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 新潮.  東京市 : 新潮社, 明治 37 [1904]-  
 (Shincho ) 
 EAST  PL777.6 .S55 

 修身児訓. 一 / [龜谷行編]. 本朝諺林貫珠 / [漢人幸政編]. ことわざ物語 / [八波則吉著].  東京 : クレス出版, 2005.  
 (Shushin jikun ) 
 EAST  PN6519.J3 K68 ser.3 v.7 

 泰西格言. 第 1集 / [編者大野太衛]. 格言大辭典 : 全 / 芳賀矢一, 安井小太郎, 服部宇之吉共編. Common sayings for  
 recitation / by H. Saito. Easy English grammar and idiom / Leonard. 俚諺金言集 = Maximx and proverbs / collected 
  and translated by Senkichiro Katsumata.  東京 : クレス出版, 2003.  
 (Taisei kakugen ) 
 EAST  PN6519.J3 K68 ser.2 v.8 

 天災予知集 / [紫雲莊編纂]. 自然暦 / [川口孫治郎著].  東京 : クレス出版, 2005.  
 (Tensai yochishu) 
 EAST  PN6519.J3 K68 ser.3 v.5 

 Q - Science 

 沖縄県社寺・御嶽林調查報告 / [編集沖縄県教育委員会].  那覇市 : 沖縄県教育委員会, <1979-1981>  
 (Okinawa-ken shaji mitakerin chosa hokoku) 
 EAST  QH77.J3 O39 1979 

 ウミガメ類生息実態調查報告書.  那覇市 : 沖縄県教育委員会, 1996-2001.  
 (Umigamerui seisoku jittai chosa hokokusho ) 
 EAST f  QL666.C536 U55 

 S - Agriculture 

 食と農 / 安室知, 古家晴美, 石垣悟.  東京 : 吉川弘文館, 2009.  
 (Shoku to no) 
 EAST  S471.J3 Y37 2009 

 T - Technology 

 国産乗用車60年の軌跡 / 松下宏, 桂木洋二.  東京 : グランプリ出版, 2008.  
 (Kokusan joyosha 60-nen no kiseki) 
 EAST  TL105 .M38 2008 
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 Z - Library Science 

 大学出版.  東京 : 大学出版部協会,  
 (Daigaku shuppan ) 
 EAST  Z1033.U64 D35 

 帝国大学図書館における蔵書構築の研究 / 高野彰著.  東京 : ゆまに書房, 2005.  
 (Teikoku Daigaku Toshokan ni okeru zosho kochiku no kenkyu) 
 EAST  Z687 .T353 2005 

 東京大学総合研究博物館所蔵渡辺仁教授旧蔵資料目錄 / 西秋良宏 = Catalogue of anthropological materials in the  
 Hitoshi Watanabe collection / by Yoshihiko Nishiaki.  東京 : 東京大学総合研究博物館, 2007.  
 (Tokyo Daigaku Sogo Kenkyu Hakubutsukan shozo Watanabe Hitoshi kyoju kyuzo shiryo mokuroku) 
 EAST  Z5119 .T65 2007 
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