
 November 2008 

 General 
  

 みやざき水物語 : 宮崎市水道史 / [編集宮崎市水道史編集委員会].  宮崎市 : 宮崎市水道局, 昭和 63 [1988]  
 (Miyazaki mizu monogatari : Miyazaki-shi suidoshi) 
 EAST f  TD306.M58 M593 1988 

 B - Philosophy, Psychology, Religion 

 愛の構造 : 生きることの意味 / 杉瀬祐著.  大阪 : 創元社, 1969.  
 (Ai no kozo : ikiru koto no imi) 
 EAST  BV4639 .S79 1969 

 中国と日本における時間 : 異文化を流れる「時差」 / 池田理知子, 鄭偉 ; [編集国際基督教大学社会科学研究所].   
 東京都三鷹市 : 国際基督教大学, 2006.  
 (Chugoku to Nihon ni okeru jikan : ibunka o nagareru jisa) 
 EAST  BD638 .I36 2006 

 一粒の麦 : ヨゼフ・ロゲンドルフ師追悼文集 / ヨゼフ・ロゲンドルフ師追悼文集編集委員会編.  東京 : 南窓社, 1983  
 (1984 printing)  
 (Hitotsubu no mugi : Yozefu Rogendorufu-shi tsuito bunshu) 
 EAST  BX4705.R649 H58 1983 

 神々と民衆運動 / 西垣晴次.  每東京 : 日新聞社, 昭和52 [1977]  
 (Kamigami to minshu undo) 
 EAST  BL 2203 .N72 

 錄柏木義円日記補遺: 付柏木義円日記著述目 說/ 片野真佐子編・解 .  大津市 : 行路社, 2001.  
 (Kashiwagi Gien nikkihi : tsuketari Kashiwagi Gien chojutsu mokuroku) 
 EAST  BR1317.K38 A32 2001 

 本居宣長 / 小林秀雄著.  東京 : 新潮社, 昭和52 [1977]  
 (Motoori Norinaga) 
 EAST  B5244.M674 K62 1977 

 視覚とマンガ表現 : 科学とマンガのナベ《鍋?》ゲーション / 牧野圭一, 上島豊共著.  京都市 : 臨川書店, 平成 19  
 [2007]  
 (Shikaku to manga hyogen : kagaku to manga no nabenabegeshon) 
 EAST  BF241 .M35 2007 

 神仏分離 / 圭室文雄.  東村山市 : 敎育社 ; 東京 : 敎育社出版サービス, 1977.  
 (Shinbutsu bunri) 
 EAST  BL2222.23 .T33 1977 

 山伏 : 入峰・修行・呪法 / 和歌森太郎著.  東京 : 中央公論社, 昭和 39 [1964]  
 (Yamabushi : nyubu shugyo juho) 
 EAST  BQ8822 .W3 1964 
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 B - Philosophy, Psychology, Religion 

 靖国問題 / 高橋哲哉.  東京 : 筑摩書房, 2005.  
 (Yasukuni mondai) 
 EAST  BL2225.T62 Y3774 2005 

 D - History: General and Outside the Americas 

 アジア太平洋と国際関係の変動 : その地政学的展望 / 高木彰彦 ... [et al.] 編.  東京 : 古今書院, 1998.  
 (Ajia Taiheiyo to kokusai kankei no hendo : sono chiseigakuteki tenbo) 
 EAST  DS35.2 . G5616 1998 

 アメリカ人の発想．日本人の発想 : "合わせる"文化と"個"の文化 : トライアングル対談 / ハ一バ一ト・パッシン,  
 竹村健一, 加瀨英明著.  東京 : 德間書店, [1979.]  
 (Amerikajin no hasso Nihonjin no hasso : awaseru bunka to ko no bunka : torainaguru taidan) 
 EAST  DS821 .T2513 1979 

 浅草區誌 / [浅草區役所編].  東京 : 宗高書房, 昭和 43 [1968]  
 (Asakusa-ku shi) 
 EAST  DS896.7.A8 O53 

 中国の大盗賊 : 天下を狙った男たち / 高島俊男．  東京 : 講談社, 1989.  
 (Chugoku no daitozoku : tenka o neratta otokotachi) 
 EAST  DS740.2 T35 1989 

 戶江 ・東京風俗地理 / 田村栄太郎著.  [東京] : 雄山閣, [昭和39-40[1964-1965]]  
 (Edo Tokyo fuzoku chiri) 
 EAST  DS896.6 .T28 

 外交官 E.H. ノーマン : その栄光と屈辱の日々 / 中野利子著.  東京 : 新潮社, 平成 13 [2001]  
 (Gaikokan EH Noman : sono eiko to kutsujoku no hibi 1909-1957) 
 EAST  DS834.9.N67 N35 2001 

 敗者の維新史 : 会津藩士荒川勝茂の日記 / 星亮一著.  東京 : 中央公論社, 1990.  
 (Haisha no ishinshi : Aizu hanshi Arakawa Katsushige no nikki) 
 EAST  DS881.5.A68 H67 1990 

 內 緣東アジア 海世界の交流史 : 周 地域における社会制度の形成 / 加藤雄三,大西秀之,佐々木史郎編.  京都 : 人文書院,  
 2008.  
 (Higashiajia naikai sekai no koryushi : shuen chiiki ni okeru shakai seido no keisei ) 
 EAST  DS503.4 .H54 2008 

 香港領事佐々淳行 : 香港マカオ暴動, サイゴン・テト攻勢 / 佐々淳行.  東京 : 文藝春秋, 2002.  
 (Hongkon ryoji Sassa Atsuyuki : Honkon Makao bodo Saigon teto kosei) 
 EAST  DS796.H7 S28 2002 

 イラク自衛隊「戦闘記」 / 佐藤正久.  東京 : 講談社, 2007.  
 (Iraku jieitai sentoki) 
 EAST  DS79.764.J3 S28 2007 
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 D - History: General and Outside the Americas 

 従軍慰安婦悲史 : 戦史の空白部分を抉る / 千田夏光.  東京 : エルム, [昭和51[1976]]  
 (Jugun ianfu hishi : senshi no kuhaku bubun o eguru) 
 EAST  D810.C698 S46 1976 

 華僑 / 斯波義信著.  東京 : 岩波書店, 1995.  
 (Kakyo) 
 EAST  DS523.4.C45 S55 1995 

 神と女の民俗学/ 牧田茂．  東京: 講談社, 昭和56 [1981]  
 (Kami to onna no minzokugaku) 
 EAST  DS894.99O374 M3 1981 

 韓国人の歴史感 / 黒田勝弘.  東京 : 文藝春秋, 平成 11 [1999]  
 (Kankokujin no rekishikan) 
 EAST  DS917 .K842 1999 

 検証・昭和史の焦点 / 保阪正康..  東京 : 文藝春秋, 2006.  
 (Kensho Showa shi no shoten) 
 EAST  DS888.2 .H6755 2006 

 帰化人 : 古代国家の成立をめぐって / 上田正昭著.  東京 : 中央公論社, 昭和40 [1965]  
 (Kikajin : kodai kokka no seiritsu o megutte) 
 EAST  DS836 .U33 1965 

 九州史学.  福岡市 : 九州大学国史学研究会,  
 (Kyushu shigaku ) 
 EAST  DS894.99.A2 K88 

 みやざきの観光物語 1947-1997 : 宮崎市観光協会50周年記念誌 = Miyazaki City Tourist Association 50th anniversary.  
  宮崎市 : 宮崎市観光協会, 1997.  
 (Miyazaki no kanko monogatari 1947-1997 : Miyazaki-shi Kanko Kyokai 50-shunen kinenshi = Miyazaki City Tourist Association 50th  
 anniversary ) 
 EAST f  DS897.M5258 M593 1997 

 沖縄からはじまる / 大田昌秀, 池澤夏樹  = Our Okinawa / Masahide Ota, Natsuki Ikezawa.  東京 : 集英社, 1998.  
 (Okinawa kara hajimaru) 
 EAST  DS894.99.O3785 O83 1998 

 琉球王国 : 東アジアのコーナーストーン / 赤嶺守.  東京 : 講談社, 2004.  
 (Ryukyu okoku : Higashi Ajia no kona suton) 
 EAST  DS895.R95 A37 2004 

 清張歴史游記／ 松本清張．  東京： 日本放送出版協会， 昭和57 [1982]  
 (Seicho rekishi yuki) 
 EAST  DS835 .M367 1982 

 戦後日米関係の形成 : 講和・安保と冷戦後の視点に立って / 五十嵐武士.  東京 : 講談社, 1995.  
 (Sengo Nichi-Bei kankei no keisei : Kowa Anpo to reisengo no shiten ni tatte) 
 EAST  DS849.U6 I437 1995 
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 D - History: General and Outside the Americas 

 戦後日本知識人の発言軌跡 / 著者石原萠記.  東京 : 自由社, 1999.  
 (Sengo Nihon chishikijin no hatsugen kiseki) 
 EAST  DS889 .I7515 1999 

 占領軍が写した終戦直後の佐世保.  長崎県佐世保市 : 芸文堂, 1983.  
 (Senryogun ga utsushita shusen chokugo no Sasebo ) 
 EAST  DS897.S25 S46 1983 

 占領者の眼 : ァメリカ人は《沖縄》をどぅ見たか / 宮城悦二郎.  南風原町 : 那覇出版社, 1982.  
 (Senryosha no me : Amerikajin wa Okinawa o do mita ka) 
 EAST  DS894.99.O3785 M59 1982 

 新版まぼろしの邪馬台国 / 宮崎康平.  東京 : 講談社, 昭和 55 [1980]  
 (Shinpan maboroshi no Yamataikoku) 
 EAST  DS834.7 .M58 1980 

 徵象 天皇の発見 / 今谷明.  東京 : 文藝春秋, 平成 11 [1999]  
 (Shocho tenno no hakken) 
 EAST  DS834.1 .I63 1999 

 昭和天皇最後の側近, 卜部亮吾侍従日記 / 監修御厨貴, 岩井克己.  東京 : 朝日新聞社, 2007-  
 (Showa Tenno saigo no sokkin Urabe Ryogo Jiju nikki) 
 EAST  DS890.U73 A3 2007 

 戶隅田川と江 庶民の生活 / 高柳金芳.  東京 : 国鉄厚生事業協会, 昭和 59 [1984]  
 (Sumidagawa to Edo shomin no kurashi) 
 EAST  DS896.95.S86 T35 1984 

 枢密院議長の日記 / 佐野眞一.  東京 : 講談社, 2007.  
 (Sumitsuin Gicho no nikki) 
 EAST  DS884.K76 S26 2007 

 台湾の主張 / 李登輝.  硏東京 : PHP 究所, 1999.  
 (Taiwan no shucho) 
 EAST  DS799.847 .L43616 1999 

 內たまくす : 横浜開港資料館総合案  = A guide to the Yokohama Archives of History / [横浜開港資料館編].  横浜市 :  
 横浜開港資料館, 2008.  
 (Tamakusu : Yokohama Kaiko Shiryokan sogo annai = A guide to the Yokohama Archives of History) 
 EAST f  DS897.Y62 T36 2008 

 東京名所の百年 / 高橋順二編.  [東京 : 東京史蹟研究会], 1967.  
 (Tokyo meisho no hyakunen) 
 EAST  DS896.35 .T335 1967 

 東京名所圖繪 / [監修者宮尾しげを].  東京 : 睦書房, 昭和43-44 [1968-1969]  
 (Tokyo meisho zue) 
 EAST  DS896.35 T5753 1968 
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 D - History: General and Outside the Americas 

 私のひめゆり戦記 / 宮良ルリ.  那覇市 : ニライ社 : 発売元山口県下関市 : 新日本教育図書.  
 (Watakushi no himeyuri senki) 
 EAST  D811.5 .M535 1987 

 脫私たちは, 走アメリカ兵を越境させた-- : ベ平連/ジャテック, 最後の密出国作戦の回想 / 高橋武智.  東京 : 作品社,  
 2007.  
 (Watakushitachi wa dasso Amerikahei o ekkyosaseta-- : BeheirenJatekku saigo no mitsushukkoku sakusen no kaiso  ) 
 EAST  DS559.62.J3 T35 2007 

 私と民主社会主義 : 天命のままに八十余年 / 関嘉彦．  東京 : 日本図書刊行会 : 発売近代文芸社, 1998.  
 (Watashi to minshu shakai shugi : tenmei no mama ni hachiju yonen) 
 EAST  DS890.S39 A3 1998 

 欧羅巴女一人旅 / 馬郡沙河子.  東京 : ゆまに書房, 2004.  
 (Yoroppa onna hitoritabi) 
 EAST  D919 .M212 2004 

 ザ・ペニンシュラ・クエスチョン : 朝鮮半島第二次核危機 / 船橋洋一.  東京 : 朝日新聞社, 2006.  
 (Za Peninshura kuesuchon : Chosen Hanto dainiji kaku kiki) 
 EAST  DS935.65 .F86 2006 

 G - Geography 

 婦人の山とスキー / 黒田初子.  東京 : ゆまに書房, 2005.  
 (Fujin no yama to suki) 
 EAST  GV200 .K87 2005 

 芸妓通 / 花園歌子.  東京 : ゆまに書房, 2004.  
 (Geigi tsu) 
 EAST  GT3412 .H36 2004 

 芸者と待合 / 石井美代.  東京 : ゆまに書房, 2004.  
 (Geisha to machiai) 
 EAST  GT3412 .I84 2004 

 江東昔ばなし / 田辺貞之助.  東京 : 菁柿堂 : 発売所星雲社, 昭和 59 [1984]  
 (Koto mukashibanashi) 
 EAST  GR341.T6 T36 1984 

 日本の眼鏡 / 長岡博男著.  東京 : 東峰書房, 昭和 42 [1967].  
 (Nihon no megane) 
 EAST  GT2370 .N3 1967 

 說おきなわ・村の伝  / 青山洋二.  南風原町 : 那覇出版社, 1988.  
 (Okinawa mura no densetsu) 
 EAST  GR341.O37 A69 1988 
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 G - Geography 

 沖縄の迷信: いざ冠婚葬祭というときのために/ 名幸芳章著.  沖縄県那覇市: 月刊沖縄社; 東京: 発売元新日本教育図書,  
 1981.  
 (Okinawa no meishin : iza kankon sosai to iu toki no tame ni) 
 EAST  GR341.O37 N34 1981 

 H - Social Sciences 

 尼になる迄 / 小林栄子.  最適簡易婦人商売経営案内 / 稲垣正明.  東京 : ゆまに書房, 2004.  
 (Ama ni naru made) 
 EAST  HD6197 .K63 2004 

 アンソロジー"新しい女たち" / 岩見照代編 ; 監修 原ひろ子 ; 編集 高良留美子, 岩見照代.  東京 : ゆまに書房, 2001.  
 (Ansoroji atarashii onnatachi) 
 EAST  HQ1762 .A73 2001 v.8 

 アンソロジー女性観/男性観の変遷 / 藤田和美編.  東京 : ゆまに書房, 2005.  
 (Ansoroji Joseikandanseikan no hensen  ) 
 EAST  HQ1075.5.J3 A57 2005 

 アンソロジー女の生活 / 高良留美子編.  東京 : ゆまに書房, 2005.  
 (Ansoroji Onna no seikatsu) 
 EAST  HQ1762 .A68 2005 

 鄉 說アンソロジー女と異  / [解 ] 北田幸恵 ; 監修 原ひろこ ; 編集 高久留美子,岩見照代  東京 : ゆまに書房, 2001.  
 (Ansoroji onna to ikyo) 
 EAST  HQ1762 .J66 2000 v.25 

 アンソロジー女と労働 / 三宅義子編.  東京 : ゆまに書房, 2005.  
 (Ansoroji onna to rodo) 
 EAST  HD6197 .A87 2005 

 アンソロジー女と労働 / 藤田和美編 ; 監修 原ひろこ ; 編集 高良留美子, 岩見照代.  東京 : ゆまに書房, 2001.  
 (Ansoroji onna to rodo) 
 EAST  HQ1762 .J66 2000 v.16 

 アンソロジー女と生活 / 岡野幸江編 ; 監修 原ひろこ ; 編集 高良留美子,岩見照代.  東京 : ゆまに書房, 2001.  
 (Ansoroji onna to seikatsu) 
 EAST  HQ1762 .A74 2001 v.22 

 アンソロジー女と戦争 / 岡野幸江編.  東京 : ゆまに書房, 2005.  
 (Ansoroji onna to senso) 
 EAST  HQ1762 .A744 2005 

 アンソロジー世界へ / 岩見照代編.  東京 : ゆまに書房, 2005.  
 (Ansoroji sekai e) 
 EAST  HQ1147.J3 A57 2005 
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 H - Social Sciences 

 アンソロジー戦時下の女たち / 高良留美子編 ;  監修 原ひろこ ; 編集 高良留美子, 岩見照代.  東京 : ゆまに書房,  
 2001.  
 (Ansoroji senjika no onnatachi) 
 EAST  HQ1762 .J66 2000 v.11 

 病院船従軍記 / 岡田禎子 ; 監修原ひろこ ; 編集高良留美子,岩見照代.  東京 : ゆまに書房, 2000.  
 (Byoinsen jugunki) 
 EAST  HQ1762 .J66 2000 v.10 

 父・母の書 / 伊福部敬子.  東京 : ゆまに書房, 2005.  
 (Chichi haha no sho) 
 EAST  HQ755.8 .I36 2005 

 朝鮮ノ小作慣行 / 朝鮮総督府編.  東京 : 龍渓書舎, 1977.  
 (Chosen no kosaku kanko) 
 EAST  HD1511.K6 A48 1977 

 中国社会主義賃金の展開 / 小嶋正己著.  東京 : 千倉書房, 1988.  
 (Chugoku shakai shugi chingin no tenkai) 
 EAST  HD5080 .K65 1988 

 データで見る沖縄： 沖縄の社会や暮らしそして地域の動き2005 / 照屋学著 ; 徳永紅氏郎,長嶺五子編.  浦添市 :  
 ニライ・カナイ研究所, 2005.  
 (Deta de miru Okinawa 2005 : Okinawa no shakai ya kurashi soshite chiiki no ugoki) 
 EAST  HN730.O55 T47 2005 

 足掛四年, 英国の女学界 / 二階堂トクヨ.  東京 : ゆまに書房, 2004.  
 (Ashikake yonen Eikoku no jogakkai) 
 EAST  HQ1599.E5 N55 2004 

 婦人問題の諸相. 抄 / 満月会編.  東京 : ゆまに書房, 2005.  
 (Fujin mondai no shoso ) 
 EAST  HQ1752 .F85 2005 

 現代男性観 / 小島文子. 男読むべからず / 深町すみ子.  東京 : ゆまに書房, 2005.  
 (Gendai danseikan) 
 EAST  HQ1090.7.J3 K645 2005 

 現代婦人読本 / 神近市子 ; 監修 原ひろ子 ; 編集 高良留美子, 岩見照代.  東京 : ゆまに書房, 2000.  
 (Gendai fujin-dokuhon) 
 EAST  HQ1762 .J66 2000 v.5 

 查現代日本人の意識 : 行動科学的調 と分析 / 田中靖政著.  東京 : 中央公論社, 昭和46 [1971]  
 (Gendai Nihonjin no ishiki : kodo kagakuteki chosa to bunseki) 
 EAST  H35 .T36 1971 

 現代社会心理学 / 田中國夫著.  東京 : 誠信書房, 1965 (1968 printing)  
 (Gendai shakai shinrigaku) 
 EAST  HM251 .T25 1965 
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 H - Social Sciences 

 グローバル化と途上国の小農 / 重冨真一編.  千葉県千葉市 : アジア経済研究所, 2007.  
 (Gurobaruka to tojokoku no shono) 
 EAST  HD1417 .G882 2007 

 春駒日記 / 森光子.  東京 : ゆまに書房, 2004.  
 (Harukoma nikki) 
 EAST  HQ247.A5 M65 2004 

 一年間の婦人日記 / 寺田芳編.  東京 : ゆまに書房, 2005.  
 (Ichinenkan no fujin nikki) 
 EAST  HQ1762 .J675 2004 

 女性は動く / 小泉郁子.  東京 : ゆまに書房, 2004.  
 (Josei wa ugoku) 
 EAST  HQ1154 .K634 2004 

 女子スポーツを語る / 人見絹枝 ; 監修 原ひろこ ; 編集 高良留美子, 岩見照代.  東京 : ゆまに書房, 2000.  
 (Joshi supotsu o kataru) 
 EAST  HQ1762 .J66 2000 v.6 

 家庭 / 下田歌子 ; 監修 原ひろこ ; 編集 高良留美子.岩見照代.  東京 : ゆまに書房, 2000  
 (Katei) 
 EAST  HQ1762 .J66 2000 v.18 

 経済発展と社会政策 : 東アジアにおける差異と共通性 / [編集社会政策学会].  東京 : 社会政策学会本部事務局 ; 京都市  
 : 発売元法律文化社, 2007.  
 (Keizai hatten to shakai seisaku : Higashi Ajia ni okeru sai to kyotsusei) 
 EAST  HN690.8.A8 S53 2006 

 近代ヤクザ肯定論 : 山口組の90年 / 宮崎学.  東京 : 筑摩書房, 2007.  
 (Kindai yakuza koteiron : Yamaguchigumi no 90-nen) 
 EAST  HV6439.J3 M59 2007 

 近世京都の歴史人口学的研究 : 都市町人の社会構造を読む / 浜野潔.  東京 : 慶応義塾大学出版会, 2007.  
 (Kinsei Kyoto no rekishi jinkogakuteki kenkyu : toshi chonin no shakai kozo o yomu) 
 EAST  HB3652.K96 H34 2007 

 鉱毒地の惨状. 第 1篇 / 松本英子 ; 監修原ひろ子 ; 編集高良留美子, 岩見照代.  東京 : ゆまに書房, 2000.  
 (Kodokuchi no sanjo ) 
 EAST  HQ1762 .J66 2000 v.12 

 恋の潜航 / 北村兼子 ; 監修 原ひろこ ; 編集 高良留美子, 岩見照代.  東京 : ゆまに書房, 2000.  
 (Koi no senko) 
 EAST  HQ1762 .J66 2000 v.4 

 近藤康男著作集 / [著者 近藤康男]  東京 : 農山漁村文化協会, 昭和49-50 [1974-1975]  
 (Kondo Yasuo chosakushu) 
 EAST  HD2092 .K63 
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 H - Social Sciences 

 公娼制度撤廃の是非 / 川崎正子 ; 監修 原ひろ子 ; 編集 高良留美子, 岩見照代.  東京 : ゆまに書房, 2000.  
 (Kosho seido teppai no zehi) 
 EAST  HQ247.A5 K67 2000 v.14 

 紅燈の下/ 下山京子 ; 監修原ひろ子; 編集高良留美子, 岩見照代.  東京: ゆまに書房, 2000.  
 (Koto no shita) 
 EAST  HQ1762 .J66 2000 v.17 

 幻の漂泊民・サンカ / 沖浦和光.  東京： 文藝春秋, 2004.  
 (Maboroshi no hyohakumin Sanka) 
 EAST  HT725.J3 O45 2004 

 南方紀行/ 真杉静枝;監修原ひろ子;編集高良留美子,岩見照代.  東京  : ゆまに書房, 2000.  
 (Nanpo kiko) 
 EAST  HQ1762 .J66 2000 v.24 

 日満婦人社会事業を拓く婦人使節訪隣史 / 西村真琴編. 外地の婦人生活と結婚.  東京 : ゆまに書房, 2004.  
 (Nichi-Man fujin shakai jigyo o hiraku fujin shisetsu horinshi) 
 EAST  HV419.M364 N53 2004 

 農業構造改革の現段階 : 経営所得安定対策の現実性と可能性 / 編集代表梶井功 ; 編集担当谷口信和.  東京 :  
 農林統計協会, 2007.  
 (Nogyo kozo kaikaku no gendankai : keiei shotoku antei taisaku no genjitsusei to kanosei) 
 EAST  HD2093 .N64 2007 

 農村記 / 三瓶孝子. 女子労働に関する報告 / 昭和研究会事務局編.  東京 : ゆまに書房, 2004.  
 (Nosonki) 
 EAST  HT421 .S3346 2004 

 沖縄社会と日系人・外国人・アメラジアン : 新たな出会いとつながりをめざして / 安藤由美, 鈴木規之, 野入直美編.   
 東京 : クバプロ, 2007.  
 (Okinawa shakai to Nikkeijin gaikokujin amerajian : arata na deai to tsunagari o mezashite) 
 EAST  HN730.O55 O35 2007 

 女の米国のぞき巾着旅行日記 / 影山やま子.  東京 : ゆまに書房, 2004.  
 (Onna no Beikoku nozoki kinchaku ryoko nikki) 
 EAST  HQ759.6 .K335 2004 

 旅情記 / 深尾須磨子 ; 監修 原ひろ子 ; 編集 高良留美子, 岩見照代.  東京 : ゆまに書房, 2000.  
 (Ryojoki) 
 EAST  HQ1762 .J66 2000 v.23 

 サンカ学入門 / 礫川全次.  東京 : 批評社, 2003.  
 (Sanka-gaku nyumon) 
 EAST  HT725.J3 K657 2003 

 世界の婦人 / 小林秋子編. 女子英語教育論 / 岡田美津.  東京 : ゆまに書房, 2004.  
 (Sekai no fujin) 
 EAST  HQ1154 .S366 2004 
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 H - Social Sciences 

 世界の穀物需給とバイオエネルギー / 編集代表梶井功 ; 編集担当服部信司.  東京 : 農林統計協会, 2008.  
 (Sekai no kokumotsu jukyu to baioenerugi) 
 EAST  HD9035 .S45 2008 

 戦線 / 林芙美子 ; 監修 原ひろこ ; 編集 高良留美子, 岩見照代.  東京 : ゆまに書房, 2000.  
 (Sensen) 
 EAST  HQ1762 .J66 2000 v.9 

 戦争と日本阿片史 : 阿片王二反長音蔵の生涯 / 二反長半著.  東京 : すばる書房, 1977.  
 (Senso to Nihon ahen shi : ahen o Nitanosa Otozo no shogai) 
 EAST  HV5805.N55 N57 1977 

 社会に額づく女 / 山田わか ; 監修 原ひろ子 ; 編集 高良留美子, 岩見照代.  東京 : ゆまに書房, 2000.  
 (Shakai ni nukazuku onna) 
 EAST  HQ1762 .J66 2000 v.2 

 資本主義は変つたか, 高橋正雄著.  東京, 有紀書房, 昭和37 [1962]  
 (Shihon shugi wa kawatta ka ) 
 EAST  HB501 .T34 1962 

 新女性読本 / 河崎なつ ; 監修 原ひろ子 ; 編集 高良留美子, 岩見照代.  東京： ゆまに書房， 2000.  
 (Shin josei-dokuhon) 
 EAST  HQ1762 .K3985 2000 v.7 

 新基本計画の総点検 : 食料・農業・農村政策の行方 / 編集代表梶井功 ; 編集担当小田切徳美.  東京 : 農林統計協会,  
 2005.  
 (Shin kihon keikaku no sotenken : shokuryo nogyo noson seisaku no yukue) 
 EAST  HD2093 .S467 2005 

 職場 / 中本たか子 ; 監修 原ひろ子 ; 編集 高良留美子, 岩見照代.  東京 : ゆまに書房, 2000.  
 (Shokuba) 
 EAST  HQ1762 .J66 2000 v.15 

 草魚 / 長谷川時雨 ; 監修原ひろ子 ; 編集高良留美子, 岩見照代.  東京 : ゆまに書房, 2000.  
 (Sogyo) 
 EAST  HQ1762 .J66 2000x v.20 

 私の生活と芸術 / 高群逸枝 ; 監修 原ひろこ ; 編集 高良留美子, 岩見照代.  東京 : ゆまに書房, 2000.  
 (Watakushi no seikatsu to geijutsu) 
 EAST  HQ1762.T287 A25 2000 v.19 

 私の雑記帳 / 吉屋信子 ; 監修 原ひろこ ; 編集 高良留美子, 岩見照代.  東京 : ゆまに書房, 2000.  
 (Watakushi no zakkicho) 
 EAST  HQ1762 .J66 2000 v.21 

 やとな物語 / なでし子 (中平文子).  東京 : ゆまに書房, 2000.  
 (Yatona monogatari) 
 EAST  HQ1762 .J66 2000 v.13 
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 J - Political Science 

 日本官僚白書 / 佐高信.  東京 : 講談社, 1989.  
 (Nihon kanryo hakusho) 
 EAST  JQ1647 .S28 1989 

 日本の二大政党 / 猪木正道編.  京都市 : 法律文化社, 1956.  
 (Nihon no nidai seito) 
 EAST  JQ1698.J5 N49 1956 

 K - Law 

 パール判事 : 東京裁判批判と絶対平和主義 / 中島岳志.  東京 : 白水社, 2007.  
 (Paru Hanji : Tokyo Saiban hihan to zettai heiwa shugi) 
 EAST  KNS110.P355 N35 2007 

 L - Education 

 北大のイールズ闘争 : その真実を明らかにするために / 梁田政方編著.  東京 : 光陽出版社, 2006.  
 (Hokudai no iruzu toso : sono shinjitsu o akiraka ni suru tame ni) 
 EAST  LG271.S3 H653 2006 

 目白生活 / 滝本種子.  東京 : ゆまに書房, 2005.  
 (Mejiro seikatsu) 
 EAST  LG277.T6644 T35 2005 

 M - Music 

 オリエンタリズムとジェンダー : 「蝶々夫人」の系譜 / 小川さくえ.  東京 : 法政大学出版局, 2007.  
 (Orientarizumu to jenda : Chocho fujin no keifu) 
 EAST  MT100.P97 O33 2007 

 椎名林檎vsJポップ / 阿部嘉昭著.  東京 : 河出書房新社, 2004.  
 (Shiina Ringo vuiesu jei poppu) 
 EAST  ML3501 .A24 2004 

 N - Fine Arts 

 富士山 / [編者国際日本文化研究センター創立20周年記念事業実行委員会].  京都市 : 国際日本文化研究センター, 2007.  
 (Fujisan) 
 EAST  ND1054 .F83 2007 

 明治吉原細見記 / 斎藤真一.  東京 : 河出書房新社, 1985.  
 (Meiji Yoshiwara saikenki) 
 EAST f  ND1059.S253 A4 1985 

 日本印象派の先駆者小林清親展 : 会期平成元年 10月 1日--27日・平成元年 11月 1日--26日・会場太田記念美術館.  東京 : 
  浮世絵太田記念美術館, 平成 1 [1989]  
 (Nihon inshoha no senkusha Kobayashi Kiyochika ten : kaiki Heisei gannen 10-gatsu 1-nichi--27-nichi Heisei gannen 11-gatsu 1-nichi--26- 
 nichi kaijo) 
 EAST  NE1325.K56 A4 1989 
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 N - Fine Arts 

 スタジオジブリ絵コンテ全集.  小金井市 : 徳間書店スタジオジブリ事業本部, 2001-2004.  
 (Sutajio Jiburi ekonte zenshu ) 
 EAST  NC1766.J3 S72 2001 

 P - Language and Literature 

 挨拶はたいへんだ / 丸谷才一.  東京 : 朝日新聞社, 2001.  
 (Aisatsu wa taihen da) 
 EAST  PL856.A66 A37 2001 

 アメリカ草枕 / 大岡信.  東京 : 岩波書店, 1979.  
 (Amerika kusamakura) 
 EAST  PL858.O4 Z462 1979 

 あなたの手のひら : 花の詩画集 / 星野富弘.  東京 : 偕成社, 1999.  
 (Anata no tenohira : hana no shigashu) 
 EAST  PL852.O89 A65 1999 

 アンソロジー女が書く / 北田幸恵編.  東京 : ゆまに書房, 2005.  
 (Ansoroji onna ga kaku) 
 EAST  PL756.W6 A57 2005 

 ある明治人の朝鮮観 : 半井桃水と日朝関係 / 上垣外憲一.  東京 : 筑摩書房, 1996．  
 (Aru Meijijin no Chosenkan : Nakarai Tosui to Nitcho kankei) 
 EAST  PL812.A567 Z56 1996 

 或る青春の日記 / 北杜夫.  東京 : 中央公論社, 1988.  
 (Aru seishun no nikki) 
 EAST  PL855.I65 Z464 1988 

 新しき女の手紙 / 磯野芳子編.  東京 : ゆまに書房, 2004.  
 (Atarashiki onna no tegami) 
 EAST  PL773.6 .A83 2004 

 文学と詩精神 / 村松剛著.  東京 : 南北社, 昭和38 [1963]  
 (Bungaku to shiseishin) 
 EAST  PL726.7 .M97 1963 

 文学と東洋 / 魚返善雄著.  東京 : 小峯書店, 昭和36 [1961]  
 (Bungaku to toyo) 
 EAST  PL2268 .O49 1961 

 文学現代  / 橫尾和博.  東京： のべる出版企画, 2005.  
 (Bungaku waru gendai) 
 EAST  PL719 .Y65 2005 

 Page 12 



 P - Language and Literature 

 米陸軍日本語学校 : 日本との出会い / ハーバート・パッシン ; 加瀬英明訳.  東京: TBS ブリタニカ, 1981.  
 (Bei Rikugun Nihongo Gakko : Nihon to no deai) 
 EAST  PL520.U5 P3716 1981 

 青い雨傘 / 丸谷才一.  東京 : 文藝春秋, 1995.  
 (Aoi amagasa) 
 EAST  PL856.A66 A6 1995 

 雨瀟瀟 / 永井荷風著.  東京 : 春陽堂, 大正 11 [1922]  
 (Ame shosho) 
 EAST CLOSED  PL812.A4 A74 1922 

 戶江 の大道芸 / 高柳金芳著.  東京 : 柏書房, 1982.  
 (Edo no daidogei) 
 EAST  PN2922 .T35 1982 

 虛映画万華鏡 / 牛原 彦 ; 監修牧野守.  東京 : ゆまに書房, 2006.  
 (Eiga mangekyo) 
 EAST  PN1993.5.J3 S23 2006 v. 6 

 映画の小窓 / 六車修 ; 監修牧野守.  東京 : ゆまに書房, 2006.  
 (Eiga no komado) 
 EAST  PN1993.5.J3 S23 2006 v.11 

 映画の性的魅惑 / 帰山教正 ; 監修牧野守.  東京 : ゆまに書房, 2006.  
 (Eiga no seiteki miwaku) 
 EAST  PN1993.5.J3 S23 2006 v.9 

 映写幕上の独裁者 / 酒井真人 ; 監修牧野守.  東京 : ゆまに書房, 2006.  
 (Eishamakujo no dokusaisha) 
 EAST  PN1993.5.J3 S23 2006 v.12 

 福田恆存評論集.  東京 : 新潮社, 昭和41 [1966]  
 (Fukuda Tsuneari hyoronshu ) 
 EAST  PL827 .K8 1966 

 風濤 / 井上靖.  東京 : 講談社, 昭和 38[1963]  
 (Futo) 
 EAST  PL830.N63 F83 1963 

 「源氏物語」を読む / 秋山虔, 池田弥三郎, 清水好子.  東京 : 筑摩書房, 1982.  
 (Genji monogatari o yomu) 
 EAST  PL788.4.G43 A72 1982 

 銀色のあしあと : 対談 / 三浦綾子, 星野富弘.  東京 : いのちのことば社, 1988.  
 (Giniro no ashiato : taidan) 
 EAST  PL856.I8 G56 1988 
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 P - Language and Literature 

 群像創作合評 / [編集 群像編集部].  東京 : 講談社, 昭和 45 [1970]-昭和 46 [1971]  
 (Gunzo sosaku gappyo) 
 EAST  PL747.8 .G84 

 白鳥の歌なんか聞えない / 庄司薰著.  東京 : 中央公論社, 昭和 48 [1973]  
 (Hakucho no uta nanka kikoenai) 
 EAST  PL850.K77 H3 1973 

 花よりも小さく : 花の詩画集  / 星野富弘.  東京： 偕成社， 2003.  
 (Hana yori mo chiisaku : hana no shigashu) 
 EAST  PL852.O84 H35 2003 

 反俗の文人たち / 濱川博著.  東京 : 新典社, 1995.  
 (Hanzoku no bunjintachi) 
 EAST  PL723 .H282 1995 

 速さのちがう時計 : 花の詩画集 / 星野富弘.  東京 : 偕成社, 1992.  
 (Hayasa no chigau tokei : hana no shigashu) 
 EAST  PL852.O84 H39 1992 

 石川啄木の短歌創造過程についての心理学的研究 : 歌稿ノ一ト「暇ナ時」を中心に / 大沢博著.  東京 : 桜楓社, 昭和 61  
 [1986]  
 (Ishikawa Takuboku no tanka sozo katei ni tsuite no shinrigakuteki kenkyu : kako noto Hima na toki o chushin ni) 
 EAST  PL809.S5 H536 1986 

 說女子独立, 演 筆記 / 福岡照子述 ; 岩間理喜記. 桂林拾珠 / 岡見きよ編.  東京 : ゆまに書房, 2004.  
 (Joshi dokuritsu enzetsu hikki) 
 EAST  PL772.6 .F85 2004 

 銃後純情 ; 海国女性史 (抄) / 生田花世.  東京 : ゆまに書房, 2004.  
 (Jugo junjo  Kaikoku joseishi (sho)) 
 EAST  PL830.K88 J84 2004 

 間間錄 每 / 石川淳著.  東京 : 日新聞社, 1973.  
 (Kankanroku) 
 EAST  PL830.S5 K3 1973 

 彼を繞る五人の女 / 田中栄三 ; 監修牧野守.  東京 : ゆまに書房, 2006.  
 (Kare o meguru gonin no onna) 
 EAST  PN1993.5.J3 S23 2006 v.7 

 活動写真名鑑. 前編 / 岡村紫峰 ; 監修牧野守.  東京 : ゆまに書房, 2006.  
 (Katsudo shashin meikan ) 
 EAST  PN1993.5.J3 S23 2006 v. 5 

 活動写真日本ジゴマ / 江沢春霞 ; 監修牧野守.  東京 : ゆまに書房, 2006.  
 (Katsudo shashin Nihon Jigoma) 
 EAST  PN1993.5.J3 S23 2006 v.3 
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 P - Language and Literature 

 閱検 室の闇に呟く / 田島太郎 ; 監修牧野守.  東京 : ゆまに書房, 2006.  
 (Kenetsushitsu no yami ni tsubuyaku) 
 EAST  PN1993.5.J3 S23 2006 v.18 

 キネマの人々 / 朝島黎吉 ; 監修牧野守.  東京 : ゆまに書房, 2006.  
 (Kinema no hitobito) 
 EAST  PN1993.5.J3 S23 2006 v.8 

 映画の倒影 / 小林いさむ ; 監修牧野守.  東京 : ゆまに書房, 2006.  
 (Kinema no toei) 
 EAST  PN1993.5.J3 S23 2006 v. 16 

 銳キネマ・スターの素顔と表情 / 羽太 治 ; 監修牧野守.  東京 : ゆまに書房, 2006.  
 (Kinema suta no sugao to hyojo) 
 EAST  PN1993.5.J3 S23 2006 v.10 

 口語文法講座 / 監修 時枝誠記 , 遠藤嘉基 ; 編集 森岡健二 ... [et al.].  東京 : 明治書院, 昭  和39-40 [1964-1965]  
 (Kogo bunpo koza) 
 EAST  PL539 .K56 

 閱これ以上は禁止 : ある検 係長の手記 / 立花高四郎. 猥映画と性映画 / 原比露志 ; 監修牧野守.  東京 : ゆまに書房,  
 2006.  
 (Kore ijo wa kinshi : aru kenetsu kakaricho no shuki) 
 EAST  PN1993.5.J3 S23 2006 v. 15 

 ことわざ資料叢書. 第ニ輯 / 北村孝一監修 ; ことわざ研究会編.  東京 : クレス出版, 2003.  
 (Kotowaza shiryo sosho ) 
 EAST  PN6519.J3 K684 2003 

 雲・草・人 / 平塚明 (らいてう).  東京 : ゆまに書房, 2005.  
 (Kumo kusa hito) 
 EAST  PL808.I693 K87 2005 

 黒澤明 vs. ハリウッド : 「トラ・トラ・トラ!」その謎のすべて / 田草川弘.  東京 : 文藝春秋, 2006.  
 (Kurosawa Akira vs Hariuddo : Tora tora tora sono nazo no subete) 
 EAST  PN1998.3.K87 T37 2006 

 メディアのなかの「帝国」 / 責任編集山本武利.  東京 : 岩波書店, 2006.  
 (Media no naka no teikoku  sekinin henshu Yamamoto Taketoshi ) 
 EAST  P95.82.J3 M435 2006 

 メランコリーの水脈 / 三浦雅士 = Literature in civilization / Miura Masashi.  東京 : 福武書店, 1984.  
 (Merankori no suimyaku) 
 EAST  PL726.67.M45 M58 1984 

 錄みたみわれら (民族の記 ) / 大庭さち子.  東京 : ゆまに書房, 2002.  
 (Mitami warera (minzoku no kiroku)) 
 EAST  PL755.65 .S436 v.15 
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 P - Language and Literature 

 日本文法研究 / 久野暲著.  東京 : 大修館書店, 1973.  
 (Nihon bunpo kenkyu) 
 EAST  PL533 .K76 

 錄日本への遺言 : 福田恆存語  / 編中村保雄, 谷田貝常夫.  東京 : 文藝春秋, 1995.  
 (Nihon e no yuigon : Fukuda Tsuneari goroku) 
 EAST  PL827.K8 N47 1995 

 日本映画盛衰記 / 玉木潤一郎 ; 監修牧野守.  東京 : ゆまに書房, 2006.  
 (Nihon eiga seisuiki) 
 EAST  PN1993.5.J3 S23 2006 v. 17 

 日本の現代文學 / 吉田健一著.  東京 : 雪華社, 昭和35 [1960]  
 (Nihon no gendai bungaku) 
 EAST  PL726.65 .Y665 1960 

 日本の能 / 丸岡明.  東京 : ダヴィッド社, 昭和32 [1957]  
 (Nihon no no) 
 EAST  PN2924.5.N6 M35 1957 

 日本を考える / 佐伯彰一.  東京 : 新潮社, 1966.  
 (Nihon o kangaeru) 
 EAST  PL720 .S23 1966 

 說ニッポンの小  : 百年の孤独 / 高橋源一郎.  東京 : 文藝春秋, 2007.  
 (Nippon no shosetsu : hyakunen no kodoku) 
 EAST  PL747.55 .T348 2007 

 ニライの島うた : 沖縄にうたいつがれた恋の歌 / 山城賢孝 ; 画・田島征彦.  大阪市 : 創元社, 1988.  
 (Nirai no shimauta : Okinawa ni utaitsugareta koi no uta) 
 EAST  PL886.R9 Y36 1988 

 女盛衰記 : 女優の卷 / 三楽流子, 小生夢坊, 小ぐら生 ; 監修牧野守.  東京 : ゆまに書房, 2006.  
 (Onna seisuiki : joyu no maki) 
 EAST  PN1993.5.J3 S23 2006 v. 4 

 恋歌の歴史 : 日本における恋歌観の変遷 / 岩井茂樹.  京都市 : 国際日本文化研究センター, 2007.  
 (Renka no rekishi : Nihon ni okeru renkakan no hensen) 
 EAST  PL728.8112.L6 I93 2007 

 梁塵秘抄漂游 / 尾崎左永子著.  東京 : 紅書房, 平成 6 [1994]  
 (Ryojin hisho hyoyu) 
 EAST  PL787.R943 O93 1994 

 琉歌こぼればなし : 辻の名妓をめぐって / 清水彰.  那覇市 : 沖縄タイムス社, 1994.  
 (Ryuka koborebanashi : Tsuji no meigi o megutte) 
 EAST  PL886.R9 S55 1994 
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 P - Language and Literature 

 最後の伊賀者 / 司馬遼太郎.  東京 : 講談社, 1986 (1991 printing)  
 (Saigo no Igamono) 
 EAST  PL861.H48 S35 1986 

 桜百首: 万葉, 古今, 新古今, 山家集 / 高木きよ子著.  東京: 短歌新聞社, 1979.  
 (Sakura hyakushu : Manyo Kokin Shinkokin Yamaga shu) 
 EAST  PL728 T23 1979 

 讃歌 / 中上健次.  東京 : 文藝春秋, 1990.  
 (Sanka) 
 EAST  PL857.A3683 S26 1990 

 西洋の源氏日本の源氏 / E.G. サイデンステッカー.  東京 : 笠間書房, 1984.  
 (Seiyo no Genji Nihon no Genji) 
 EAST  PL788.4.G43 S327 1984 

 世界映画風俗史 / 小倉浩一郎 ; 監修牧野守.  東京 : ゆまに書房, 2006.  
 (Sekai eiga fuzokushi) 
 EAST  PN1993.5.J3 S23 2006 v. 14 

 雪後庵夜話／ 谷崎潤一郎著．  東京： 中央公論社， 昭和42 [1967]  
 (Setsugoan yawa) 
 EAST  PL839.A7 Z5 1967 

 死の棘／ 島尾敏雄．  東京： 講談社， 昭和36 [1961]  
 (Shi no toge) 
 EAST  PL838.H57 S55 1961 

 島尾敏雄 / [編集評伝紅野謙介 ; エッセイ小川国夫].  東京 : 新潮社, 1995.  
 (Shimao Toshio) 
 EAST  PL838.H57 Z866 1995 

 錄新編戦後翻訳風雲  / 宮田昇.  東京 : みすず書房, 2007.  
 (Shinpen sengo honyaku fuunroku) 
 EAST  P306.9 .M59 2007 

 ä潮騒 = Die Erz hlung von einem Sonntagskind / 三島由紀夫.  東京 : 新潮社, 昭和 29 [1954]  
 (Shiosai = Die Erzahlung von einem Sonntagskind) 
 EAST  PL833.I7 S4 1954 

 主体の変容 : 現代文学ノート / 三浦雅士著.  東京 : 中央公論社, 1982.  
 (Shutai no henyo : gendai bungaku noto) 
 EAST  PL726.8 .M534 1982 

 漱石文明論集 / 三好行雄編.  東京 : 岩波書店, 1986.  
 (Soseki bunmei ronshu) 
 EAST  PL812.A8 A6 1986 
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 P - Language and Literature 

 外から見た日本文学 / 佐伯彰一.  東京 : TBSブリタニカ, 1981.  
 (Soto kara mita Nihon bungaku) 
 EAST  PL716 .S12 1981 

 素顔のハリウッド / 上山草人 ; 監修牧野守.  東京 : ゆまに書房, 2006.  
 (Sugao no Hariwuddo) 
 EAST  PN1993.5.J3 S23 2006 v.13 

 鈴の鳴る道 : 花の詩画集 / 星野富弘.  東京 : 偕成社, 1986.  
 (Suzu no naru michi : hana no shigashu) 
 EAST  PL852.O84 S8 1986 

 探偵奇談女ジゴマ / 筑峰 ; 監修牧野守.  東京 : ゆまに書房, 2006.  
 (Tantei kidan Onna Jigoma) 
 EAST  PN1993.5.J3 S23 2006 v.2 

 說探偵小 ジゴマ / 桑野桃華 ; 監修牧野守.  東京 : ゆまに書房, 2006.  
 (Tantei shosetsu Jigoma) 
 EAST  PN1993.5.J3 S23 2006 v. 1 

 天平の甍 / 井上靖.  東京 : 中央公論社, 昭和 32 [1957]  
 (Tenpyo no iraka) 
 EAST  PL830.N63 T4 1979 

 天才監督木下惠介 / 長部日出雄.    
 (Tensai kantoku Kinoshita Keisuke) 
 EAST  PN1998.3.K568 O83 2005 

 わが解体 / 高橋和巳.  東京 : 河出書房新社, 1997.  
 (Waga kaitai) 
 EAST  PL862.A42 W34 1997 

 われよりほかに : 谷崎潤一郎最後の十二年 / 伊吹和子.  東京 : 講談社, 1994.  
 (Ware yori hoka ni : Tanizaki Junichiro saigo no juninen) 
 EAST  PL839.A7 Z673 1994 

 私という現象 : 同時代を読む / 三浦雅士著.  東京 : 冬樹社, 1981.  
 (Watakushi to iu gensho : dojidai o yomu) 
 EAST  PL726.8 .M54 1981 

 楊貴妃伝 / 井上靖.  東京 : 中央公論社, 昭和 40 [1965]  
 (Yokihi den) 
 EAST  PL830.N63 Y57 1965 

 Q - Science 
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 Q - Science 

 葡萄の葉と科学 / 深尾須磨子. 女医の将来と其の使命 / 吉岡弥生.  東京 : ゆまに書房, 2005.  
 (Budo no ha to kagaku) 
 EAST  QP251 .F85 2005 

 シンポジウム地域協力から見えてくる地球温暖化 / 明日香壽川編.  仙台市 : 東北大学東北アジア研究センター, 2007.  
 (Shinpojiumu chiiki kyoryoku kara miete kuru chikyu ondanka) 
 EAST  QC981.8.G56 S356 2007 

 S - Agriculture 

 マレーシア Muda 灌漑地域の水稲直播栽培法の確立に関する研究 / 平岡博幸著.  つくば市 : 国際農林水産業研究センタ-,  
 2005.  
 (Mareshia Muda kangai chiiki no suito jikamaki saibaiho no kakuritsu ni kansuru kenkyu) 
 EAST  SB191.R5 H49 2005 

 Z - Library Science 

 松岡正剛千夜千冊 / [著者松岡正剛].  東京 : 求龍堂, 2006.  
 (Matsuoka Seigo senya sensatsu) 
 EAST  Z1003.5.J3 M38 2006 

 观新中國書道史 / 平山 月著.  東京 : 有朋堂, 昭和40 [1965]  
 (Shin Chugoku shodo shi) 
 EAST  Z43 .H57 1965 

 錄山口大学経済学部東亜経済研究所東亜関係蔵書目  : 1981年 3月末現在 / [編集山口大学経済学部].  山口市 :  
 山口大学経済学部, 1988-1990.  
 (Yamaguchi Daigaku Keizai Gakubu Toa Keizai Kenkyujo Toa kankei zosho mokuroku : 1981-nen 3-gatsumatsu genzai) 
 EAST  Z3101 .Y345 1988 
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