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 (Kindai Okinawa ni okeru kyoiku to kokumin togo) 
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 日本植民地教育の展開と朝鮮民衆の対応 / 佐野通夫.  東京 : 社会評論社, 2006.  
 (Nihon shokuminchi kyoiku no tenkai to Chosen minshu no taio) 
 EAST  LA1311.8 .S26 2006 
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 備前の巨匠をしのぶ : 「藤原啓の世界展」 / 図錄編集朝日新聞大阪本社企画部.  大阪 : 朝日新聞大阪本社企画部, 1985.  
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 大阪 (なにわ) 狛犬の謎 / 小寺慶昭著.  京都 : ナカニシヤ出版, 2003.  
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 EAST  NB1053 .K68 2003 

 日本民藝協会の七十年 / 宇賀田達雄.  東京 : 宇賀田達雄, 平成18 [2006]  
 (Nihon Mingei Kyokai no shichijunen) 
 EAST  NK1071 .U33 2006 
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 知の冒険宮沢賢治 = The study about Kenji Miyazawa / 高知大学宮沢賢治研究会編.  高知 : リーブル出版, 2006.  
 (Chi no boken Miyazawa Kenji = The study about Kenji Miyazawa) 
 EAST  PL833.I95 Z573 2006 

 英語支配とことばの平等 : 英語が世界標準語でいいのか? / 津田幸男  東京 : 慶応義塾大学出版会, 2006.  
 (Eigo shihai to kotoba no byodo : Eigo ga sekai hyojungo de ii no ka) 
 EAST  PE1072 .T78 2006 
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 藤原俊成 : 判詞と歌語の研究 / 安井重雄.  東京 : 笠間書院, 平成18 [2006]  
 (Fujiwara no Shunzei : hanshi to kago no kenkyu) 
 EAST  PL789.F79 Z98 2006 

 言語行動における「配慮」の諸相 / 国立国語研究所.  東京 : くろしお出版, 2006.  
 (Gengo kodo ni okeru hairyo no shoso) 
 EAST  PL513 .G46 2006 

 花ひらく亜細亜 / 北林透馬 ; 監修岩淵宏子, 長谷川啓.  東京 : ゆまに書房, 2004.  
 (Hana hiraku Ajia) 
 EAST  PL832.I828 H36 2004 

 平安時代文学美術語彙集成 = Compendium of art historical terms in Heian-period literature / 平安時代文学美術研究会編.  東京 : 笠間書院,  
 2005 (2006 printing)  
 (Heian jidai bungaku bijutsu goi shusei = Compendium of art historical terms in Heian-period literature) 
 EAST  PL726.2 H363 2005 

 今さら聞けない!  : 正しい日本語の使い方 : 総まとめ編 / 大橋敦夫監修.  東京 : 永岡書店, [2006]  
 (Imasara kikenai : Tadashii Nihongo no tsukaikata : somatome hen) 
 EAST  PL645 .I43 2006 

 従軍日記 / 井上友一郎 ; 監修 岩淵宏子, 長谷川啓.  東京 : ゆまに書房, 2004.  
 (Jugun nikki) 
 EAST  PL830.N6 J8 2004 

 貸本マンガ returns／ 貸本マンガ史研究会編・著.  東京 : ポプラ社, 2006.  
 (Kashihon manga returns) 
 EAST  PN6790.J3 K38 2006 

 古典文庫総目錄  / [編者吉田幸一].  東京 : 古典文庫, 平成 3 [1991]  
 (Koten Bunko somokuroku) 
 EAST  PL707 .K85 1991 

 古典文庫総目錄続  / [編者倉島須美子].  東京 : 古典文庫, 平成 15 [2003]  
 (Koten Bunko somokuroku zoku) 
 EAST  PL707 .K852 2003 

 《満洲国》文化細目 / 植民地文化研究会編.  東京 : 不二出版, 2005.  
 (Manshukoku bunka saimoku) 
 EAST  PL888 .M36 2005 

 萬葉集全歌講義 / 阿蘇瑞枝.  東京 : 笠間書院, 2006-  
 (Manyoshu zenka kogi) 
 EAST  PL728.17 .A86 2006 
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 P - Language and Literature 

 民族の母 / 松永健哉 ; 監修 岩淵宏子, 長谷川啓.  東京 : ゆまに書房, 2004.  
 (Minzoku no haha) 
 EAST  PL833.A847 M5 2004 

 理恵子の手帖 / 田鄉虎雄 ; 監修 岩淵宏子, 長谷川啓.  東京 : ゆまに書房, 2004.  
 (Rieko no techo) 
 EAST  PL839.A37 R54 2004 

 佐多稲子 : 中野重治・野上弥生子ほか来簡が語る生の足跡 / [著者佐多稲子他 ; 編者日本近代文学館].  東京 : 博文館新社, 2006.  
 (Sata Ineko : Nakano Shigeharu Nogami Yaeko hoka raikan ga kataru nama no sokuseki) 
 EAST  PL838.A8 Z48 2006 

 史伝西鄉隆盛 / 海音寺潮五郎.  東京 : 文藝春秋, 1989.  
 (Shiden Saigo Takamori) 
 EAST  PL832.A5 S25 1989 

 「白樺」の人びと : 有島 (武郎・生馬・里見[Ton]) 三兄弟を軸に / [著者有島武郎他 ; 編者日本近代文学館].  東京 : 博文館新社, 2004.  
 (Shirakaba no hitobito : Arishima (Takeo Ikuma Satomi Ton) sankyodai o jiku ni) 
 EAST  PL773.55 .A75 2004 

 大陸の花嫁 / 林房雄 ; 監修 岩淵宏子, 長谷川啓.  東京 : ゆまに書房, 2004.  
 (Tairiku no hanayome) 
 EAST  PL829.A85 T35 2004 

 大正の作家たち : 芥川龍之介, 島崎藤村, 竹久夢二 / [著者芥川龍之介他 ; 編者日本近代文学館].  東京 : 博文館新社, 2005.  
 (Taisho no sakkatachi : Akutagawa Ryunosuke Shimazaki Toson Takehisa Yumeji) 
 EAST  PL773.55 .A38 2005 

 高見順 : 秋子との便り・知友との便り / [著者高見順他 ; 編者日本近代文学館].  東京 : 博文館新社, 2004.  
 (Takami Jun : Akiko to no tayori chiyu to no tayori) 
 EAST  PL839.A53 Z48 2004 

 筑紫文学圈と高橋虫麻呂 / 大久保廣行著.  東京 : 笠間書院, 2006.  
 (Tsukushi bungakuken to Takahashi no Mushimaro) 
 EAST  PL728.812 .O37 2006 

 強い男 ; 銃について / 田村泰次郎 ; 監修 岩淵宏子, 長谷川啓.  東京 : ゆまに書房, 2004.  
 (Tsuyoi otoko  Ju ni tsuite) 
 EAST  PL839.A68 T88 2004 

 Q - Science 

 維新と科学 / 武田楠雄著.  東京 : 岩波書店, 1972.  
 (Ishin to kagaku) 
 EAST  Q127.J3 T28 1972 
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 T - Technology 

 近代技術の先駆者 : 東芝創立者田中久重の生涯 / 今津健治著.  東京 : 角川書店, 昭和 39 [1964]  
 (Kindai gijutsu no senkusha : Toshiba soritsusha Tanaka Hisashige no shogai) 
 EAST  TK140.T3 I4 1964 

 こんにゃくの中の日本史 / 武内孝夫.  東京 : 講談社, 2006.  
 (Konnyaku no naka no Nihon shi) 
 EAST  TP444.K65 T35 2006 

 納豆近代五十年史 / 全国納豆協同組合連合会刊.  東京 : 全国納豆協同組合連合会, 2004.  
 (Natto kindai gojunenshi) 
 EAST  TP438.S6 N37 2004 

 Package design： JPDA member's work today 2006 =（社）日本パッケージデザイン協会会員作品集2006／ 日本パッケージデザイン協会企画・監修。   
 東京： 六耀社， 2006。  

 (Package design : sha nihon pakkeji dezain kyokai kaiin sakuhinshu 2006) 
 ASIA f  TS195.4 .P32 2006 

 Z - Library Science 

 図書館文化史 / 綿抜豊昭.  東京 : 学文社, 2006.  
 (Toshokan bunkashi) 
 EAST  Z721 .W37 2006 

 図書館・情報学研究入門 / 三田図書館・情報学会編.  東京 : 勁草書房, 2005.  
 (Toshokan johogaku kenkyu nyumon) 
 EAST  Z665 .T728 2005 
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