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 稿本系うづら衣 : 本文と研究 / 野田千平編著.  東京 : 笠間書店, 1980.  
 (Kohonkei Uzuragoromo : honbun to kenkyu) 
 EAST  PL795.Y67 U9 1980 

 古今和歌集 / 校註 西下経一.  東京 : 朝日新聞社, 昭和 23 [1948]  
 (Kokin wakashu) 
 EAST  PL758.22 .A114 1948 

 國語國文学論集, 永山勇博士退官記念会編.  [東京] 風間書房 [昭和49 i.e. 1974]  
 (Kokugo kokubungaku ronshu ) 
 EAST  PL507 .K58 1974 

 今昔物語 / 長野嘗一校注.  東京 : 朝日新聞社, 昭和28-31 [1953-1956]  
 (Konjaku monogatari) 
 EAST  PL787 .K6 1953 
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 P - Language and Literature 

 古典落語大系 / 責任編集 江國滋 ... [et al.]  東京 : 三一書房, 1969-1970.  
 (Koten rakugo taikei) 
 EAST  PL776 .K68 

 コトバの心理と技術 / [著者大久保忠利].  東京 : 春秋社, 1959.  
 (Kotoba no shinri to gijutsu) 
 EAST  P37 .O37 1959 

 組踊と大和芸能 / 著者畠中敏郎著.  那覇市 : ひるぎ社, 1994.  
 (Kumiodori to Yamato geino) 
 EAST  PN2924 .H36 1994 

 狂言集 / 野々村戒三解說 ; 古川久校註.  東京 : 朝日新聞社, 昭和 28-31 [1953-1956]  
 (Kyogenshu) 
 EAST  PL766 .K94 1953 

 万葉歌人の研究 / 川上富吉.  東京 : 桜楓社, 昭和58 [1983]  
 (Manyo kajin no kenkyu) 
 EAST  PL728.15 .K36 1983 

 萬葉研究新見と實證 / 松田好夫著.  東京 : 桜楓社, 1968.  
 (Manyo kenkyu shinken to jissho) 
 EAST  PL728.15 .M38 

 萬葉讀本 / 佐々木信綱著．  東京 : 日本評論社, 昭和 10 [1935]  
 (Manyo tokuhon) 
 EAST  PL728.15 .S383 

 萬葉集全註釋 / 武田祐吉著.  東京 : 改造社, 昭和 23-26 [1948-1951]  
 (Manyoshu zenchushaku) 
 EAST  PL758.15 T27 1948 

 日本詩歌の象徴精神. 現代篇 / 著者岡崎義恵.  東京 : 宝文館, 昭和 34 [1959]  
 (Nihon shiika no shocho seishin ) 
 EAST  PL727 .O382 

 沖縄名作の舞台 / [琉球新報社編].  那覇市 : 琉球新報社, 2003.  
 (Okinawa meisaku no butai) 
 EAST  PL886.O54 O356 2003 

 梁塵秘抄 / 小西甚一校註.  東京 : 朝日新聞社, 昭和28 [1953]  
 (Ryojin hisho) 
 EAST  PL787 .R94 1953 

 良寬歌集 / 吉野秀雄校註.  東京 : 朝日新聞社, 昭和"27 [1952]  
 (Ryokan kashu) 
 EAST  PL797.6 .A17 1952 
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 P - Language and Literature 

 琉球列島における音声の収集と研究 / [編集沖縄言語研究センタ－, 代表仲宗根政善].  沖縄県中頭郡西原町 :  
 沖縄言語研究センタ－, 1992-1993.  
 (Ryukyu Retto ni okeru onsei no shushu to kenkyu) 
 EAST  PL693.R9 R964 1992 

 山家集 / 伊藤嘉夫校註.  東京 : 朝日新聞社, 昭和 22 [1947]  
 (Sankashu) 
 EAST  PL788.5 .S2 1947 

 新古今和歌集 / 小島吉雄校註.  東京 : 朝日新聞社, 昭和 34 [1959]  
 (Shin kokin wakashu) 
 EAST  PL758.22 .S57 

 「主婦之友」. 昭和期. 目次 / お茶の水図書館編.  東京 : 石川文化事業財団, 2009.  
 (Shufu no tomo ) 
 EAST  PN5410.S883 S578 2009 

 竹田出雲集 / 鶴見誠校註.  東京 : 朝日新聞社, 昭和31 [1956]  
 (Takeda Izumo shu) 
 EAST  PL794.6 .A6 1956 

 菟玖波集 / 福井久藏校註.  東京 : 朝日新聞社, 昭和 23-26 [1948-51]  
 (Tsukubashu) 
 EAST  PL792. .T78 1948 

 徒然草 / 橘純一校註.  東京 : 朝日新聞社, 昭和 22 [1947]  
 (Tsurezuregusa) 
 EAST  PL791.6 .T7 1947 

 上田秋成集 / 重友毅校註.  東京 : 朝日新聞社, 昭和32 [1957]  
 (Ueda Akinari shu) 
 EAST  PL794.8 .A6 1957 

 宇治拾遺物語 / 野村八良校註.  東京 : 朝日新聞社, 昭和 24-25 [1949-50]  
 (Uji shui monogatari) 
 EAST  PL790 .U38 1949 

 浮世床 / 中西善三校註.  東京 : 朝日新聞社, 昭和30 [1955]  
 (Ukiyodoko) 
 EAST  PL798.2 .U54 1955 

 謡曲集 / 野上豊一郎解說 ; 田中允校註.  東京 : 朝日新聞社, 昭和32-36 [1957-1961]  
 (Yokyokushu) 
 EAST  PL765 .Y694 1957 

 與謝蕪村集 / 潁原退藏 校註 ; 清水孝之 增補.  東京 : 朝日新聞社, 昭和32 [1957]  
 (Yosa no Buson shu) 
 EAST  PL794.7 .Y6 1957 
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 U - Military Science 

 日米安保条約の焦点 / 朝日 新聞安全保障問題調查会.  東京 : 朝日新聞社, 昭和 42 [1967]  
 (Nichi-Bei Anpo joyaku no shoten) 
 EAST  UA845 .A82 1967 

 陸軍経理部 / 柴田隆一, 中村賢治共著.  東京 : 芙蓉書房, 1981.  
 (Rikugun keiribu) 
 EAST  UC241 .S54 1981 
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