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 (Ninin kamuro Hibariyama himesute no matsu Tsubosaka kannon reigenki) 
 EAST  PN2924.5.K3 J64 v.509 

 二人三番叟.  菅原伝授手習鑑 / 編集国立劇場調查資料課.  東京 : 日本芸術文化振興会, 2008.  
 (Ninin sanbaso Sugawara denju tenarai kagami) 
 EAST  PN2924.5.K3 J64 v.517 

 說話とその周辺 / 池上洵一.  大阪市 : 和泉書院, 2008.  
 (Setsuwa to sono shuhen) 
 EAST  PL726.115 .I385 2008 

 若松考二実錄・連合赤軍: あさま山荘への道程 [編者「実錄・連合赤軍」編集委員会, 掛川正幸].  東京 : 朝日新聞社, 2008.  
 (Wakamatsu Koji Jitsuroku Rengo Sekigun : Asama Sanso e no dotei) 
 EAST f  PN1997.2.J587 W35 2008 

 鑓の権三重帷子・敵討襤褸錦・女殺油地獄 / [編集国立劇場調查養成部調查資料課].  東京 : 日本芸術文化振興会, 2009.  
 (Yari no Gonza kasanekatabira Katakiuchi tsuzure no nishiki Onnagoroshi abura no jigoku) 
 EAST  PN2924.5.K3 J64 v.520 

 Q - Science 

 日本の天文学の百年 = one hundred years of astronomy in Japan / 日本天文学会百年史編纂委員会編.  東京 :  
 恒星社厚生閣, 2008.  
 (Nihon no tenmongaku no hyakunen = one hundred years of astronomy in Japan) 
 EAST  QB33.J3 N54 2008 

 R - Medicine 

 水俣への回帰 / 原田正純.  東京 : 日本評論社, 2007.  
 (Minamata e no kaiki) 
 EAST  RA1231.M5 H354 2007 

 水俣五〇年 : ひろがる「水俣」の思い Minamata 1956-2006 / 最首悟, 丹波博紀編.  東京 : 作品社, 2007.  
 (Minamata gojunen : hirogaru Minamata no omoi Minamata 1956-2006) 
 EAST  RA1231.M5 M47 2007 

 「水俣」の言說と表象 / 小林直毅編 ; 伊藤守 ... [et al.].  東京 : 藤原書店, 2007.  
 (Minamata no gensetsu to hyosho) 
 EAST  RA1231.M5 M54 2007 

 水俣学講義 / 原田正純編著.  東京 : 日本評論社, 2004-2005.  
 (Minamatagaku kogi) 
 EAST  RA1231.M5 M556 2004 

 T - Technology 

 Page 9 



 T - Technology 

 電気洗濯機100年の歴史 / 大西正幸著.  東京 : 技報堂出版, 2008.  
 (Denki sentakuki 100-nen no rekishi) 
 EAST  TT997 .O557 2008 

 日本〈工芸〉の近代 : 美術とデザインの母胎として / 森仁史著.  東京 : 吉川弘文館, 2009.  
 (Nihon kogei no kindai : bijutsu to dezain no botai to shite) 
 EAST  TS105 .M67 2009 

 U - Military Science 

 大同保育隊報告 / 藤野豊編・解說.  東京 : 不二出版, 2008.  
 (Daido Hoikutai hokoku) 
 EAST  UA848.I6 D35 2008 

 調查彙報.  東京 : 不二出版, 2007-2008.  
 (Chosa iho ) 
 EAST f  UA846 .C46 

 外邦測量沿革史. 草稿 / 小林茂解說.  東京 : 不二出版, 2008-  
 (Gaiho sokuryo enkakushi ) 
 EAST  UG473.C6 G35 2008 

 Z - Library Science 

 新聞出版用紙割当制度の槪要とその業務実績.  石川県金沢市 : 金沢文圃閣, 2004.  
 (Shinbun shuppan yoshi wariate seido no gaiyo to sono gyomu jisseki ) 
 EAST  Z463.4 .S54 2004 

 書籍雑誌商資料 : 内地・植民地, 1937-41 / 大久保久雄, 福島鑄郎監修.  金沢市 : 金沢文圃閣, 2004.  
 (Shoseki zasshisho shiryo : naichi shokuminchi 1937-41) 
 EAST  Z463.8 .S56 2004 
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