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目録 2002 辞書特集

1.
An English-Japanese Dictionary of the Spoken language 英和口語辞典
Compiled by Ernest Mason SATOW and ISHIBASHI Masakata
3d ed.,rev.and enl.by E.M.Hobart-Hampden and Harold G.Parlett.
1003p

20cm 1904

Kelly & Walsh

英文 第 3 版 上製 改装

補修あり 少痛 記名

個人印 少汚 : 日訳はローマ字と漢字で記載

¥28,000
ご注文について
メール、またはお問い合わせフォームにてご注文ください。先着順です。
※ファックスは取り付けておりません。不在がちのため電話も繋がりにくいです。ご了承ください。
前金、代引(ゆうパック/ゆうメール)、クレジット決済、店頭での現金またはクレジットのお取引でお願いいた
します。代引発送および公費でのご購入を除き、ご入金またはクレジット決済確認でき次第の発送になりま
す。
※公費でのご購入承ります。コメント欄等にてご連絡ください。
送料、代引・送金手数料は別途頂戴いたします。また恐れ入りますが、振込・振替手数料はご負担ください。
販売済みの場合もございます。ご了承ください。
返品について
商品到着後 8 日以内にご連絡下さい。表記のない瑕疵があった場合返品に応じます。それ以外の理由による
返品についてはご相談下さい。誠実に対応いたします。
bangobooks
110-0001 東京都台東区谷中 2-5-10
03-6326-5388
東京都古書籍商業協同組合加盟店
東京都公安委員会許可 第 305470907684 号

2. A Handbook of Colloquial Japanese 日本語口語入門
By Basil Hall Chamberlain
4th ed. 584p 20cm
1907

Kelly&Walsh

英文 上製 少ヤケ汚 少痛 記名 裸本
¥8,500

3. A Standard Dictionary of the English Language. Complete in One Volume.
A New ed., Revised and Enlarged
xix, 2318p 31cm
1904 Funk & Wagnalls
英文 大型本 上製 総革装背痛一部欠 少痛 少汚 爪見出しあり カラープ
レート数点 裸本
¥18,000

4. An American Dictionary of the English Language. Webster's Royal Octavo Dictionary
with 10,000 New Words.
Revised ed.
xxii, 1319p 24cm
[1847]
英文 上製 総革装痛 一部補修 標題紙欠 見返少書込個人印 少虫食 ヤケ汚 少痛
¥15,000

5. Webster's Collegiate Dictionary : The Largest Abridgment of Webster's New
International Dictionary of the English Language Thumb-Notched
3rd ed. of the Merriam series
xxxii, 1222 p.

22 cm

1918 G. & C. Merriam Co.
英文 ハードカバー クロス装少痛 少汚 小口マーブル装 見出しあり 裸本
¥9,000
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6. 双解英和大辞典 第 6 版
1310p 図版 27cm
1897 共益商社
改装 奥付欠 少汚 少痛テープ補修あり 裸本
¥7,000

7.

実用和英新辞典

英語教授研究会 編
1211p 19cm
[1906]

[吉川弘文館]

上製 背革痛一部欠 遊び紙及奥付欠 ヤケシミ汚 痛 個人印 記名 裸本
¥5,000

8.

新撰山東玉篇 : 英語挿入

山東直砥 増補 ; 中村正直序
6, 8, 41, 27, 1084p

20cm

1878 序 稲田佐吉/坂上半七
旧和歌山徳川氏蔵印あり 初版 上製 総革装（原装か）少痛 索引 4p・検字 2p
欠あり 少ヤケ汚 裸本 : 編者は英語塾北門社新塾の主宰者、神奈川県参事/この
字書にも英訳を追記
¥58,000

9.

漢英対照いろは辞典

高橋五郎著
1185p 27cm
1888 長尾景弼
初版 上製 背革装少痛 少ヤケ汚 少虫食 裸本
¥18,000
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10. 哲学字彙 改訂増補
井上哲次郎, 有賀長雄 増補
283p 19cm
1884 東洋館
初版 背革痛一部欠 見返綴じ等一部痛 少汚 少シミ汚 少痛 表紙に巌松堂書店
ラベル貼込 裸本
¥5,000

11. 俗語大辞典
堀籠美善 著
1132p 19cm
1917 集文館
表紙外れ 少痛 少ヤケ汚 個人印 記名 裸本
¥6,000

12. 露和字彙 増訂版
文部省編輯局蔵版 ; 古川常一郎 増訂
1302p 26cm
1910 丸善 大日本図書
除籍本（陸軍経理学校？）

重版 上製 背革装（改装か）少痛補修あり 赤鉛筆線引多数 印

¥12,000
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