る 立命館出版部 1940 ¥1,500 彩の国古本まつり

N-0532
ロミラ・クーバ
ル　辛島昇・

他
インド史　2 みすず書房 1972 ¥1,300 ¥1,300 ブックセンターいとう東中野本店

N-0533 岩村忍 1905 西アジアとインドの文明　人類文化史3 講談社 1970 ¥1,600 ¥700 ブックセンターいとう東中野本店

N-0534
デビット・キャ

ロル
タージ・マハル　ランドマーク世界史9 講談社 1975 ¥2,000 ¥600 府中市

N-0535 ★ 1972 平尾和雄 1946 ヒマラヤの花嫁（中公文庫） 中央公論社 1982 ¥340 ¥170 伊東書店

N-0536

N-0537 朝日新聞社
バングラデシュ・ネパール・ブータン

週刊朝日百科　世界の地理84
朝日新聞社 1985 ¥480 ¥100 小金井中央書房

N-0538 1993 1996 立松和平 1947 アジア偏愛日記 東京書籍 1998 ¥1,600 ¥800 八王子ブックス・オフ

N-0539 地球の歩き方編集室 ネパール　地球の歩き方28 ダイヤモンド社 1995 ¥1,580 ¥300 小金井中央書房

N-0540 地球の歩き方編集室 チベット　地球の歩き方28 ダイヤモンド社 1992 ¥1,480 ¥250 小金井中央書房

N-0541 岸田今日子 1930 外国遠足日記帖（文春文庫） 文芸春秋 1994 ¥450 ¥200 武蔵境お伽草紙

N-0542 下川裕治 1954 アジア赤貧旅行（徳間文庫） 徳間書店 1994 ¥520 ¥300 武蔵境お伽草紙

N-0543 1971/11/～1974 北條賢三 1929
インド文化への回帰

現代生活に流れる古代精神文化の残像
大正大学出版部 1980 ¥1,600 ¥1,000 高田馬場古書感謝市

N-0544 山田篤美 ムガル美術の旅 朝日新聞社 1997 ¥2,900 ¥1,500 高田馬場古書感謝市

N-0545 ★
リチャード・ア
イヴズ　高橋 1963

虎が消える日 朝日新聞社 1998 ¥2,500 ¥1,600 高田馬場古書感謝市

N-0546 1961 1962 西丸震也 1923 裏がえしのインド　（角川文庫） 角川書店 1983 ¥340 ¥150 ブックスティション武蔵野

N-0547 1995 渡辺義孝 1966 風をたべた日々 日経PR社 1996 ¥1,800 ¥300 伊勢丹古書市

N-0548 蔵前仁一 1956 ホテル　アジアの眠れない夜 凱風社 1989 ¥1,000 伊勢丹古書市

N-0549 1993 根深誠 1947遥かなるチベット　－加工慧海の足跡を追って- 山と渓谷社 1994 ¥2,600 ¥1,000 伊勢丹古書市



N-0550 1988 黒川博信 1961 バックパンカーはインドをめざす 集英社 1998 ¥1,600 ¥1,000 伊勢丹古書市

N-0551 ★ 1953 川喜田二郎 1920 ネパール王国探検記 光文社 1957 ¥180 ¥180 立川中武フローム

N-0552 ★ 1958 川喜田二郎 1920 鳥葬の国　－秘境ヒマラヤ探検記- 光文社 1960 ¥180 ¥180 立川中武フローム

N-0553 ★★ 山田和 1946 インド雑学ノート　驚愕編 ダイヤモンド社 1998 ¥1,600 ¥1,600 国分寺丸井

N-0554 ★ 川喜田二郎 1920鳥葬の国　－秘境ヒマラヤ探検記-（講談社文庫） 講談社 1974 ¥380 ¥150 立川フローム中武

N-0555 1958 大森栄 1926 秘境ヒマラヤ 二見書房 1960 ¥280 ¥300 立川フローム中武

N-0556 稲垣武 革命家チャンドラ・ボース 新潮社 1986 ¥1,100 ¥450 高田馬場古書感謝市

N-0557 1971 佐々木捷祐 1942 インド紀行 聖教新聞社 1972 ¥380 ¥500 小田急古書街

N-0558 ★ 小西正捷　佐藤宗太郎1938・36 インド民芸 木耳社 1977 ¥2,000 ¥2,000 小田急古書街

N-0559 ★ 1996 大東正已　山森洋一1949・41 インド逍遥（写真集） 七賢出版 1997 ¥4,600 ¥1,500 小田急古書街

N-0560
佐藤正哲
中里 成章

ムガル帝国から英領インドへ　世界の歴史14 中央公論社 1998 ¥2,600 ¥700 小田急古書街

N-0561
ナショナル・ジ
オグラフィック

ナショナル・ジオグラフィック日本語版
1997年5月号　独立50年インドの苦悩と希

望

日経ナショナル・
ジオグラフィック

社
1997 ¥920 ¥0 中山幸一氏より

N-0562 ★★ 河出書房新社編 紀行全集　世界体験　9インド 河出書房新社 1978 ¥1,200 ¥600
*真継伸彦・田村隆一・中根千枝・小田実・川喜田二
郎・桑原武夫　　高田馬場古書感謝市

N-0563 ★ 1972 平尾和雄 1946 ヒマラヤの花嫁 日本交通公社 1976 ¥780 ¥400 高田馬場古書感謝市

N-0564 近藤治（編） インド世界　その歴史と文化 世界思想社 1984 ¥1,900 ¥700 高田馬場古書感謝市

N-0565 ★ 1975 1978 峰敏朗 1937 ニューデリー日本人学校 講談社 1982 ¥980 ¥0 西尾収司氏より

N-0566 1958 1963 長弘毅
語りつぐ人びと　Ⅱ　インドの民話

少年少女から大人まで福音館日曜日文庫
福音館書店 1981 ¥1,350 ¥500 高田馬場古書感謝市

N-0567 山室静 1906 インド昔話抄 第三文明社 1977 ¥800 ¥350 高田馬場古書感謝市

N-0568 1968 岡本昇 1933 若い国ネパール　医学診療隊の記録 芙蓉書房 1970 ¥580 ¥400 サンシャイン大古本市

N-0569 山崎脩 1929インド巡礼石の道　京都書院アーツコレクション 京都書院 1997 ¥1,000 ¥500 サンシャイン大古本市

N-0570 金倉圓照 印度精神史 岩波書店 1939 ¥300
*東北帝国大学教授　戦前の研究の一端を知る本。
高円寺竹岡書店

N-0571 1952 荒松雄 1921
中世インドの権利と宗教　世界歴史叢書

－ムスリム遺跡は物語る-
岩波書店 1988 ¥2,900 ¥1,100 彩の国古本まつり

N-0572 西川幸治 1930 仏教文化の原郷をさぐるNHKブックス
日本放送出版協

会
1985 ¥773 ¥400 彩の国古本まつり

N-0573 大崎紀夫 1940 インド素朴絵画　マドゥバニー・ペインティング 京都書院 1998 ¥1,000 ¥500 彩の国古本まつり

N-0574 ★ 1974 河野典生 1935 明日こそ鳥は羽ばたく　（集英社文庫） 集英社 1981 ¥440 ¥180 ブックセンターいとう国分寺店

N-0575 1961 1962 最首公司 1934 インドはもだえる 筑摩書房 1964 ¥200 ¥300
*『裏がえしのインド』『秘境の佛たち』の姉妹編　ブッ
クセンターいとう桜が丘店

N-0576 中村元・三橋富治男 ガンジスと三日月　大世界史6 文芸春秋 1967 ¥500 ¥300 ブックセンターいとう桜が丘店

N-0577 岩坪聆子 1935 ヒマラヤ診療旅行　（中公新書） 中央公論社 1984 ¥480 ¥200 高田馬場古書感謝市

N-0578 1996 谷川響子 はじめてのインド歩き PHP研究所 1997 ¥1,313 ¥600 荻窪ブックオフ



N-0579 ムルク・ラジ・アーナンダ 秘の美術　インド 大陸書房 1982 ¥8,500 ¥1,200 荻窪ブックオフ

N-0580 1968　6回 二見進 1926 インド巡礼 八雲書房 1976 ¥1,500 ¥500 サンプラザ古本まつり

N-0581 1974 1979 小槻晴明 1957 魅せられてインド 潮出版 1980 ¥980 ¥980 古本チャージ

N-0582 1975・12 1976・1 押田芳郎 1918 裸足の風「遊覧インド」回想記 緑地社 1988 ¥2,500 ¥300 古本チャージ

N-0583 ★71・12以降10年間 祐保美恵子 写真集カトマンズの日々 山と渓谷社 1981 ¥2,000 ¥700 才谷屋書店

N-0584 ★★ 1973 1978 西岡直樹 1946 インドの樹、ベンガルの大地（講談社文庫） 講談社 1998 ¥619 ¥619 紀伊国屋書店

N-0585 林隆夫 1949 インドの数学　ゼロの発明　（中公新書） 中央公論社 1993 ¥860 ¥350 ブックセンターいとう国分寺店

N-0586 1983 五木寛之 1932 世界漂流（集英社文庫） 集英社 1995 ¥500 ¥170 才谷屋書店

N-0587 ★★
河野典生
山下洋輔

1935
1942

インド即興旅行（徳間文庫） 徳間書店 1983 ¥420 ¥350 彩の国古本まつり

N-0588 1968 山崎元一 1935 古代インドの文明と社会　世界の歴史9 中央公論社 1997 ¥2,600 ¥1,000 彩の国古本まつり

N-0589 ★★ 山内利男 1923 インド家庭の神像と画像 論創社 1999 ¥4,800 ¥0 延原啓さんより

N-0590 松本栄一 1948 死を待つ家 メディアルファクトリー1999 ¥1,500 ¥1,300 東センターで

N-0591 奈良康明・松本栄一1929・48祈りのブッダ　救いのことばと癒しのかたち NHK出版 1999 ¥2,000 ¥1,800 東センターで

N-0592
石井米雄

NHKプロジェ
クト

ブッダ　大いなる旅路②
篤き信仰の風景南伝仏教

NHK出版 1998 ¥2,000 ¥1,000 西部古書会館

N-0593 田中豊
中国・インドの古代文明

日本と世界の歴史3　古代〈東洋〉
学研 1969 ¥1,500 ¥1,000 西部古書会館

N-0594 1971・9 1972・5 吹浦忠正 1941 血と泥と　バングラディシュ独立の悲劇 読売新聞社 1973 ¥700 ¥1,000 新宿古書センター

N-0595 1978・9 内海邦輔 1917 ラクダ　もうひとつの世界を開く旅 みずうみ書房 1980 ¥1,200 ¥630 新宿古書センター

N-0596 1995・7 関朝之 1955歓喜の街にスコールが降る　インドで吐いた独り言現代旅行研究会 1999 ¥1,600 ¥800 荻窪ブックオフ

N-0597 1993 1996 須貝光夫 1929 インド仏跡巡礼紀行　-内なる光を求めて- レーベル出版 1999 ¥2,000 ¥1,000 荻窪ブックオフ

N-0598 有為エンジュル 1948 母子で旅したゆるやかなインド マガジンハウス 1999 ¥1,500 ¥750 荻窪ブックオフ

N-0599 1982 1987 畑田鈴子 1949
インド料理はお好き？

ああスパイシー・わがニューデリー日記
TBSブリタニカ 1991 ¥1,300 ¥650 西荻興居島屋

N-0600
ガブリエル・
マンデル　坂

斉新治
1946幻のインダス文明　モヘンジョ・ダロとハラッパー 大陸書房 1976 ¥980 ¥500 横浜そごう

N-0601 1978 田辺忠弥 1919 釈迦を尋ねてインドの旅・韓国古寺巡礼記 神谷書房 1996 ¥2,000 ¥300 横浜そごう

N-0602 那谷敏郎 1923 スリランカの三宝　（平凡社カラー新書） 平凡社 1978 ¥550 ¥500 横浜そごう

N-0603 井筒俊彦 イスラーム文化　その根底にあるもの（岩波文庫） 岩波書店 1991 ¥460 ¥250 横浜そごう

N-0604 1970 森本哲郎 聖なる幻想の宇宙　インド　世界知の旅2 小学館 1986 ¥1,300 ¥650 ブックセンターいとう東中野本店

N-0605 大谷幸三 ヒジュラに会う　（ちくま文庫）（性なき巡礼改題） 筑摩書房 1995 ¥680 ¥300

N-0606 ★ 柳宗玄 アジャンター窟院　世界の聖域7 講談社 1981 ¥4,300 ¥1,300

N-0607 石田尚登 ブッダ　大いなる旅路3　救いの思想大乗仏教
日本放送出版協

会
1998 ¥2,000 ¥1,000 京王大古書市

N-0608 1973 1978 西岡直樹 1946 続　インド花綴り 木耳社 1991 ¥2,320 ¥900 京王大古書市

N-0609 1988 本林靖久 1962 ブータンスタイル 京都書院 1998 ¥1,000 ¥500 京王大古書市



N-0610 ★ 畠中光享 1947 インドの染色 京都書院 1997 ¥1,000 ¥500 京王大古書市

N-0611 ★★ 神谷武夫 1946 インドの建築 東方出版 1996 ¥12,360 ¥3,500 京王大古書市

N-0612 ★ 平凡社 地図で知る　東南・南アジア 平凡社 1994 ¥6,200 ¥2,500 小田急古本市

N-0613 ★ 畠中光享 1947
ダルマ・ヤートラ　ブッダの歩いた道

画文集[インド巡礼]
日本経済新聞社 1993 ¥4,300 ¥2,000 小田急古本市

N-0614 早島鏡正 ゴータマ・ブッダ　人類の知的遺産1 講談社 1979 ¥1,600 ¥800 小田急古本市

N-0615 石井昭 1938 インド・南アジア　世界遺産を旅する8 近畿日本ツーリスト 1998 ¥1,800 ¥800 伊勢丹古本市

N-0616 鎌田正浩 1953 印度　きらめく無への巡礼 彩流社 1997 ¥1,800 ¥1,300 琦人館

N-0617

N-0618 平凡社 西域　インド　イスラーム　世界名画全集16 平凡社 1959 ¥380 ¥200 三鷹下田書店

N-0619 下川裕治 アジア達人旅行　（徳間文庫） 徳間書店 1995 ¥520 ¥150

N-0620 紅山雪夫 1927不思議のイスラム　トルコ～エジプト・モロッコの旅
トラベルジャーナ

ル
1996 ¥1,800 ¥800

N-0621
ハーバート・
パッシン　伊

1916
インドを救う道　ナラヤン獄中記 サイマル出版会 1979 ¥1,200 ¥400

N-0622 ★★
ラグビール・

シン　　　中尾
ガンジス　ラグビール・シン写真集 岩波書店 1992 ¥4,000 ¥2,500 彩の国古本まつり

N-0623 山折哲雄 聖と俗のインド 第三文明社 1998 ¥980 ¥500 下田書店

N-0624 佐和隆研 インド美術　講談社版世界美術大系7 講談社 1962 ¥2,700 ¥300 立川中武フローム

N-0625
ルイ・ルヌー
渡辺照宏　美

インド教（文庫クセジュ） 白水社 1991 ¥980 ¥250 早稲田青空古本市

N-0626 ★★ 久留島秀三郎 印度・印度支那 相模書房 1939 ¥7 ¥500
*戦前のインド旅行記　コロンボからカルカッタへ　早
稲田青空古本市

N-0627 ★ 小西正捷・宮本久義1938・50 インド・道の文化誌 春秋社 1995 ¥3,296 ¥1,000 早稲田青空古本市

N-0628 ★ 荒松雄 1921
多重都市デリー

民族、宗教と政治権力（中公新書）
中央公論社 1993 ¥780 ¥300 早稲田青空古本市

N-0629 K&Bパプリシャーズ 個人旅行　インド13　2000～2001 昭文社 1999 ¥1,667 ¥700 ブックセンターいとう桜が丘店

N-0630 1976 田口汎
ナイルとガンジスの狭間で

確かな「生」を歴史に位置づける
情報センター

出版局
1989 ¥1,550 ¥300 彩の国古本まつり

N-0631 1983 1984 岳真也（編訳） 1947 現代インド短編小説集 彩流社 1989 ¥1,550 ¥500 彩の国古本まつり

N-0632 根深誠 1947 カラー版　風の瞑想ヒマラヤ　（中公文庫） 中央公論社 1997 ¥762 ¥300 彩の国古本まつり

N-0633 陳舜臣 1924 インド三国志（講談社文庫） 講談社 1998 ¥571 ¥200 彩の国古本まつり

N-0634 石田保昭 インドの課題　叢書現代のアジア・アフリカ6 三省堂 1971 ¥850 ¥400 早稲田鶴本書店

N-0635 ★ 山際素男 1929 インド群盗伝 三一書房 1993 ¥2,300 ¥500 サンプラザ古本まつり

N-0636

マトウー・シュ
ワール　ルー

ス・バニタ
鳥居千代香

インドの女たち　マヌシからの報告 明石書店 1990 ¥2,400 ¥950

N-0637 ★★ 山田和 インドの大道商人（講談社文庫） 講談社 1999 ¥1,140 ¥1,140 弘栄堂書店

N-0638 おおいみつる ヨーガに生きる　-中村天風とカリアッパ師の歩み- 春秋社 ¥1,600 伊勢丹古書市



N-0639 中村元 インド思想史　第2版　（岩波全書） 岩波書店 1956 ¥500 ¥300 伊勢丹古書市

N-0640 横山宗一郎 ブッダの道2400年　京都書院アートコレクション 京都書院 1999 ¥1,200 ¥500 伊勢丹古書市

N-0641 黒住格 ネパール　神々の大地
神戸新聞社
出版センター

1983 ¥1,000 ¥600 伊勢丹古書市

N-0642 栗林一路 ヒマラヤ　遠征・トレッキング入門 成美堂出版 1976 ¥1,000 ¥100 伊勢丹古書市

N-0643 田森雅一 インド音楽との対話 青弓社 1990 ¥2,060 ¥1,200 ブックスティション祥鸞

N-0644 小林紀晴 ASIA ROADアジアロード 講談社 1997 ¥1,800 ¥750 ブックセンターいとう恋ヶ窪店

N-0645 KERALA　（南インド　ケララ州の写真集）
*南インド旅行記念にコーチンで延原さんからいただ
く。

N-0646 HINDU INDIA（ヒンドゥー教の建築物の写真集） 1998 $24 $24
*南インド旅行の時、コーチン飛行場の売店で求め
る

N-0647 ★★ 中村元 1912 ブッダ入門 春秋社 1991 ¥1,700 フォロム中武

N-0648 1971 静水孝英 1904 インド聖地巡拝紀行 隆文社 1972 ¥1,000 ¥500 *著者67歳で始めての仏蹟巡礼　フォロム中武

N-0649 岩波書店編集部 仏陀の生涯　（岩波写真文庫181） 岩波書店 1956 ¥100 ¥200
*1950年代に発刊された岩波写真文庫の1冊　小田
急古書街

N-0650 岩波書店編集部 インドの一断面　（岩波写真文庫284） 岩波書店 1958 ¥100 ¥200
*この時代のインド風景がわかる写真集　小田急古
書街

N-0651 ★ 藤原新也 全東洋写真 新潮社 1996 ¥4,600 ¥2,200
*イスタンブール・インド・ミャンマー・中国・韓国等
264点の写真が542ページに　小田急古書街

N-0652 ひろさちや（編） インドの宗教と芸術
世界聖典刊行協

会
1985 ¥1,400 ¥800 小田急古書街

N-0653 1979 鬼海弘雄 1945 印度や月山　フォトエッセイ 白水社 1999 ¥2,400 ¥2,500 府中啓文堂書店

N-0654 1983 1984 岳真也 1947 インド塾の交差点（廣済堂文庫） 廣済堂出版 1990 ¥450 ¥250 ブックスティション祥鸞

N-0655 岩瀬一郎 インドー長期滞在者のための最新情報55 三修社 1996 ¥1,800 ¥500 荻窪ささま書店

N-0656
ユネスコ世界
遺産　　セン

ター
インド亜大陸　ユネスコ世界遺産5 講談社 1997 ¥5,631 ¥2,500 八王子ブックエイト

N-0657 大村次郷 新アジア漫遊（朝日文庫） 朝日新聞社 1994 ¥1,200 ¥600 ブックアマート武蔵小金井

N-0658 上野照夫 1907 インドの細密画
中央公論事業出

版
1971 ¥1,000 ¥0 延原啓さんより

N-0659 小松健一 1953 秘境ヒマラヤ　父と子の旅 高文教 1995 ¥1,854 ¥840 ブックスティションなごみ

N-0660 河野亮仙 カタカリ万華鏡 平河出版社 1988 ¥2,575 ¥1,000 古本チャージ

N-0661
佐藤正哲　中
里成章　水島

1939
・46

ムガル帝国から英領インドへ　世界の歴史14 中央公論社 1998 ¥2,524 ¥1,300 お伽草子

N-0662 ★ 仲摩照久 世界地理風俗大系5　インド 新光社 1929 ¥1,000
*昭和初期に編集された地理大系　中野サンプラザ
古本まつり

N-0663 ★
全国地理教
育　　　　　研

旅　インドを訪ねて 日本書院 1971 ¥1,100 ¥500
*高校社会科教師120名の初インド訪問記　中野サ
ンプラザ古本まつり

N-0664 歴史と旅（編） シルクロードと玄奘三蔵の生涯（歴史と旅1999年12月）秋田書店 1999 ¥830 ¥100 中野サンプラザ古本まつり

N-0665 ★ 1978 瀬戸内晴美 インド夢幻（文春文庫） 文芸春秋 1986 ¥400 ¥260 ブックセンター吉祥寺

N-0666 1987 マチコ・ラクシュミー バラタナティアムを踊る 出帆新社 1997 ¥1,800 ¥900 ブックセンター武蔵野

N-0667 欠番

N-0668 1987 謝秀麗 1950
花嫁を焼かないで

インドの花嫁持参金殺人が問いかけるもの
明石書店 1990 ¥1,680 ¥600 ブックセンター武蔵野



N-0669 ★ 1990 駒澤深道 1940 印度　生死の月　駒澤深道写真集 春秋社 1995 ¥9,785 ¥2,000 ささま書店

N-0670 ★ 蔵前仁一 1956 旅で眠りたい（新潮文庫） 新潮社 1999 ¥552 ¥280 多摩市佐伯書店

N-0671 飯田健雄 1951 期待の巨大市場　インド PHP研究所 1997 ¥1,238 ¥500 ブックセンターいとう桜ヶ丘店

N-0672 ★ 印度祭事務局 インド　インド祭記念出版 リブロポート 1988 ¥3,800 ¥1,000 彩の国古本まつり

N-0673 ★ 1935 1936 野口米次郎 印度は語る 第一書房 1936 ¥2,000
*戦前インドに渡って講演をした人　彩の国古本まつ
り

N-0674 西脇文昭 1947
インド対パキスタン　（講談現代選書）

核戦略で読む国際関係
講談社 1998 ¥640 ¥250 高幡不動

N-0675 ★ 安引宏 印度の誘惑 河出書房新社 1986 ¥1,200 ¥1,500 西部古書市

N-0676 1969 高尾栄司 1947 誰も書かなかったインド
サンケイ新聞社

出版局
1975 ¥700 ¥1,500 西部古書市

N-0677 1967 福田敏郎 1936 遺跡にみる仏陀の生涯 三学出版 1980 ¥3,300 ¥1,500 西部古書市

N-0678 1968 柳本沓美 1944ヒマラヤの村　シェルパ族とくらす（現代教養文庫） 社会思想社 1976 ¥320 ¥130 ブックセンターいとう羽衣店

N-0679 1988 伊藤邦幸 1931 同行二人　東ネパールにおける地域医療 新教出版社 1993 ¥3,500 ¥800 京王古書市

N-0680 ★ 1991 1994 白石凌海 1948 インド　死を生きる 明石書店 1997 ¥2,000 ¥1,400 京王古書市

N-0681
ブライアン・
ガードナー
浜本正夫

1916
イギリス東インド会社 リプロポート 1989 ¥2,266 ¥1,200 京王古書市

N-0682 1954 1955
坂東性純・花

山勝友
1932 インド佛蹟巡拝紀行 東成出版社 1955 ¥330 ¥1,000 京王古書市

N-0683 小西正捷 暮らしがわかるアジア読本　インド 河出書房新社 1997 ¥2,000 ¥2,100 紀伊国屋国分寺店

N-0684
大村次郷・安

田治樹
1941 アジャンタ石窟大公開　芸術新潮99・3月号 新潮社 1999 ¥1,200 ¥600 高田馬場古書感謝市

N-0685 ★
大村次郷・立

川武蔵
1941・42

アジャンタとエローラ　アジアをゆく
インデカン高原の石窟寺院と壁画

集英社 2000 ¥1,990 ¥1,200 高田馬場古書感謝市

N-0686 黒田信一 1955
インド人大東京をゆく！

【旅した人】アヌラーグ・メヘンディ君
青春出版社 2000 ¥1,200 ¥650 高田馬場古書感謝市

N-0687
田中於菟弥
坂田貞二

1903・38 インドの笑話 春秋社 1983 ¥1,800 ¥1,000 高田馬場古書感謝市

N-0688 樋口隆康 インドの仏蹟 朝日新聞社 1969 ¥850 ¥1,000 伊勢丹古書展

N-0689
第二アートセ

ンター
インド・東南アジアの紋様　世界の紋様４ 小学館 1992 ¥8,500 ¥3,500 伊勢丹古書展

N-0690 黒滝大休 画録　印度仏蹟巡拝 津軽書房 1971 ¥1,300 ¥2,350 弘前成田書店

N-0691 渡辺照宏 1907 仏教のあゆみ　インド・中国篇 大法輪閣 1957 ¥1,200 ¥600 東横大古書市

N-0692
Ｍ・Ｈ・Sス
トークス

アダムス保子

1927
インドの民話　馬鹿なツチュリの話 大日本絵画 1979 ¥1,800 ¥500 東横大古書市

N-0693 和田和彦 1929
エロスの神々

インド・ネパールの太陽神殿とタントラ美術
河出書房新社 2000 ¥1,800 ¥800 東横大古書市

N-0694 稲垣功一 1942 風の炎　稲垣功一印度朱光 キャノン 1980 ¥1,000 荻窪岩崎書店

N-0695 ★★ 2000/1～2 小熊英二 1962 インド日記　牛とコンピュタの国から 新曜社 2000 ¥2,700 ¥1,800 神戸三宮

N-0696 1977 北山宏明 菩提樹の里 仏教タイムス社 1979 ¥2,000 ¥600 吉祥寺ブックステイション

N-0697 ★
北海道立近

代　　　　美術
インド宮廷衣装 北海道新聞社 1988 ¥2,000 ¥800 吉祥寺ブックステイション



N-0698 伝統と現代 詩集　インド憧憬　伝統と現代１９８１・５創刊70号記念伝統と現代社　 1981 ¥800 ¥350 早稲田青空古本市

N-0699 M・プリッチャー・張昭雄 インド現代史　ネルー・その政治的生涯 世界思想社 1968 ¥680 ¥300 早稲田青空古本市

N-0700 吉野信 1943 密林の王者　ベンガルタイガー 読売新聞社 1985 ¥3,800 ¥1,000 早稲田青空古本市

N-0701 萩野谷慶記 1938 ネパール・微笑みの風　萩野谷慶記写真集　 東方出版 2000 ¥2,800 ¥1,700 高田馬場古書感謝市

N-0702 ★ 廣津秋義 1952 カルカッタ　アジア民族写真叢書8 平河川出版社 1992 ¥3,600 ¥0 延原啓さんより

N-0703 高橋博 赤銅の大地、インド　お茶の国を旅する2 レビシェ 1999 ¥1,300 ¥500 高円寺球陽書房

N-0704 ★★ 山折哲雄 わが非暴力　藤井白達自伝 春秋社 1992 ¥2,000 ¥2,000 小金井文教堂

N-0705 ★★ 田中ぱるぱ 1956 タッサーシルクのぼんぼんパンツ 市民出版社 1997 ¥1,900 ¥1,900 小金井文教堂

N-0706
和尚

スワミ・プレ
ム・グンジャ

私の愛するインドIndia my love 市民出版社 1999 ¥2,800 ¥2,800 小金井文教堂

N-0707 ★ 秋野不矩 1908 画文集　バウルの歌 筑摩書房 1992 ¥1,800 ¥1,800 小金井文教堂

N-0708 1976 1977 松田芳行 1949 ジレルの歌 松田芳行 1991 ¥2,000 ¥300
*ヒマラヤ山麓での喜怒哀楽そして、ネパールと日本
を想う　中野サンプラザ古本市

N-0709 佐藤宏 南アジア　政治・社会　地域研究シリーズ
アジア経済研究

所
1991 ¥2,900 ¥500 彩の国古本まつり

N-0710 山崎元一・他
南アジア世界・東南アジア世界の形成と展

開　　　　岩波講座　世界歴史6
岩波書店 1999 ¥3,000 ¥1,500

N-0711
曹洞宗ボラン

ティア会
シャンティ1999　ラオス・古都紀行 現代企画室 1999 ¥730 ¥0 永福寺

N-0712
綾部恒雄・石

井米雄
もっと知りたい　ラオス 弘文堂 1996 ¥2,500 ¥0 永福寺

N-0713 ★ NHK取材班
NHK海のシルクロード4　仏陀と宝石黄金半

島を越える
日本放送出版協

会
1988 ¥1,800 ¥600 高田馬場古書感謝市

N-0714 荒松雄 1921 インド行　人間と自然の博物館
ジャルパックセン
ター　旅行開発株

式会社
1985 ¥880 ¥300 武蔵境

N-0715 わだあきこ パキスタンへお嫁に行く 三一書房 1995 ¥1,500 ¥600 ブックセンターいとう東中野本店

N-0716 1975 NHK取材班 アジアの民芸
日本放送出版協

会
1978 ¥900 ¥350 ブックセンターいとう東中野本店

N-0717 1977 1990 茂市久美子 私のヒマラヤ紀行 恒文社 1994 ¥1,800 ¥700 ブックセンターいとう東中野本店

N-0718 下川裕治 好きになっちゃったインド 双葉社 1997 ¥1,500 ¥600 ブックセンターいとう東中野本店

N-0719 ★ 九里徳泰・林美砂 ブータン自転車旅行 山と渓谷社 1995 ¥1,500 ¥700 ブックスティション

N-0720 1983 1984 宮崎亮・安子 バングラディシュに生きて　死の陰の谷より 新教出版社 1985 ¥1,800 ¥600 ブックスティション

N-0721 宮原巍 ヒマラヤの灯　ホテル・エベレスト・ビューを建てる 文芸春秋 1982 ¥1,200 ¥500 ブックセンターいとう小金井店

N-0722 石田保昭 インドの課題　叢書現代のアジア・アフリカ6 三省堂 1971 ¥850 ¥500 伊勢丹古書市

N-0723
エ・エム・サハ
イ　　　　武藤

印度 モダン日本社 1938 ¥1,000 伊勢丹古書展

N-0724
イースタン・エ
コノミスト　森
川哲郎（訳）

新しいインド 経済批評社 1953 ¥800 ¥1,000 伊勢丹古書市

N-0725 坂田貞二（編） インド・ネパール・スリランカの民話 みくに出版 1998 ¥1,500 ¥400 立川フロム中部

N-0726 吉岡幸雄 更紗　さらさ　日本の染色20 京都書院 1993 ¥2,800 ¥800 銀座松屋

N-0727 ★ 松井透 バニヤンの樹かげで　異文化への視野 筑摩書房 1994 ¥2,800 ¥1,050 小田急古書街



N-0728
バートン版
山主敏子

（訳）

インドのジャリアッド王と宰相シマス
アラビアンナイト6

ぎょうせい 1990 1500 500 荻窪岩崎書店

N-0729 1971 森田千里 1932 ヒマラヤ酔夢譚 リベルタ出版 1999 ¥1,900 ¥600 彩の国古本まつり

N-0730
古賀正則・内
藤雅雄・   中

1930
・

現代インドの展望 岩波書店 1998 ¥6,200 ¥2,800 彩の国古本まつり

N-0731 塩田純 1960
ガンディーを継いで　家族の肖像

非暴力・不服従の系譜
日本放送出版協

会
1998 ¥1,700 ¥600 彩の国古本まつり

N-0732 金川義人 印度史の分析 国民社 1944 ¥500 彩の国古本まつり

N-0733 ★ 俵万智 1962 ある日、カルカッタ 新潮社 2001 ¥1,400 ¥1,400 新宿紀伊国屋

N-0734
話題の達人
倶楽部編

「あやしいインド」にはまる本 青春出版社 1998 ¥476 ¥476 目黒友隣堂書店

N-0735 ★ 周防正行 インド待ち 集英社 2001 ¥1,785 ¥1,785 国分寺

N-0736 ★ 津本陽 大谷光端の生涯 角川文庫 1999 ¥838 ¥400 国分寺

N-0737
H・1・アイザッ

クス　我妻
洋・佐々木譲

神の子らー忘れ去られた差別社会ー 新潮社 1970 ¥800 ¥300 国分寺ら・ぶかにすと2

N-0738
ジヤミラ・ヴル
ギーズ　鳥居

焼かれる花嫁ーインドの結婚ー 三一書房 1982 ¥2,260 ¥800 国分寺ら・ぶかにすと2

N-0739 おおえまさのり 空なるものの愛に捧げる詩（うた） 講談社 1974 ¥780 ¥380 国分寺ら・ぶかにすと2

N-0740 鈴木喜一 1949大地の家　ユーラシア・人と住まいのエコロジー PMC出版 1988 ¥1,800 ¥800 武蔵小金井伊東書店

N-0741 渡瀬信之 1941 マヌ法典　ヒンドゥー教世界の原形 中央公論社 1990 ¥600 ¥300 中野サンプラザ古本市

N-0742
夫馬基彦・ブ
ラブッダ・山

こころある旅　インド CBSソニー出版 1977 ¥1,200 ¥400 中野サンプラザ古本市

N-0743
コーサンビー

山崎利男
1907

インド古代史 岩波書店 1966 ¥700 ¥400 中野サンプラザ古本市

N-0744
臼田雅之・佐
藤宏　・　谷

1944
・43

もっと知りたいバングラディシュ 弘文堂 1993 ¥2,800 ¥600 中野サンプラザ古本市

N-0745 J・イートン　高杉一郎 ガンジー伝（岩波少年文庫） 岩波書店 1957 ¥240 ¥100 フロム中武古書市

N-0746 1993 波勝一廣 1944 パキスタン漫遊紀行　コーランの祈りによせて 三一書房 1998 ¥1,800 ¥900 ブックステーション

N-0747 WCG編集室 インド　魅力わくわく亜大陸
トラベルジャーナ

ル
1999 ¥1,800 ¥900 お伽草子

N-0748 朝日新聞外報部 モンスーンの国　アジア万華鏡 朝日新聞社 1983 ¥1,000 ¥400 ブックセンターいとう東中野本店

N-0749 1985 1989 坪野和子 チベットで深呼吸 凱風社 1991 ¥1,400 ¥550 ブックセンターいとう東中野本店

N-0750 1953 1955 中根千枝 1924 未開の顔・文明の顔　（角川文庫） 角川書店 1972 ¥300 ¥120 ブックセンターいとう聖蹟桜ガ丘

N-0751 渡辺みえこ 1946 女ひとり漂白のインド 彩流社 1999 ¥1,800 ¥700 ブックセンター武蔵野

N-0752 1999 入沢英和 1943 アジア横断　ハノイからイスタンブールへ 和泉書房 2000 ¥1,800 ¥900 ブックセンター武蔵野

N-0753
ドロシー・ノー
マン　　　朝長

インディラ・ガンディーの手紙 朝日新聞社 1988 ¥1,700 ¥500 国立古書センター

N-0754 秋山和歩
戦後日本人海外旅行物語
巨いなる旅の時代の証言

実業之日本社 1995 ¥1,800 ¥1,700 ブックスティション武蔵野



N-0755 ★ 1981・1986 モハンティ・三智江
お気をつけてよい旅を！

日本人女将インド安宿繁盛記
双葉社 2000 ¥1,500 ¥1,500 神田三省堂

N-0756 現代思想 インド的なるもの　現代思想1994・6 青土社 1994 ¥1,300 ¥1,000 京王古書市

N-0757 朝日教之 1955 東チベット横断紀行 山と渓谷社 1988 ¥1,600 ¥600 京王古書市

N-0758 ★★ 1963 1964 佐々木高明 1929 インド高原の未開人 古今書院 1968 ¥1,400 ¥400 京王古書市

N-0759 今井行順 1925 アラカンに轟く太鼓　戦場の日本山
日印サルボダヤ

交友会
1986 ¥1,800 ¥600 京王古書市

N-0760
ロヒトン・ミス
トリー　　　小

かくも長き旅 文芸春秋 1996 ¥3,500 ¥1,000 小田急古書掘出し市

N-0761 ★ 浜渦哲雄 1940
大英帝国インド総督列伝

イギリスはいかにしてインドを統治したか
中央公論新社 1999 ¥2,200 ¥1,000 小田急古書掘出し市

N-0762 坪井善明（編） 1948 ヴェトナム　　暮らしがわかるアジア読本 河出書房新社 1995 ¥2,000 ¥500 小田急古書掘出し市

N-0763

三田誠広
（文）

田村仁（写
真）

1948
1942

仏陀の風景 講談社 1985 ¥2,000 ¥800 伊勢丹古書市

N-0764
岡本幸治
木村雅昭

1936
1942

南アジア　紛争地現代史3 同文社 1998 ¥6,800 ¥2,000 伊勢丹古書市

N-0765 ★ 山田真美 1960マンゴーの木　伝説の魔法使いをめぐる運命の輪 幻冬舎 1998 ¥1,600 ¥1,000 新宿琦人堂

N-0766
狭間直樹　長

崎暢子
1937・37 自立へ向かうアジア　世界の歴史27 中央公論新社 1999 ¥2,524 ¥1,000 高田馬場納涼古本市

N-0767 林克之 1946
村に灯がついた　ヒマラヤ・チョモロン

村に電気をつけた日本人の記録
山と渓谷社 1989 ¥1,300 ¥600 ブックスティション

N-0768 岩村忍 1927ネパールの碧い空　草の根に生きる医師の記録 講談社 1975 ¥980 ¥400 彩の国古本まつり

N-0769 ★
J.A.L.シング

中野善達　清
水知子 1934・1941

狼に育てられた子　カマラとアマラの養育記録 福村書店 1977 ¥1,200 ¥400 彩の国古本まつり

N-0770 ★
ゲッツ板谷
（板谷宏一）

1964 インド怪人紀行 スターツ出版 2000 ¥1,200 ¥600 彩の国古本まつり

N-0771
クラウス・コル
ドン　大川温

1943
1956

モンスーン　あるいは白いトラ 理論社 1999 ¥2,800 ¥1,000 彩の国古本まつり

N-0772 近藤英夫（編） 四大文明　インダス NHK出版 2000 ¥1,900 ¥800 彩の国古本まつり

N-0773 ★★ 1989 1997 中澤茂 1932インド　信仰の風土と原色の民　中澤茂油絵作品集 審美社 2000 ¥5,700 ¥1,500 彩の国古本まつり

N-0774 堀田あきお&かよ インドまで行ってきました！ 小学館 2002 ¥1,000 ¥1,000 文教堂

N-0775
E.M.フォス

ター
デヴィの丘 図書出版社 1992 ¥2,500 ¥1,200 彩の国古本まつり

N-0776 ★ 長瀬衛 天界漫遊ラダック　長瀬衛写真集 日本テレビ 1988 ¥4,500 ¥900 彩の国古本まつり

N-0777 1990 武澤秀一 1947 迷宮のインド紀行　（新潮選書） 新潮社 2001 ¥1,300 ¥1,300 吉祥寺弘栄堂書店

N-0778 ★★ 1999 2001 小川忠 1959 インド　多様性大国の最新事情（角川選書） 角川書店 2001 ¥1,300 ¥1,300 吉祥寺弘栄堂書店

N-0779 1978 1998 澤村浩行 1942 ユーラシア大陸放浪途上 梨の木舎 1999 ¥1,600 ¥600 ブックスティション武蔵野

N-0780
婦人之友編

集部
大豆を通してベンガルの女性たちと友達になれた

全国友の会中央
部

1990 ¥100 大井町ブックオフ



N-0781 杉本良男（編） もっと知りたいスリランカ 弘文堂 1987 ¥2,370 ¥100 大井町ブックオフ

N-0782 ★ 榊原英資 インドIT革命の驚異（文春文庫） 文芸春秋 2001 ¥690 ¥300 大井町ブックオフ

N-0783 本田實信 イスラム世界の発展　ビジュアル版世界の歴史6 講談社 1985 ¥2,200 ¥800 伊勢丹大古本市

N-0784 ダブリ

N-0785 岩多史真 インドのゴルフ場から 近代文芸社 1998 ¥1,100 ¥550 荻窪BOOK・OFF

N-0786 ★ 小寺武久 1933古代インド建築史紀行　神と民の織りなす世界 彰国社 1997 ¥2,600 ¥1,300 立川フロム中武

N-0787 ★★ 流水りんこ インドな日々 朝日ソノラマ 2000 ¥673
*インド人と結婚したマンガ家の楽しいお話。　武蔵
境

N-0788 ★
1986
１～４

中村元・　田
辺祥二　　河

邑厚徳

1934
1948 インドこころの旅　 日本放送出版協会 1987 ¥2,500 ¥800 中村元1952年より19回渡印。　吉祥寺よみた屋

N-0789 蔵前仁一 1956 ホテルアジアの眠れない夜（講談社文庫） 講談社 1994 ¥524 ¥200 吉祥寺古本センター

N-0790 大村次郷 1941 アジア色文化の旅（朝日文庫） 朝日新聞社 1989 ¥890 ¥400 吉祥寺古本センター

N-0791

J・ネルー　辻
直四郎　飯塚
浩二　蝋山芳

郎

インドの発見　上 岩波書店 1953 ¥850 ¥750 ブックスティション武蔵野

N-0792

J・ネルー　辻
直四郎　飯塚
浩二　蝋山芳

郎

インドの発見　下　 岩波書店 1956 ¥850 ¥750 ブックスティション武蔵野

N-0793 石川雅一 1957 写真詞華集　光芒の大地 鳥影社 1997 ¥2,472 ¥800 ブックスティション武蔵野

N-0794 小林紀晴 アジアの少年（幻冬舎文庫） 幻冬舎 1999 ¥800 ¥370 ブックスティション祥鸞

N-0795 ★★ 1927・74 山田和 1946 インド大修行時代（講談社文庫） 講談社 2002 ¥590 ¥590 イトーヨーカドー

N-0796 ★
ウイリアム・ダ

ルリンフル
1939

精霊の街デリー　北インド十二か月 凱風社 1998 ¥1,900 ¥900 ブックスティション吉祥寺

N-0797 ★★ 山際素男 1929 破天　一億の魂を掴んで男 南風社 2000 ¥2,800 ¥100 ブックオフ多摩

N-0798 佐藤良 1960 私が愛したインド人 小林書店 1998 ¥1,800 ¥750 ブックセンターいとう羽衣店

N-0799 ★ 1974 河野典生 1935 わが大地のうたーインド4部作 徳間書店 1975 ¥980 ¥1,000 彩の国古本まつり

N-0800 ★ 江本嘉伸 1940 西蔵漂白　下 山と渓谷社 1994 ¥3,000 ¥1,000 彩の国古本まつり

N-0801 下川裕治 1964 好きになっちゃったカトマンズ 双葉社 1998 ¥1,500 ¥600 彩の国古本まつり

N-0802 松本栄一 1948 チベット　生と死の知恵（平凡社新書） 平凡社 2002 ¥760 ¥700 松本栄一インド写真展

N-0803 肥塚隆　宮治昭 インド1　世界美術全集　東洋編14巻 小学館 2000 ¥21,000 ¥8,000 ブックオフ窪店店

N-0804 欠番 欠番

N-0805 欠番 欠番

N-0806 欠番 欠番

N-0807 欠番 欠番

N-0808 ★ 山下博司 1954 ヒンドゥー教とイスラム教　世界史リブレット 山川出版社 1997 ¥729 ¥300 高田馬場古書感謝市

N-0809 中村平治（編） インド現代史の展望 青木書店 1972 ¥2,000 ¥300
*近藤治・桑島昭・伊藤正二・山口博一・浜口恒夫・
古賀正則　フロム中武古書市

N-0810 朝日百科 世界の美術9　イスラム・インド・ヒンドウークシュ 朝日新聞社 1981 ¥6,000 ¥500 池袋パルコ古市

N-0811 宮元啓一 1948 インド文明5000年の謎 光文社文庫 1989 ¥510 ¥300 ブックスティション吉祥寺



N-0812 谷口太聖 1977 インドの風に吹かれよう カットシステム 2001 ¥1,200 ¥600 ブックオフ八王子

N-0813 加藤友治 1900 印度　独立とその後 日本経済新聞社 1953 ¥200 ¥500 彩の国古本まつり

N-0814 ★ 山際素男 1929 不可触民ーもうひとつのインドー 光文社文庫 2000 ¥476 ¥200 彩の国古本まつり

N-0815 柳本杏美 1944 ヒマラヤの村ーシェルパ族と暮らすー 社会思想社 1976 ¥400 ¥200 彩の国古本まつり

N-0816 高橋照 1914 秘境ムスタン潜入記 東京新聞出版局 1979 ¥1,400 ¥550 ブックセンターいとう小金井店

N-0817 牧野財士 1923 タゴールとガンディー　（上）
よろず医療界
ラダック募金

2002 ¥2,500 ¥0 石賀美雪さんより

N-0818 ★★ 山際素男 1929
脳みそカレー味

岸田今日子、　吉行和子とのインド紀行
三一書房 1988 ¥1,500 ¥2,480 古書一徹

N-0819 ★ 立川武蔵　田村仁 ヒマラヤの僧院　世界の聖地8 講談社 1981 ¥3,800 ¥1,500 京王古本市

N-0820 小林キュウ 1968 インド・ノート 文英堂 2000 ¥1,600 ¥900 京王古本市

N-0821 木村肥佐生（訳）1922 チベットわが祖国　ダライ・ラマ自叙伝
亜細亜大学アジ

ア研究所
1986 ¥1,800 ¥500 京王古本市

N-0822 ★★
沖守弘　小西

正捷
1929・38 インド・大地の民族画 未来社 2001 ¥6,800 ¥2,700 伊勢丹古本市

N-0823 小谷汪之（監修） インド　図説世界文化地理大百科 朝倉書店 2001 ¥28,000 ¥5,000 荻窪ささま書店

N-0824 ダイヤモンド社 インド　個人旅行マニュアル ダイヤモンド社 1996 ¥1,640 ¥600 松山坊っちゃん書房

N-0825 ★
B・アショク
山本未弓

1956・58 写真集インド紀行 柘植書房 1993 ¥4,500 ¥1,800 所沢彩の国古本まつり

N-0826 1996 1999 判田海渡 1938 モヘンジョダロ奮闘記 講談社出版 2000 ¥1,300 ¥400 所沢彩の国古本まつり

N-0827 ★ 1998 磯淵猛 1951 金の芽　インド紅茶紀行 角川書店 1998 ¥1,600 ¥650 ブックセンターいとう羽衣店

N-0828 ★ 1992 1996 中澤茂 1932
ヒマラヤ　ーチベット・ブータンー
五色{地・水・火・風・空}の祈り

審美社 1997 ¥5,700 ¥2,800 国立ブックセンター

N-0829 青山圭秀 1959 理性のゆらぎ 幻冬舎文庫 1997 ¥670 ¥240 国分寺いとう

N-0830 ★ 山際素男 1929 不可触民の道ーインドの民衆のなかへー 光文社文庫 2001 ¥533 ¥210 ブックセンターいとう小金井店

N-0831 ★
藤田弘基

茂市久美子
（文）

1939

カシミール　ロマンチックインド ぎょうせい 1998 ¥3,000 ¥1,000 荻窪ささま書店

N-0832 ★
藤田弘基

茂市久美子
1939

インドの旅　ﾛﾏﾝﾁｯｸインド ぎょうせい 1998 ¥3,000 ¥1,000 荻窪ささま書店

N-0833 ★
藤田弘基

茂市久美子
1939

ヒマラヤの小チベット　ﾛﾏﾝﾁｯｸインド ぎょうせい 1998 ¥3,000 ¥1,000 荻窪ささま書店

N-0834 定方昴 1936 アショーカ王伝 法蔵館 1982 ¥1,600 ¥800 三多摩図書

N-0835 ★
W・サトクリフ

村井智之
1971
1962

インドいき ソニー・マガジンズ 2001 ¥1,600 ¥800 ブックセンター武蔵野

N-0836 岩崎善四郎 1929 インドを知ろう イグザミナ 1997 ¥2,600 ¥1,000 ブックセンター武蔵野

N-0837 ★ 1979 夫馬勲 1938 夫馬勲写真集　聖地ベナレスの民
毎日新聞社
中部本社

1982 ¥5,000 ¥1,800 所沢彩の国古本まつり

N-0838 1972 川上康一 1938 ネパール物語 グラフィック社 1990 ¥2,990 ¥800 所沢彩の国古本まつり

N-0839 ★★ 1971 1974 河野真典 1947 懐かしきインドの人びと　河野真典写真集 三点印刷 1989 自費出版 ¥1,000 所沢彩の国古本まつり



N-0840 ★ 1994 宮原寧子 1942 道の記　ネパール 河出書房新社 2000 ¥2,850 ¥1,000 所沢彩の国古本まつり

N-0841 ★ 2000
松井亮（写

真）　　　　奥
山直司（文）

ムスタン　曼陀羅の旅 中央公論社 2001 ¥2,800 ¥1,000 吉祥寺よみた屋

N-0842
ユネスコ世界
遺産　　セン

ユネスコ世界遺産　西アジア 講談社 1998 ¥5,631 ¥1,000 古本市場

N-0843 ★
石川響（絵）
三友量順

（文）

1921
1946

インド花巡礼　ブッダお道をたどって 春秋社 1996 ¥3,914 ¥2,000 彩の国古本まつり

N-0844 青木日出夫 1936 インドのエロチック・アート 本の友社 2001 ¥3,800 ¥1,500 彩の国古本まつり

N-0845
J・ゴンダ　鎧

淳（訳）
インド思想史 岩波文庫 2002 ¥700 ¥350 彩の国古本まつり

N-0846 定方昴 1936 インド宇宙誌 春秋社 1985 ¥2,400 ¥1,300 国立古本センター

N-0847 1993
夢枕獏

佐藤秀明（写
真）

1951
1943

西蔵回廊ーカイラス巡礼ー（知恵の森文庫） 光文社 2002 ¥667 ¥250 中央書房

N-0848 ★ 1996 2002 小島卓 1963
やがてインドの時代がはじまる　（朝日選
書）　　　　        「最後の超大国」の実力

朝日新聞社 2002 ¥1,200 ¥1,200 荻窪ブックセンター

N-0849 前田専学 1929 ブッダを語る　NHKライブラリー NHK出版 1996 ¥1,068 ¥500 ブックストア伊藤

N-0850
瀬戸内寂聴
水野英子

ブッダと女の物語　（中公コミックシリーズ） 中央公論社 1986 ¥480 ¥300 京王古書市

N-0851 1968 梶浦逸外 光　－インド仏跡めぐり 西眼短期大学 1969 ¥500 京王古書市

N-0852 ★★

ヴィディヤ・デ
ヘージァ　宮
治明・平岡三

保子（訳）

インド美術　岩波　世界の美術 岩波書店 2002 ¥4,400 ¥1,600 京王古書市

N-0853 ★ 1980 中野孝次 1926 神々の座ーインド・ガンゴトリ紀行ー 河出書房新社 1981 ¥980 ¥500 京王古書市

N-0854

畠中光享（編
集）　　　中富
喜陽子（解

説）

インドの染色　（京都書院アーツコレクション） 京都書院 1997 ¥1,000 ¥500 伊勢丹大古書市

N-0855
尾崎隆　フレ

デリック
1952・48 ヒマラヤの子守傘-一歳児を連れて－

河出書房新社
ユニチャーム株

式会社発行
1986 ¥0 ¥100 ささま書店

N-0856 武澤秀一 1947 インド地底紀行　（建築探訪9） 丸善 1995 ¥2,369 ¥800 ささま書店

N-0857 ★ 長瀧衛 1940 天界漫遊ラダック　長瀧衛写真集 日本テレビ 1988 ¥4,500 ¥1,000 ささま書店

N-0858 嘉納秀郎 1934
人と自然の素顔を訪ねて　嘉納写真集1

熱帯アフリカ・マダカスカル
平凡社 1996 ¥4,738 ¥1,000 ささま書店

N-0859 嘉納秀郎 1934
文明と民族の十字路　嘉納秀郎写真集2

東地中海世界
平凡社 1997 ¥4,900 ¥1,000 ささま書店



N-0860 嘉納秀郎 1934
イスラムと古代文明の協奏　嘉納写真集3

中東・北アフリカ
平凡社 1997 ¥4,900 ¥1,000 ささま書店

N-0861 嘉納秀郎 1934
先住文化と大自然の相乗　嘉納写真集6

中央・南アメリカ
平凡社 1996 ¥4,900 ¥1,000 ささま書店

N-0862 瀬戸内寂聴 印度・乾陀羅 講談社 1983 ¥1,800 ¥1,300 常陸野

N-0863 1973 亘一弘 1941 インド亜大陸の旅　－古代の遺跡を訪ねて 永田文昌堂 1976 ¥2,000 ¥1,000 栃木市吉村書店

N-0864 1963 1965 伊藤和洋 1920 ネパール　－自然・人間・宗教 佼成出版社 1979 ¥1,400 ¥500 吉祥寺古書センター

N-0865 陳舜臣 黒いヒマラヤ 中央公論社 1964 ¥550 ¥400 吉祥寺古書センター

N-0866 ★ 1979
イーデス・ハ

ンソン
1939 インド片恋い 文芸春秋 1981 ¥1,400 ¥400 吉祥寺古書センター

N-0867 田村能里子 1944 被衣女群像印度　かつぎのおんなたち 形象社 1983 ¥2,000 ¥1,000 小金井　えびな書店

N-0868 ひろさちや 1936 インド仏教思想史　上 大法輪閣 1987 ¥1,800 ¥450 東横古本市

N-0869 ひろさちや 1936 インド仏教思想史　下 大法輪閣 1987 ¥1,800 ¥450 東横古本市

N-0870 ★
辛島昇

大村次郷（写
真）

1933
1941

海のシルクロード　アジアをゆく
中国泉州からイスタンブールまで

集英社 2000 ¥1,900 ¥500 ささま書店

N-0871 ★★ 1935 三上次男 南アジア紀行 三上登喜子 1997 ¥1,000 彩の国古本まつり

N-0872 橋本紘一 1945 中国　黄土高原　砂漠化する大地と人びと 東方出版 2001 ¥6,000 ¥1,000 ささま書店

N-0873 岩瀬一郎 1950 インド　長期滞在者のための現地情報 三修社 1999 ¥1,900 ¥800 小金井

N-0874 ★ 1985 佐藤幸郎 60歳からの大冒険　アンナプルナー一周の旅 山と渓谷社 1987 ¥3,200 ¥0 著者より岡本氏を通して

N-0875 立川武蔵 はじめてのインド哲学 講談社現代文庫 ¥200 小金井伊東書店

N-0876 ★ 秋田茂　水島司 現代南アジア　6　世界システムとネットワーク 東大出版会 2003 ¥4,800 ¥2,000 彩の国古本まつり

N-0877 1983
ﾍﾞｯﾃｨﾅ・セル
ビー　柴田京

ヒマラヤ自転車旅行記 東京書籍 1991 ¥1,800 ¥600 彩の国古本まつり

N-0878 1996 今後佳子 私のインド紀行　－旅は道づれ、パックづれ- 鳥影社 1999 ¥1,400 ¥350 彩の国古本まつり

N-0879 1966 北川楊村 1898インドとネパール　仏教文化の源泉をたずねて 朝雲新聞社 1967 ¥470 ¥400 彩の国古本まつり

N-0880 鳥部紀久子 入門インド占星術　ヤッギャの煙りにのせて 出帆新社 1999 ¥1,800 ¥600 彩の国古本まつり

N-0881

ギータンジャ
リ・スーザン・

コラﾅドー
小磯千尋・小

磯学

1954

インド　カルチャーショック11 河出書房新社 2000 ¥2,500 ¥1,000 彩の国古本まつり

N-0882 1977 NHK取材班 ヒマラヤ400キロ
日本放送出版協

会
1978 ¥950 ¥300 彩の国古本まつり

N-0883 内藤雅雄 1940ガンディーをめぐる青年群像　歴史の中の若者たち 三省堂 1987 ¥1,600 ¥500 彩の国古本まつり

N-0884 ★ 素樹文生 1964 クミコハウス 求龍堂 1999 ¥1,700 ¥700 ブックセンターいとう小金井店

N-0885 ★ 稲葉なおと 1959 遠い宮殿　幻のホテルへ 新潮社 2000 ¥1,600 ¥700 ブックセンターいとう国分寺店

N-0886
鈴木みち子
豊田雅人

1946
1968

インド・スイート紀行 現代書館 2003 ¥1,900 ¥1,900 立川オリオン書店



N-0887 ★ 上田恭子 1945 バナーラスの赤い花環花輪 木犀社 2003 ¥2,100 ¥2,100 立川オリオン書店

N-0888 1958 1959 上野照夫 1907 インド　カラーブックス 保育社 1963 ¥200 ¥300

N-0889 渥美堅持 イスラム教を知る事典 東京堂出版 1999 ¥2,600 ¥1,000 伊勢丹大古本市

N-0890 ★ 花沢正治 忿怒と歓喜　ラダックー密教の原像ー 平凡社 1983 ¥9,800 ¥1,000 伊勢丹大古本市

N-0891 藤田弘基 エベレスト　花の道　（コロナブックス） 平凡社 2003 ¥1,600 ¥500 伊勢丹大古本市

N-0892
レスリー・
フォーブス

池田真紀子
ボンベイ・アイス 角川書店 2003 ¥2,800 ¥1,300 伊勢丹大古本市

N-0893 山折哲雄 1931 聖と俗とのインド 有学書林 1992 ¥2,500 ¥1,500 京王古書市

N-0894 宮元啓一 1948 インド死者の書 すずき出版 1997 ¥1,600 ¥600 立川古書市

N-0895 上村勝彦 1944 インド神話 東京書籍 1981 ¥1,800 ¥700 立川古書市

N-0896 佐藤宏（編） バングラデシュ　低開発の政治構造
アジア経済研究

所
1990 ¥3,700 ¥300 吉祥寺よみた屋

N-0897 1981 1984 加藤敬 1936
マンダラの里　アジア民俗写真叢書

ラダック冬に生きる
平河出版社 1991 ¥2,800 ¥700 府中伊勢丹

N-0898 1986 1988 上田紀行 1958 スリランカの悪魔払い 徳間書店 1990

N-0899 岡村隆 スリランカ　あるくみるきく　111
近畿日本ツーリ

スト
1976 ¥150 ¥200 府中伊勢丹

N-0900 深井聰男 50℃のイベント　あるくみるきく161
近畿日本ツーリ

スト
1980 ¥200 ¥200 府中伊勢丹

N-0901 田村善次郎
ヒマラヤの見える村で

アイシェルカルカ滞在記　あるくみるきく179
近畿日本ツーリ

スト
1982 ¥200 ¥200 府中伊勢丹

N-0902 深町得三 南アジアの漁船みてある記　あるくみるきく199
近畿日本ツーリ

スト
1983 ¥200 ¥200 府中伊勢丹

N-0903 ★ 1939 野元甚蔵 1917 チベット潜行1939 悠々社 2001 ¥3,300 ¥1,000 才谷屋書店

N-0904 ★★ 武藤友治 1930 インド私録　－思いきり取り組んだこの50年- シャンティ出版 2003 ¥1,715 ¥1,715 三鷹啓文堂

N-0905
向一陽　・向

晶子
1960・60 トレッキング　in　ヒマラヤ（中公新書） 中央公論社 2001 ¥1,000 ¥1,000 文教堂小金井店

N-0906 ★ 平尾和雄 1946 ヒマラヤ　スルジェ館物語　（講談社文庫） 講談社 1985 ¥420 ¥100 ブックセンターいとう桜が丘店

N-0907 ★ 1979 森田勇造 1940秘境ナガ高地探検記　日本人の源流を求めて東京新聞出版局 1984 ¥1,200 ¥350 彩の国古本まつり

N-0908 ★★
ジョナサン・ブ
ルーム　シー

ラ・ブレア
イスラーム美術　（岩波　世界の美術） 岩波書店 2001 ¥4,400 ¥2,500 彩の国古本まつり

N-0909 川喜田二郎 1920 ヒマラヤ　朝日小辞典 朝日新聞社 1977 ¥980 ¥150 中央書房

N-0910
ねこぢる　・山

野一
1961 インドちる 文春ネスコ 2003 ¥1,450 ¥650 立川古本屋

N-0911
NHKアジア古
都物語　プロ

ジェクト
ベナレスー生と死の聖地ー　アジア古都物語

日本放送出版協
会

2002 ¥1,400 ¥500

N-0912 藤井毅 1955歴史のなかのカースト　近代インドの〈自画像〉 岩波書店 2003 ¥2,600 ¥1,500 彩の国古本まつり



N-0913 真中史雄 1948 ドラッグ・内面への旅 第三書館 1989 ¥1,545 ¥700 彩の国古本まつり

N-0914 今井通子 1942 私のヒマラヤ　登頂記シリーズ3 朝日新聞社 1982 ¥420 ¥262 彩の国古本まつり

N-0915 ★ 松本栄一 1948 極限の高地チベット世界 小学館 1988 ¥7,800 ¥2,100 ささま書店

N-0916 国枝文夫 印度のヴィナス 三崎書房 1969 ¥580 ¥105 ささま書店

N-0917 今井通子 1942 私のヒマラヤ 朝日新聞社 1976 ¥980 ¥105 ささま書店

N-0918 田部井敦子 エベレスト・ママさん 山と渓谷社 1978 ¥1,300 ¥105 ささま書店

N-0919

ウィッキー
マッケンジー

山際素男
（訳）

チベット　奇跡の転生 文芸春秋 1995 ¥2,000 ¥500 新宿古本まつり

N-0920 青木文教 1886 秘密の国　西蔵遊記(中公文庫） 中央公論社 1990 ¥560 ¥560

N-0921 李奈　・韓美津 チベット旅の百日（中公文庫） 中央公論社 1993 ¥600 ¥600

N-0922
S・ヘディン
金子民雄

（訳）

1865
1936

チベット遠征　（中公文庫） 中央公論社 1992 ¥840 ¥840

N-0923 ★ 1969 渡辺建夫 1942 つい昨日のインド 木犀社 2004 ¥2,300 ¥2,300 紀伊国屋国分寺店

N-0924 ★ 1991 三瓶清朝 1945 ネパール紀行　文化人類学の旅 明石書店 1997 ¥2,500 ¥1,000 ブックセンターいとう東中野本店

N-0925 下嶋徹也 カトマンズ　　アジア古都物語 NHK出版 2002 ¥1,400 ¥500 ブックセンターいとう東中野本店

N-0926 岸本葉子 ふわっとブータンこんにちは NTT出版 1999 ¥1,400 ¥550 ブックセンターいとう桜が丘店

N-0927 丹羽基二 1919 天葬の国　チベット 芙蓉書房出版 1997 ¥2,600 ¥1,000 京王古書市

N-0928 ★ 小林紀晴 1968 遠い国 新潮社 2002 ¥1,600 ¥800 京王古書市

N-0929 前田専学 1931
インド哲学へのいざない　NHKライブラリー

ヴェーダとウバニシャッド
日本放送出版協

会
2000 ¥1,020 ¥400 京王古書市

N-0930
セレナ・ナン
ダ　蔦森樹

1960 ヒジュラ　男でも女でもなく 青土社 1999 ¥2,800 ¥1,000 よみた屋

N-0931 ★ 松本栄一 1948 ホテル・ガンジスビュー 現代書館 2003 ¥1,900 ¥1,900 西武池袋店

N-0932 ★
リュ・シファ
米津篤八

1959・58 地球星の旅人　インドの風に吹かれて NHK出版 2004 ¥1,700 ¥1,700 西武池袋店

N-0933 ★ ひのもと百合子 インド　ノーブレムへの旅 石風社 2004 ¥1,500 ¥1,500 西武池袋店

N-0934
川喜田二郎
高山龍三

1920・29 ヒマラヤ　－秘境に生きる人びと- 保育社 1962 ¥200 ¥157 彩の国古本まつり

N-0935
クシティ・モー
ハン・セーン
中川正生

1880
1940

ヒンドゥー教（講談社現代新書） 講談社 1999 ¥660 ¥367 彩の国古本まつり

N-0936 西脇文昭 1947
インド対パキスタン　核戦略で読む国際関

係　　　（講談社現代新書）
講談社 1998 ¥660 彩の国古本まつり

N-0937 ★ 2001 白石凌海 インド　輪廻に生きる　大沐浴祭 明石書店 2002 ¥2,400 ¥1,050 彩の国古本まつり

N-0938 ★ タゴール タゴール著作集10　自伝・回想・旅行記 第三文明社 1987 ¥5,300 ¥1,050 彩の国古本まつり

N-0939 1991 武澤秀一 1947 空間の生と死　アジャンターとエローラ 丸善株式会社 1994 ¥2,369 ¥787 彩の国古本まつり

N-0940 ★ 野口米次郎 起てよ印度 小学館 1942 ¥330 ¥3,570 彩の国古本まつり

N-0941 ダイヤモンド社 インド　地球の歩き方　個人旅行アニュアル ダイヤモンド社 1998 ¥1,640 ¥100 ブックスティション

N-0942 ★ 中島岳志 1975 ヒンドゥー・ナショナリズム　（中公新書ラクレ） 中央公論社 2002 ¥780 ¥300 古本センター



N-0943 ★★
ロンリープラ

ネット
インド

メディアファクト
リー

2004 ¥3,200 ¥3,200 国分寺紀伊国屋

N-0944 ★ たかのてるこ ダライ・ラマに恋して 幻冬舎 2004 ¥1,400 ¥1,400 立川オリオン書店

N-0945 立松和平 ブッダ PHP研究所 2004 ¥1,400 立川オリオン書店

N-0946

ロビン・ブラッ
クパーン　藤
井聰　・都築

方明

インド亜大陸の階級闘争 柘植書房 1978 ¥1,800 ¥210 彩の国古本まつり

N-0947 蔵前仁一 1956 旅人たちのピーコート　（講談社文庫） 講談社 2001 ¥629 ¥315 彩の国古本まつり

N-0948 仲能健児 1965 インドにて（幻冬舎文庫） 幻冬舎 2003 ¥454 ¥454 国分寺紀伊国屋

N-0949 山下博司 1954
ヒンドゥー教　インドという<謎>（講談社選書

メチエ）
講談社 2004 ¥1,600 ¥1,600 国分寺紀伊国屋

N-0950 1974 1993 大関保 1935 ネパールとヒマラヤの山旅 穂高書店 1995 ¥2,800 ¥800 立川古書市

N-0951 1996 蔵前仁一 1956 インドは今日も雨だった（講談社文庫） 講談社 2003 ¥533 ¥250 ブックセンターいとう　小金井店

N-0952 前田廣子 1948
女房の本音とネパール旅行　うひとつのフェ

ミニズム
白順社 1998 ¥2,000 ¥500 東小金井

N-0953
辛島昇　・坂

田貞二
世界歴史の旅　南インド 山川出版社 1999 ¥2,800 ¥2,800 啓文堂

N-0954 1954
D.マーフィー

中川弘
1926 神秘な国ネパール　（教養文庫） 社会思想社 1982 ¥560 ¥315 西武古本市

N-0955
牟田義郎・水

口章
1923・1954 情報アトラス　アラブの世界 集英社 1991 ¥2,300 ¥1,000 西武古本市

N-0956 立川武蔵 1942 ヒンドゥー教巡礼　（集英社新書） 集英社 2005 ¥690 ¥690 文教堂

N-0957 樋口隆康
ガンダーラへの道　シルクロード調査紀行

（旺文社文庫）
旺文社 1982 ¥340 ¥315 彩の国古本まつり

N-0958 岡本昇 若い国ネパール　医療診療隊の記録 芙蓉書房 1970 ¥580 ¥315 彩の国古本まつり

N-0959
ナショナルジ
オ　　　　　グ

インダス文明
ナショナルジオグ

ラフィック社
2000 ¥840 ¥262 彩の国古本まつり

N-0960 ★ たかのてるこ 1971 ガンジス河でバタフライ　（幻冬舎文庫） 幻冬舎 2002 ¥640 ¥300 ブックセンターいとう小金井店

N-0961 1963
D.マーフィー

中川弘
1931・25

シルクロード全速力　女ひとりの自転車旅
行　　　（現代教養文庫）

社会思想社 1979 ¥520 ¥105 ささま書店

N-0962 田部井敦子 エベレスト・ママさん　山登り半世紀（新潮文庫） 新潮社 1982 ¥240 ¥105 ささま書店

N-0963
M・Nピアンス

生田滋
1941 ポルトガルとインド（岩波現代選書） 岩波書店 1984 ¥2,200 ¥525 ささま書店

N-0964 ★ 山本悦夫 1934 インドに行こう 扶桑社 2004 ¥1,200 ¥1,200 吉祥寺啓文堂

N-0965
ジュゼッペ・

トゥッチ　黄寅
秀（訳）

ネパールの秘境ムスタンへの旅 せりか書房 1984 ¥2,000 ¥850 彩の国古本まつり

N-0966 ★ 伊藤武 1957 図説　インド神秘事典 講談社 1999 ¥2,400 ¥1,050 彩の国古本まつり

N-0967
シルティム・
ケサン　　正

1942
1953

チベット密教　（ちくま新書） 筑摩書房 2000 ¥660 ¥262 彩の国古本まつり



N-0968
ひろさちや
阿部高明

仏教の歴史　インド1 鈴木出版 1993 ¥1,200 ¥315 彩の国古本まつり

N-0969
ひろさちや
阿部高明

仏教の歴史　インド2 鈴木出版 1993 ¥1,200 ¥315 彩の国古本まつり

N-0970 佐々木高明 1929
照葉樹林文化の道　ブータン・雲南から日

本へ（NHKブックス）
日本放送出版協

会
1982 ¥750 ¥100 吉祥寺よみた屋

N-0971 石田孝夫 1950
ブータンに図書館をつくる　青年海外協力

隊員の730日
明石書店 1993 ¥2,300 ¥100 吉祥寺よみた屋

N-0972 アフターブ・セット1943
象は痩せても象である

インドから見た巨象・日本の底力
祥伝社 2001 ¥1,600 ¥100 吉祥寺よみた屋

N-0973 尾崎隆 1952 ヒマラヤの冒険家族 山と渓谷社 1989 ¥1,900 ¥525 ささま書店

N-0974 川口敏彦
ナマステの国の神々　－ネパールの赤い世

界ー
叢文社 2001 ¥1,800 ¥950 ブックオフ荻窪店

N-0975 1979 伊藤武 1957 図説　インド神秘図鑑 講談社 1999 ¥2,400 ¥1,050 彩の国古本まつり

N-0976 1990 石田孝夫 1950 ブータンに図書館をつくる　 明石書店 2003 ¥2,300 ¥100 吉祥寺よみた屋

N-0977
リー・クーチョ
イ　　　伊藤

1924
1934

インドネシアの民俗　民族精神をさぐる旅 サイマル出版会 1979 ¥1,900 ¥100 吉祥寺よみた屋

N-0978 上野照夫 1907 インド美術論考 平凡社 1973 ¥3,800 ¥1,000 新宿西口古本市

N-0979 根深誠 1947 シェルパ　ヒマラヤの栄光と死 山と渓谷社 1998 ¥1,700 ¥1,050 京王古書市

N-0980 岡本幸治 インド亜大陸の変貌 展転社 2004 ¥2,800 ¥1,400 京王古書市

N-0981 根深誠 1947
いつか見たヒマラヤ　ネパール・チベットの

人と暮らし
山と渓谷社 2001 ¥1,800 ¥900 東横古本市

N-0982
アレックス・カ
ンフォート　本

園正興 1934
コーカ・シャストラ　性愛の秘本 河出書房新社 1996 ¥2,800 ¥1,000 東横古本市

N-0983 上村勝彦 1944 始まりはインドから 筑摩書房 2004 ¥2,400 ¥1,200 東横古本市

N-0984 吉澤清次郎 1903
ラジェンドラ・プラサド　インド共和国初代大

統領
新樹社 1958 ¥300 ¥525 彩の国古本まつり

N-0985 西島雅博 1945 チベット　ラダック墨画紀行 西田書店 1998 ¥2,500 ¥525 彩の国古本まつり

N-0986 中垣顕實 1961 ニューヨーク坊主、インドを歩く 現代書館 2004 ¥1,800 ¥945 ブックスティション

N-0987 立川武蔵 1942 ヒンドゥー教巡礼　（集英社新書） 集英社 2005 ¥660 ¥105 国立ブックオフ

N-0988 田中正明 パール判事の日本無罪論（小学館文庫） 小学館 2001 ¥530 ¥105 国立ブックオフ

N-0989 榎本孝明 1956 チベットの碧　スケッチ集 現代書館 1993 ¥3,500 ¥105 古本市場

N-0990 安東浩正 1970 チベットの白き道 山と渓谷社 1999 ¥1,700 ¥900 所沢ブックオフ

N-0991 NHK取材班 アジアの民芸
日本放送出版協

会
1978 ¥900 ¥525

N-0992
ルイス・フィツ
シャー　古賀

1896
1935

ガンジー　二十世紀の大政治家　2 紀伊国屋書店 1968 ¥850 ¥630

N-0993 1973 前川健一 1952 アジアの路上で溜息ひとつ　（講談社文庫） 講談社 1994 ¥680 ¥105

N-0994 1977
滝雄一（写

真）
佐藤健（文）

1949
1941

ラダック密教の旅　フォトマンダラ 佼成出版社 1988 ¥1,600 ¥1,050 彩の国古本まつり

N-0995 1977 馬場昭道 1945 ラダック紀行 鉱脈社 1985 ¥1,500 ¥630 彩の国古本まつり



N-0996 1970 1972
松本栄一　松

本裕美
1948・49私たちのシャングリラ　チベット人との十五年 佼成出版社 1985 ¥1,500 ¥420 彩の国古本まつり

N-0997 小林紀晴 1968 ASIA ROADアジアロード（講談社文庫） 講談社 2004 ¥762 ¥367 彩の国古本まつり

N-0998 田中良成 1962
デジタル　バツクバツカー　インドシナ　ウロ

ウロ
集英社 2001 ¥1,600 ¥315 彩の国古本まつり

N-0999 1992 神田憲行 1963 ハノイ純情　サイゴンの夢　（講談社文庫） 講談社 1998 ¥686 ¥157 彩の国古本まつり

N-1000 本多勝一 ヒンズーラージ探検記　本多勝一集5 朝日新聞社 1994 ¥3,900 ¥1,500 彩の国古本まつり

N-1001 高崎通浩 1945
民族対立の世界地図

アジア・中東篇（中公新書ラクレ）
中央公論社 2002 ¥789 ¥105 連雀通りブック・オフ

N-1002 流水りんこ インドな日々　② 朝日ソノラマ 2003 ¥676 ¥250 *エッセイマンガ　彩の国古本まつり

N-1003 流水りんこ インド夫婦茶碗 文化社 2002 ¥680 ¥105 *エッセイマンガ　連雀通りブック・オフ

N-1004 流水りんこ インド夫婦茶碗　② 文化社 2003 ¥680 ¥105 *エッセイマンガ　連雀通りブック・オフ

N-1005 流水りんこ インド夫婦茶碗　③ 文化社 2004 ¥680 ¥105 *エッセイマンガ　連雀通りブック・オフ

N-1006 流水りんこ インド夫婦茶碗　④ 文化社 2005 ¥680 ¥105 *エッセイマンガ　連雀通りブック・オフ

N-1007 岩立広子 インド　砂漠の民と美 用美社 1985 ¥6,000 ¥1,575 *豪華写真集　彩の国古本まつり

N-1008 山下博司 1954 ヒンドゥー教　インドという謎（講談社メチエ） 講談社 2004 ¥1,600 ¥1,600 三鷹啓文堂

N-1009 鶴文乃
暁の寺のある町　にわか外交官夫人のタイ

国滞在記
勁草書房 1983 ¥1,400 ¥100

N-1010
リー・クーイン
チョイ　　　伊
藤雄次（訳）

1934

インドネシアの民俗　 サイマル出版会 1979 ¥1,900 ¥105

N-1011 俵万智 1962 ある日、カルカッタ　（新潮文庫） 新潮社 2004 ¥400 ¥105 連雀通りブックオフ

N-1012 蔵前仁一 1956 新ゴーゴー・インド 旅行人 2001 ¥1,600 ¥300

N-1013
若竹七海・

加門七海　高
野宣李

マレー半島すちゃらか紀行 新潮社 1995 ¥1,400 ¥200

N-1014
アヌ・ペナル
ジー　　牧野

財士
道化師　ガンディーのエピソード

よろず医療界
ラダック募金

2002 ¥1,200 ¥0 石賀さん

N-1015 高遠菜穂子 1970 愛してるって、どう言うの? 文芸社 2002 ¥1,000 ¥105 連雀通りブック・オフ

N-1016 藤原新也 1944 印度行脚（朝日文芸文庫） 朝日新聞社 1996 ¥900 ¥200 彩の国古本まつり

N-1017 中沢正夫 1937
心やさしきネパール

精神科医も癒されたトレッキング紀行
山と渓谷社 1996 ¥1,700 ¥105 吉祥寺ブック・オフ

N-1018 1956
ガンジー　池

田運
1868・1928 ガンジー自叙伝　真理の実験 講談社出版サービス1998 ¥5,500 ¥0 石賀美雪さんより

N-1019 ★ ★

N-1020 下川裕治 1999 アジア周辺紀行 徳間書店 1999

N-1021 瀬尾里枝 ＯＬときどきネパール人 光文社 2000 知恵の森文庫

N-1022 坂本徳松 ガンジー 旺文社 1966 旺文社文庫

N-1023 西丸震哉 裏返しのインド 角川書店 1963 角川文庫



N-1024 荒松雄 現代インドの社会と政治 中央公論社 1992 中公文庫

N-1025 中尾佐助 秘境ブータン 社会思想社 1971 教養文庫

N-1026 野口健 落ちこぼれてエベレスト 集英社 2003 集英社文庫

N-1027 篠山紀信 シルクロード　Ⅰ 集英社 1978 集英社文庫

N-1028 篠山紀信 シルクロード　Ⅱ 集英社 1978 集英社文庫

N-1029 藤原新也 全東洋街道　上 集英社 1982 集英社文庫

N-1030 藤原新也 全東洋街道　下 集英社 1983 集英社文庫

N-1031 森本哲郎 瞑想するアジア 文芸春秋 1890 文春文庫

N-1032 講談社 世界遺産第３巻アジア　① 講談社 2002 講談社　　　文庫　　

N-1033 清水潔 インド・ネパール旅の絵本 旺文社 1986 旺文社文庫

N-1034 岸本葉子 よい旅を、アジア 講談社 1996 講談社文庫

N-1035 平山郁夫 悠久の流れの中に 旺文社 1984 旺文社文庫

N-1036 下川裕治 アジアの友人 講談社 1999 講談社文庫

N-1037 本林靖久 ブータン　スタイル 京都書院 1998 京都書院　アーツコレクション

N-1038 山際素男 不可触民の道 光文社 2001 知恵の森文庫

N-1039 岩村忍 インドと中近東 河出書房 1990 世界の歴史　１９

N-1040 中谷美紀 インド旅行記　② 幻冬舎 2006 幻冬舎文庫

N-1041 青山圭秀 理性のゆらぎ 幻冬舎 1996 幻冬舎文庫

N-1042 樋口隆康 ガンダーラへの道 旺文社 1985 旺文社文庫

N-1043 前川健一 アジア・旅の五十音 講談社 1999 講談社文庫

N-1044 森枝卓士 私的　メコン物語 講談社 1999 講談社文庫

N-1045 蔵前仁一 インドは今日も雨だった 講談社 2003 講談社文庫

N-1046 麻枝光一 マリファナ青春旅行　上 幻冬舎 1997 幻冬舎　　アウトロー文庫

N-1047 ゲッツ板谷 インド怪人紀行 角川書店 2003 角川文庫

N-1048 谷　有二 ダライ・ラマの贈り物 未来社 1990

N-1049 日印協会 日印両国条約・協定集 日印協会 1952

N-1050 後藤ふたば チベットはお好き 山と渓谷社 1993

N-1051 藤原新也 チベット放浪 朝日新聞社 1982 朝日選書

N-1052 ダライ・ラマ この悲劇の国ーダライ・ラマ自伝 蒼洋社 1972

N-1053 川口慧海 チベット旅行記 白水社 1978

N-1054 九里徳泰 チベット自転車ひとり旅 山と渓谷社 1989

N-1055
ハインリヒ・ハ

ラー
チベットの七年ーダライラマの宮廷に仕えて 白水社 1981

N-1056 島田政雄 チベット　その歴史と現代 三省堂 1978

N-1057 秋岡家栄 チベットの旅 ○成出版社 1977 佼成出版社

N-1058 安田礼子 アフガン・ガンダーラ 影書房 1991

N-1059 小林紀晴 ASIAN  JAPANESE
情報センター出

版局
1995

N-1060 土屋省三 激動のアジアハイウェイ 芙蓉書房 1972
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N-1061 加藤徳道 ミヤンマーは、いま。 ダイヤモンド社 1995

N-1062 ハン・スーイン 太陽の都ラサ　新チベット紀行 白水社 1978

N-1063 正井尚人 杉本哲郎の生涯 ミネルヴァ書房 1985

N-1064 平山美智子 私たちのシルクロード 実業之日本社 1977

N-1065 ＮＨＫ取材班 失われた時への旅
日本放送出版協

会
1974

N-1066 ＮＨＫ取材班 刻まれた情念
日本放送出版協

会
1975

N-1067 ＮＨＫ取材班 壮大な交流
日本放送出版協

会
1975

N-1068 松原哲明 マルコポーロを超えた男　慈覚大師圓仁の旅 ○成出版社 1993

N-1069 岩村忍 アフガニスタン紀行 朝日新聞社 1955

N-1070
キャスリン・ス

ピング
ガンジー　魂はわれとともに 佑学社 1988

N-1071 飯田望 サハラ横断　苦闘の４１５０キロ 時事通信社 1979

N-1072 東野良 ヒマラヤ・チベット縦横無尽 耳風社 2002

N-1073 鈴木○子 　カラー版秘境探検　１ 山王書房 1967

N-1074 小林大二 カラー版秘境探検　２ 山王書房 1968

N-1075 大森栄 カラー版　秘境探検　３ 山王書房 1967

N-1076 青柳真知子 カラー版　秘境探検　４ 山王書房 1968

N-1077 佐藤信行 カラー版　秘境探検　５ 山王書房 1968

N-1078 水谷真成 玄奘三蔵　大唐西域記　１ 平凡社 1983

N-1079 水谷真成 玄奘三蔵　大唐西域記　２ 平凡社 1984

N-1080 川喜田二郎 ヒマラヤ・チベット・日本 白水社 1988

N-1081 しんばれい ガンガーの流れのように 日本図書刊行会 2001

N-1082 近藤亨 ムスタンの朝明け かんぽう 1994

N-1083 後藤多聞 遙かなるブータン 筑摩書房 1995

N-1084 大原利雄 中国ひとり突撃旅行記 光文社 1999 光文社文庫

N-1085 さだまさし 長江・夢紀行　上 集英社 1983 集英社文庫

N-1086 さだまさし 長江・夢紀行　下 集英社 1983 集英社文庫

N-1087 那谷敏郎 インドの黄金寺院 平凡社 1981 平凡社カラー新書

N-1088 野町和嘉 メッカ 岩波書店 2002 岩波新書

N-1089 坂本勉 イスラーム巡礼 岩波書店 2000 岩波新書

N-1090 石田保昭 インドで暮らす 岩波書店 1963 岩波新書

N-1091 吉田洋一 零の発見 岩波書店 1939 岩波新書

N-1092
Ａ・Ｌ・ストロン

ド
チベット日記 岩波書店 1961 岩波新書

N-1093
マッソン・加

藤九○
埋もれたシルクロード 岩波書店 1970 岩波新書

N-1094 蒲生ネレー イスラーム 岩波書店 1958 岩波新書
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N-1095 堀田善衛 インドで考えたこと 岩波書店 1957 岩波新書

N-1096 吉岡昭彦 インドとイギリス 岩波書店 1975 岩波新書

N-1097 福永正明 インド旅案内 筑摩書房 1997 ちくま新書

N-1098 長澤和俊 三蔵法師の歩いた道 青春出版社 2004 プレーブックス

N-1099 桂紹l隆 インド人の論理学 中央公論社 1998 111 中公新書

N-1100 井上洋平 自転車五大陸走破 中央公論社 1995 中公新書

N-1101 中島岳志 ヒンドゥーナジョナリズム 中央公論社 2002 中公新書　ラクレ

N-1102 那谷敏郎 ネパールの生き神様 平凡社 1977 平凡社カラー新書

N-1103 陳舜臣 三蔵法師の道 平凡社 1980 平凡社カラー新書

N-1104
ジャン・ブリ

エ・フレッシュ
インドの哲学 白水社 1964 文庫クセジュ

N-1105 近藤治 インドの歴史 講談社 1977 講談社現代新書

N-1106 山際素男 不可触民と現代インド 光文社 2003 光文社新書

N-1107 服部正明 古代インドの神秘思想 講談社 1979 講談社現代新書

N-1108
クシティ・モー
トン・セーン

ヒンドゥー教 講談社 1999 講談社現代新書

N-1109
木村駿・木村

治美
暁のイスラマバード 文芸春秋 1984 文春文庫

N-1110 大村次郎 米に生きる人々 集英社 2000 アジアをゆく

N-1111
荒俣宏・大村

次郎
獅子 集英社 2000 アジアをゆく

N-1112
山下博司・岡

光信子
インドを知る事典 東京堂出版 2007

N-1113 清川理一郎 古代インドと日本 新泉社 1995

N-1114 大原富枝 ベンガルの憂愁 福武書店 1986

N-1115 河野典生 カトマンス゜　イェティ・ハウス 講談社 1980

N-1116 内野克美 ヒマラヤ超大型カメラ人情撮影紀行 講談社 2002

N-1117 池田昌之 紀行・イスラムとヒンドゥーの国々を巡って 文芸社 2007

N-1118
ロミラ・ターバ

ル
インド史 みすず書房 1970

N-1119
竹村健一・榊

原英資
インドを知らんで明日の日本を語ってはい

かんよ
PHP研究所 2005

N-1120
平山郁夫・上

原和
ふるさとガンダーラ 新潮社 1985 とんぼの本

N-1121 福田和彦 エロスの神々 河出書房新社 2000

N-1122 高木俊郎 インパール 文芸春秋 1975 文春文庫

N-1123
クルディップ・

ナイヤル
インド政治の解剖 サイマル出版会 1979

N-1124
ヒーバー夫
妻・宮持優

ヒマラヤの小チベットラダック 未来社 1984

N-1125 渡辺建夫 キリムへの旅 木犀社 1998



N-1126 安倍泰夫 ネパールの山よ緑になれ 春秋社 2004

N-1127
日本エッセイ

トクラブ編
ネパールのビール 文芸春秋 1991

N-1128 佐々木幹郎 カトマンズディ　ドリーム 五柳書院 1993

N-1129 小野田文彬 ネパールあっちこっち 清水弘文堂 1986

N-1130 伊藤和洋 ネパール 平河出版社 1979

N-1131 深町達也 ヒマラヤペタル越え 文芸春秋 1989

N-1132 金子晃 ヒマラヤの山麓に柔道があった 文芸社 2005

N-1133 小松健一 ムスタンの真実 リベルタ出版 1994

N-1134 ラッセ・ベルグ インド「緑の革命」と「赤い革命」 朝日新聞社 1973

N-1135 鈴木博子 ぎゅぎゅっとインド 彩図社 2006

N-1136 大仏次郎 印度ところどころ 光風社 1952

N-1137 春日井真也 インドとイギリス日本　その光と影 百華苑 1984

N-1138 斎藤千宏編 NGOが変える南アジア コモンズ 1998

N-1139 矢崎勝彦 内発的自然感覚で育てあう将来世代 地湧社 2011

N-1140
マドウー・キ
シュフール

インドの女たち「マヌシ」からの報告 明石書店 1990

N-1141 伊勢崎賢治 インドスラムレポート 明石書店 1987

N-1142
ヘレナ・ノー
バーグ・ホッ

ラダック　懐かしい未来 山と渓谷社 2003

N-1143 平尾和雄 スルジェ　ネパールと日本に生きた女性 旅人社 2001

N-1144 宮崎佳代子 インドに呼ばれて　印度万華鏡 元就出版社 2007

N-1145
リジー・コリン

ガム
インドカレー伝 河出書房新社 2006

N-1146 辛島昇 南アジアの文化を学ぶ
放送大学教育振

興会
2000

N-1147 流水りんこ インド夫婦茶碗　２ ぶんか社 2008

N-1148 藤原新也 逍遥遊記 朝日新聞社 1983 朝日選書

N-1149 別冊宝島 インド大発見物語 宝島社 1978

N-1150 安引宏 印度の誘惑 河出書房新社 1986

N-1151 藤原新也 インド放浪 朝日新聞社 1972

N-1152 中川めぐみ インドのキララ星 毎日コミニュケーションズ1997

N-1153 大泉博子 なぜ、いま、インド 雪華社 1086

N-1154 牧野財士 福岡正信先生とインド 地湧社 2011

N-1155 牧野財士 インド四十年
よろず医療・ラ

ダック基金
2001

N-1156 西岡直樹 インド動物ものがたり 平凡社 2000

N-1157
E・M・フォース

ター
インドへの道 筑摩書房 1985

N-1158 斎藤晃雄 インド　ネパール　スリランカ 日本交通公社 1961



N-1159
V・S・ナイ
ポール

インド・傷ついた文明 岩波書店 2002

N-1160 長澤和俊 新考　玄奘三蔵の旅 ○成出版社 1987

N-1161 椎野能敬 インド巡礼１０８９日 かど創房 1985

N-1162 A・M・ナイル 知られざるインド独立闘争 風濤社 1983

N-1163 WCG編集室 インド魅惑わくわく○大陸
トラベルジャーナ

ル
1999 ワールドカルチャーガイド　９

N-1164 築地正登 マカ不思議インド人 双葉社 1999

N-1165 キップリング インドの放浪児 偕成社 1968 少年少女世界の名作

N-1166
アレックス・カ

ンフォート
性愛の秘本・コーカ・シャストラー 河出書房新社 1996

N-1167 奈良康明 祈りのブッダ ＮＨＫ出版 1999

N-1168
大阪府生活

文化部
ひと　文化　インド 清文堂出版 1993

N-1169 長尾雅人 バラモン教典・原始仏典 中央公論社 1969 世界の名著

N-1170
イースタンエ

コノミスト
新しいインド 経済批評社 1953

N-1171 塚本善隆 唐とインド 中央公論社 1993 世界の歴史　４

N-1172 鮎澤厳 インドの政治と経済 世界経済調査会 1942

N-1173 浅井信雄 東南アジアを読む地図 新潮社 1999

N-1174 瀬戸内寂聴 印度・乾陀羅 講談社 1983

N-1175 大村幸弘 カッパト゜キア 集英社 2001

N-1176 山折哲雄 ブッダの教え 集英社 2001 NHK文化シリーズ　歴史と文明

N-1177 森本哲郎 埋もれた古代都市 集英社 1979

N-1178 服部正明 古代インドの神秘思想 講談社 1979 講談社現代新書

N-1179
ピーター・S

大出健
ネパール・チベット珍紀行 心交社 1990

N-1180 中村元 仏教語源散策 東京書籍 1977

N-1181
M・B・ワング
山口泰司

ヒンドゥー教 青土社 1977

N-1182 菅原篤 ブッダの歩いたインド ○成出版社 2003

N-1183 多良俊照 入門ナガランド 社会評論社 1998

N-1184 アヌ・ベナルジ ガンディーのエピソード
よろず医療・ラ

ダック基金
2003

N-1185 坂東性純 祈り ノンブル社 1989

N-1186 千代田哲也 商社マン体験記　インドが面白い 日本能率協会 1992

N-1187 加藤友治 印度　独立とその後 日本経済新聞社 1953

N-1188 林大作 印度の土と人 東亜書林 1943

N-1189 真継伸彦 樹下の仏陀 筑摩書房 1982

N-1190 俵万智 ひまわりの日々 ベネッセ 1995



N-1191 岸本葉子 ふわっとブータンこんにちは ＮＨＫ出版 1999

N-1192
ヘレナ・Ｎ・

ホッジ
懐かしの未来へ ジュレー・ラダック 2007

N-1193
ワンダーラン

ド出版
インド・ネパール旅カタログ

ワンダーラント゜
出版

1978

N-1194
ひろさちや・
阿部高明

仏教の歴史　インド　２ すずき出版 1992

N-1195 落合淳隆 インドの政治　社会と法 敬文堂 1987

N-1196 法蔵館 季刊　仏教　№　１９ 法蔵館 1992

N-1197
コッラニ編集

部
南アジアの民間信仰 コッラニ編集部 2006

N-1198 山本高樹 ラダックの風○ Ｂ・Ｉ・アクションズ 2009

N-1199
アンヌー・バ
ンタンリー

ぼくの庭にマンゴーは実るか 星雲社 1990

N-1200 神崎有里子 インド駐在生活　不思議な国のマダム体験 連合出版 2003

N-1201 丹下明彦 また日が暮れる　インドぶらぶら紀行 山と渓谷社 1992

N-1202 タゴール暎子 私のなかのインド 筑摩書房 1086

N-1203 山田和 ２１世紀のインド人　カーストＶＳ世界経済 平凡社 2004

N-1204 山田和 インド不思議研究 平凡社 2002

N-1205
キ゜ーター
ジャリス・Ｓ

インド人　カルチャーショック 河出書房新社 2000

N-1206
スワミー・メグ
サーナンダ

スワミー・ヴィヴェーナンダと日本
日本ヴェーダンタ

協会
2009

N-1207 門倉貴史 手にとるようにわかるインド かんき出版 2005

N-1208 たかのてるこ モロッコで断食 :幻冬舎 2002

N-1209
三角佐一郎

他
回想の日印協会 東京外語大 2008

N-1210 猿岩石 猿岩石日記　　極限のアジア編 日本テレビ 1996

N-1211 松本浩美 伝えたいインド 砂書房 2003

N-1212 小林紀晴 ASIAN  JAPANESE
情報センター出

版局
1995

N-1213 小林紀晴 ASIAN  JAPANESE 　２
情報センター出

版局
1996

N-1214 日印協会 月刊インド　創立100周年記念特別号 日印協会 2003

N-1215
インドの魅力
を発掘する会

キターブ　１９９０年版 日印協会 1990

N-1216
インドの魅力
を発掘する会

キターブ　　８版　　2003年版 日印協会 2002

N-1217
インド考古研

究会
インド考古研究会　　１９ 立教大学 1998



N-1218
ナショナル・ジ
オグラフィック

独立５０年　インドの苦悩と希望 ナショナル・ジオグラフィク社1997

N-1219
ナショナル・ジ
オグラフィック

インダス文明
ナショナル・ジオ

グラフィク社
2000

N-1220 亀井よし子 知られざる辺境 岩波書店 1992

N-1221 橘瑞超 中亜探検 中央公論社 1989 中公文庫

N-1222 川喜田二郎 ヒマラヤ 保育社 1962 カラーブックス

N-1223 松原正毅 青蔵紀行 中央公論社 1991 中公文庫

N-1224 篠山記信 シルクロード　　３ 集英社 1083 集英社文庫

N-1225 中谷美紀 インド旅行記　　１ 幻冬舎 2006 幻冬舎文庫

N-1226 辛島貴子 私たちのインド 中央公論社 1982 中公文庫

N-1227 川喜田二郎 ネパール王国探検記 講談社 1976 講談社文庫

N-1228
リチャード・T・

コンイ
インドの憂鬱 創元社 2000 創元推理文庫

N-1229 井筒俊彦 イスラーム文化 岩波書店 1991 岩波文庫

N-1230 素樹文生 上海の西・デリーの東 新潮社 2009 新潮文庫

N-1231 長田幸康 チベットで食べる・買う 祥伝社 2001 祥伝社黄金文庫

N-1232 島田卓 インドビジネス　驚異の潜在力 祥伝社 2006 祥伝社新書

N-1233
竹内書店ｱｼﾞ

ｱ編集部
行ってはいけないインド 竹内書店新社 2001

N-1234 陳舜臣 長安から河西回廊ー
日本放送出版協

会
1980 シルクロード　１

N-1235 井上靖 敦煌　砂漠の大画廊
日本放送出版協

会
1080 シルクロード　２

N-1236 井上靖 幻の楼蘭　黒水城
日本放送出版協

会
1980 シルクロード　３

N-1237 井上靖 流砂の道　西域南道をゆく
日本放送出版協

会
1980 シルクロード　４

N-1238 陳舜臣 天山南路の旅　トルファンからクチャへ
日本放送出版協

会
1981 シルクロード　５

N-1239 司馬遼太郎 民族の十字路　イリ・カシュガル
日本放送出版協

会
1081 シルクロード　６

N-1240 武藤茂樹 ニューデリー国立博物館 小学館 1970 原色世界の美術

N-1241 NHK取材版 長安・河西回廊・敦煌
日本放送出版協

会
1981 写真集　シルクロード

N-1242 NHK取材版 天山南路・天山北路
日本放送出版協

会
1981 写真集　シルクロード

N-1243 NHK取材版 西域南道
日本放送出版協

会
1981 写真集　シルクロード

N-1244 NHK取材版 パキスタン・インド・イラン・イラク
日本放送出版協

会
1981 写真集　シルクロード

N-1245 NHK取材版 悠久の旅
日本放送出版協

会
1987



N-1246 NHK取材版 風土と文明
日本放送出版協

会
1987

N-1247 NHK 中国文明展 NHK出版 2000 世界四大文明展

N-1248 NHK エジプト文明展 NHK出版 2000 世界四大文明展

N-1249 NHK メソポタミア文明展 NHK出版 2000 世界四大文明展

N-1250 杉勇 ナイルの王墓 講談社 1967

N-1251 秦孟粛 中国仏教四大名山図鑑 柏書房 1991

N-1252 柳宗玄 アジャンター寺院 講談社 1981 世界の聖域　７

N-1253 石黒淳 ヒマラヤの僧院 講談社 1981 世界の聖域　８

N-1254 築地正登 マカ不思議インド人 双葉社 1999

N-1255 小暮満寿雄 インド人の教え Kkベストセラーズ 2001

N-1256 朝日新聞 朝日百科　　世界の美術　　９ 朝日新聞社 1987


