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アメリカが見つかりましたか / 阿川尚之. 東京 : 都市出版, 1998-2001.
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伊豆原月絵著 ; [コラム起稿 · 大島幸治]. 東京 : 東京堂出版, 2005.

: 1960-70
= The memories of fashion /
(Fasshon no kioku : 1960-1970-nendai oshare no kogengaku = The memories of fashion)
EAST GT1560 .I984 2005

国立民族学博物館三十年史 / [編集国立民族学博物館]. 吹田市 : 国立民族学博物館, 平成 18 [2006]
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EAST HC462.9 .A556 1975
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EAST HT725.J3 W3856 1996
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児童虐待のポリティクス : 「こころ」の問題から「社会」の問題へ / 上野加代子編著 ; 山野良一 ... [et al.] 著. 東京 : 明石書店, 2006.
(Jido gyakutai no poritikusu : kokoro no mondai kara shakai no mondai e)
EAST HV6626.5 .J53 2006

金曜會パンフレット. 東京 : ゆまに書房, 2005-2007.
(Kinyokai panfuretto )
EAST HC428.S47 B67

ミリテクパワー : 軍事技術力 : 究極の日米摩擦 / 朝日新聞経済部. 東京 : 朝日新聞社, 1989.
(Miriteku pawa : gunji gijutsuryoku : kyukyoku no Nichi-Bei masatsu)
EAST HC465.H53 M58 1989

オタク女子研究 : 腐女子思想大系 / 杉浦由美子. 東京 : 原書房, 2006.
(Otaku joshi kenkyu : fujoshi shiso taikei)
EAST HQ1762 .S84 2006

プロの主婦・プロの母親 : ボランティア労力銀行の 10年 / 水島照子著. 京都市 : ミネルヴァ書房, 1983.
(Puro no shufu puro no hahaoya : Borantia Roryoku Ginko no 10-nen)
EAST HV413 .M57 1983

戦後日本女装・同性愛研究 / 矢島正見編著. 東京都八王子市 : 中央大学出版部, 2006.
(Sengo Nihon joso doseiai kenkyu)
EAST HQ76.3.J3 S46 2006

戦後史とジェンダー / 加納実紀代. 東京 : インパクト出版会, 2005.
(Sengoshi to jenda)
EAST HQ1762 .K3585 2005

上海排日貨實情. 東京 : ゆまに書房, 2005.
(Shanhai hainikka jitsujo )
EAST HC428.S47 B67

清代アヘン政策史の研究 / 井上裕正著. 京都市 : 京都大学学術出版会, 2004.
(Shindai ahen seisakushi no kenkyu)
EAST HV5840.C6 I56 2004

思春期暴力 : おとなたちの死角 / 東京都精神医学総合研究所編. 東京 : 有斐閣, 1983.
(Shishunki boryoku : otonatachi no shikaku)
EAST HQ799.J3 S514 1983

J - Political Science

超大国の回転木馬 : 米ソ核交涉の 6000日 = The superpowers on the merry-go-round / 関場誓子著. 東京 : サイマル出版会, 1988.
(Cho taikoku no kaiten mokuba : Bei-So kakukosho no 6000-nichi = The superpowers on the merry-go-round)
EAST JZ5597 .S45 1988
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とは何か 国際平和協力法私案 大貫悦司

PKO
:
/
= Peace keeping operations / Etsuji Onuki.
(PKO to wa nani ka : kokusai heiwa kyoryokuho shian)
EAST JX1981.P7 O58 1991

東京 : ジャプラン出版, 1991.

政治心理学 / オフェル・フェルドマン著. 京都 : ミネルヴァ書房, 2006.
(Seiji shinrigaku)
EAST JA74.5 .F45 2006

総点検日米安保 / 朝日新聞社編. 東京 : 朝日新聞社, 1982.
(Sotenken Nichi-Bei anpo)
EAST JZ1745.A52 S68 1982

K - Law

大東亜戦争の真実 : 東條英機宣誓供述書 : 天皇に責任なし責任は我に在り / 東條由布子編. 東京 : ワック, 2005.
(Dai Toa Senso no shinjitsu : Tojo Hideki sensei kyojutsusho : Tenno ni sekinin nashi sekinin wa ware ni ari)
EAST KZ1182.T65 A48 2005

L - Education

年安保 人の証言 森川友義編 東京 : 同時代社, 2005.

60
:6
/
.
(60-nen Anpo : 6-nin no shogen)
EAST LA1318.7 .A16 2005

学校沿革史誌目錄 国・公立高等敎育機関編 / [編集]野間敎育研究所日本敎育史研究部門学校沿革史研究会. [東京] : 野間敎育研究所, 2002.

.
(Gakko enkaku shishi mokuroku )
EAST LA1317 .N66 2002

学校沿革史誌目錄. : 私立高等敎育機関編 / [編集]野間敎育研究所日本敎育史研究部門学校沿革史研究会. [東京] :
野間敎育研究所日本敎育史研究部門, 2005.
(Gakko enkaku shishi mokuroku )
EAST LB2328.52.J3 .N66 2005

戦後日本の高等教育改革政策 : 「教養教育」の構築 / 土持ゲーリー法一 = Higher education reform policy in postwar Japan / Gary H.
Tsuchimochi. 東京都町田市 : 玉川大学出版部, 2006.
(Sengo Nihon no koto kyoiku kaikaku seisaku : Kyoyo kyoiku no kochiku)
EAST LC94.J3 T77 2006

読みきかせに始まる : 絵本から「サラダ記念日」まで / 藤本英二. 東京 : 久山社, 2004.
(Yomikikase ni hajimaru : ehon kara Sarada kinenbi made)
EAST LB1139.R4 F845 2004

N - Fine Arts

〈美少女〉の現代史 : 「萌え」とキャラクター / ササキバラ・ゴウ. 東京 : 講談社, 2004.
(Bishojo no gendaishi : moe to kyarakuta)
EAST NC1764.8.W65 S27 2004
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美術商の百年 : 東京美術俱楽部百年史 = The 100 year history of Japanese art dealer from 1907 to 2006 /
[編者東京美術俱楽部百年史編纂委員会]. 東京 : 東京美術俱楽部 : 東京美術商協同組合, 平成 18 [2006].

(Bijutsusho no hyakunen : Tokyo Bijutsu Kurabu hyakunenshi = The 100 year history of Japanese art dealer from 1907 to 2006)
EAST N8640.T65 B55 2006

画想 / 安田靫彥. 東京 : 中央公論美術出版, 昭和 57 [1982]
(Gaso)
EAST ND1059.Y29 A35 1982

四国遍路 / 川端龍子画文. [松山市, 愛媛県] : 愛媛県立美術館, [1979]
(Shikoku henro)
EAST ND1059.K26 A4 1979

大正期新興美術資料集成 / [著者] 五十殿利治 ... [et al.]. 東京 : 国書刊行会, 2006.
(Taishoki shinko bijutsu shiryo shusei)
EAST f N7355.3 .O48 2006

P - Language and Literature

年文学の旅 柴田元幸 沼野充義著. 東京 : 作品社, 2005.

200X
/
,
(200X-nen bungaku no tabi)
EAST PN779.J3 S47 2005

芸能の科学 / 東京国立文化財研究所芸能部編. 東京都 : 東京国立文化財硏究所
(Geino no kagaku)
EAST PN2920 .G44

「劇場型犯罪」とマス・コミュニケーション / 小城英子著. 京都 : ナカニシヤ出版, 2004.
(Gekijogata hanzai to masu komyunikeshon)
EAST P96.C742 K67 2004

北斗の人 / 司馬遼太郎. 東京 : 講談社, 2006.
(Hokuto no hito)
EAST PL861.H48 H65 2006

児童文学研究の現代史 : 日本児童文学学会の 40年 = Japan Society for Children's Literature, 1962-2002／ 日本児童文学学会編. 東京 :
小峰書店, 2004.
(Jido bungaku kenkyu no gendaishi : Nihon Jido Bungaku Gakkai no 40-nen = Japan Society for Childrens Literature 1962-2002)
EAST PL751.5 .J54 2004

児童文学の伝統と創造 / 小西正保. 東京 : ハッピーオウル社, 2005.
(Jido bungaku no dento to sozo)
EAST PL751.5 .K665 2005

児童文化の伝統と現在 / 中川正文監修 ; 京都女子大学児童文化学会編. 京都市 : ミネルヴァ書房, 1986(Jido bunka no dento to genzai)
EAST PN1979.K3 J53 1993

7

October 2007
P - Language and Literature

十一番目の志士 / 司馬遼太郎. 東京 : 文藝春秋, 1974.
(Juichibanme no shishi)
EAST PL861.H48 J85 1974

国語施策百年史. 東京 : 文化庁, 平成17 [2005]
(Kokugo shisaku hyakunenshi )
EAST P119.32.J3 K65 2005

国語施策百年史 / 文化庁. 東京 : ぎょうせい, 平成 18 [2006]
(Kokugo shisaku hyakuneshi)
EAST P119.32.J3 K65 2006

旧制一高の文学 上田敏・谷崎潤一郎・川端康成・池谷信三郎・堀辰雄・中島敦・立原道造らの系譜 稲垣眞美 東京 国書刊行会

:
/
.
:
, 2006.
(Kyusei Ichiko no bungaku : Ueda Bin Tanizaki Junichiro Kawabata Yasunari Iketani Shinzaburo Hori Tatsuo Nakajima Atsushi Tachihara Mic)
EAST PL723 .I48 2006

無形文化遺産研究報告. 東京都 : 東京立文化財硏究所無形文化遺産部, 2007(Mukei bunka isan kenkyu hokoku )
EAST PN2920 .M85

村上春樹の隣には三島由紀夫がいつもいる。 / 佐藤幹夫. 東京 : PHP研究所, 2006.
(Murakami Haruki no tonari ni wa Mishima Yukio ga itsumo iru)
EAST PL856.U673 Z845 2006

菜の花の沖 / 司馬遼太郎. 東京 : 文藝春秋, 2000.
(Nanohana no oki)
EAST PL861.H48 N27 2000

日本の美女 / 帰徳書房編 ; [写真撮影吉田智一]. 東京 : 帰徳書房, 昭和 56 [1981]
(Nihon no bijo)
EAST PN2927 .N46 1981

日本海沿岸の地域特性とことば 富山県方言の過去・現在・未来 中井精一・內山純蔵・高橋浩二編 真田信治監修 富山市 桂書房

:
/
;
.
:
, 2004.
(Nihonkai engan no chiiki tokusei to kotoba : Toyama-ken hogen no kako genzai mirai Nakai Seiichi Uchiyama Junzo Takahashi Koji hen Sanad)
EAST PL693.T63 N54 2004

大岡昇平の創作方法 : 「俘虜記」「野火」「武蔵野夫人」 / 野田康文. 東京 : 笠間書院, 2006.
(Ooka Shohei no sosaku hoho : Furyoki Nobi Musashino fujin)
EAST PL835.O5 Z824 2006

坂の上の雲 / 司馬遼太郎. 東京 : 文藝春秋, 2004.
(Saka no ue no kumo)
EAST PL861.H48 S25 2004
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青春の遺書 : 生命に代えてこの日記・愛 / [著者]佐々木八郎 ; [編者藤代肇]. 東京 : 昭和出版, 1981.
(Seishun no isho : seimei ni kaete kono nikki ai)
EAST PL838 .A73 1981

撰集抄全注釈 / 撰集抄研究会編著. 東京 : 笠間書院, 2003.
(Senjusho zenchushaku)
EAST PL790.S43 S45 2003

戦争体験の社会学 : 「兵士」という文体 / 野上元. 東京 : 弘文堂, 平成 18 [2006]
(Senso taiken no shakaigaku : heishi to iu buntai)
EAST PL726.57.W3 N64 2006

「新日本文学」の 60年 / 編集代表鎌田慧. 東京 : 七つ森書館, 2005.
(Shin Nihon bungaku no 60-nen)
EAST PL700.S453 S55 2005

白縫譚 / 高田衛監修 ; 佐藤至子編・校訂. 東京 : 国書刊行会, 2006.
(Shiranui monogatari)
EAST PL799.R96 S5 2006

思想のケミストリー / 大澤真幸. 東京： 紀伊國屋書店, 2005.
(Shiso no kemisutori)
EAST PL726.55 .O63 2005

定本國木田獨步全集 / 國木田獨步全集編纂委員会. 東京 : 学習研究社, 昭和 53 [1978]
(Teihon Kunikida Doppo zenshu)
EAST PL810 .U5 1978

東宝特撮怪獣映画大全集 : 1954-2004 = Godzilla movie chronicle : Godzilla~Godzilla final wars / [著者寺西健治]. 東京 : ミリオン出版, 平成 17
[2005]
(Toho tokusatsu kaiju eiga daizenshu : 1954-2004 = Godzilla movie chronicle : GodzillaGodzilla final wars)
EAST f PN1995.9.G63 T47 2005

辻邦生全集 = Œuvres complètes de Kunio Tsuji. 東京 : 新潮社, 2004-2006.
(Tsuji Kunio zenshu = uvres completes de Kunio Tsuji )
EAST PL862 .S73 2004

世に棲む日日 / 司馬遼太郎. 東京： 文藝春秋, 2003.
(Yo ni sumu hibi)
EAST PL861.H48 Y65 2003

Q - Science

原色動物大圖鑑 = Encyclopaedia zoologica illustrated in colours. 東京 : 北隆館, 昭和 56 [1981]
(Genshoku dobutsu daizukan = Encyclopaedia zoologica illustrated in colours )
EAST QL46 .G35 1981
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T - Technology

石の記憶－ヒロシマ・ナガサキ : 被爆試料に注がれた科学者の目 = Memory of stones Hiroshima-Nagasaki / [編者田賀井篤平]. [東京] :
東京大学総合硏究博物館 ; 東京 : 発売所東京大学出版会, 2004.
(Ishi no kioku - Hiroshima Nagasaki : hibaku shiryo ni sosogareta kagakusha no me = Memory of stones Hiroshima-Nagasaki)
EAST TA418.6 .I84 2004

U - Military Science

年代の安全保障 世紀への架橋 日本戦略研究センター編 ; 金丸信監修. 東京 : 原書房, 1990.

'90
: 21
/
(90-nendai no anzen hosho : 21-seiki e no kakyo)
EAST UA845 .A14 1990

どう守る、日本の安全 : 戦略的防衛体制とは何か / 日本戦略研究センター編 ; 金丸信監修 = How can Japan be defended? / Japanese Center for
Strategic Studies ; Shin Kanemaru. 東京 : PHP 研究所, 1985.
(Do mamoru Nihon no anzen : senryakuteki boei taisei to wa nani ka)
EAST UA845 .D66 1985

誰が日本を守るのか! : 一億人の国防論 / 海原治著. 東京 : ビジネス社, 昭和55 [1980]
(Dare ga Nihon o mamoru no ka : ichiokunin no kokuboron)
EAST UA845 .K24 1980

軍事学入門 / 防衛大学校・防衛学研究会編. 東京 : かや書房, 1999.
(Gunjigaku nyumon)
EAST U815 .G85 1999

軍人たちの昭和史 / 森松俊夫. 東京 : 図書出版社, 1989.
(Gunjintachi no Showa shi)
EAST U54.J3 M67 1989

情報・戦略論ノート / 岡崎久彦 = Intelligence and strategic thinking / Hisahiko Okazaki. 京都市 : PHP 研究所, 1984-1990.
(Joho senryakuron noto)
EAST UA845 .O376 1984

こうすれば日本は守れる / 監修金丸信, 箕輪登 ;日本戦略研究センター編． 東京: 日本戦略研究センター : 発売所原書房, 昭和56 [1981]
(Ko sureba Nihon wa mamoreru)
EAST UA845 .K658 1981

タブーへの挑戦 : はだかの防衛論 / 日本戦略研究センター編. 東京 : 日本工業新聞社, 昭和 58 [1983]
(Tabu e no chosen : hadaka no boeiron)
EAST UA845 .T25 1983

海を渡った新自衛隊 : 平和戦士の本音でつづる国防論 / 佐賀保. 東京 : OK プロ, 1991.
(Umi o watatta shin Jieitai : heiwa senshi no honne de tsuzuru kokuboron)
EAST UA845 .S24 1991

Z - Library Science
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Z - Library Science

義塾図書館を読む : 和・漢・洋の貴重書から : 第 20回慶應義塾図書館貴重書展示会 / 主催慶應義塾図書館 ; [編集佐々木孝浩, 住吉朋彦, 松田隆美].
東京 : 慶應義塾図書館, 2007.
(Gijuku Toshokan o yomu : Wa Kan Yo no kichosho kara : dai 20-kai Keio Gijuku Toshokan kichosho tenjikai)
EAST Z1029 .K45 2007

国宝「史記」から漱石原稿まで : 東北大学附属図書館の名品 = Selected masterpieces from the collection of Tohoku University Library /
[編集磯部彰]. 仙台市 : 第 15回仙台国際シンポジウム実行委員会 : 文部科学省特定領域研究「東アジア出版文化の研究」総括班, 2003.
(Kokuho Shiki kara Soseki genko made : Tohoku Daigaku fuzoku Toshokan no meihin = Selected masterpieces from the collection of
Tohoku Univers)
EAST f Z955.J3 T65 2003
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