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 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 

 '90年代の安全保障 : 21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-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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