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 (Higa Shuncho : Okinawa no saigetsu jidenteki kaiso kara) 
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 (Masuda Kozo : Meijin ni kyosha o hiita otoko) 
 EAST  GV1439.M37 A3 1997 
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 EAST  HA31.2 .E75 2007 
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 EAST  HD6072.6.J3 K37 2000 
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 澤田美喜 : 黒い肌と白い心 : サンダース・ホームヘの道 / [著者 澤田美喜].  東京 : 日本図書センター, 2001.  
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 EAST  HV28.S25 A37 2001 

 志絆史 / [編集発行エア・ウォーター株式会社].  大阪市 : エア・ウォーター, 2006.  
 (Shihanshi) 
 EAST  HD9581.J34 E2 2006 

 新興工業国における雇用と社会保障 / 宇佐見耕一編.  千葉県千葉市 : アジア経済研究所, 2007.  
 (Shinko kogyokoku ni okeru koyo to shakai hosho) 
 EAST  HV410.5 .S544 2008 

 障害と開発 : 途上国の障害当事者と社会 / 森壮也編.  千葉市 : アジア経済研究所, 2008.  
 (Shogai to kaihatsu : tojokoku no shogai tojisha to shakai) 
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 少女機械考 / 阿部嘉昭.  東京 : 彩流社, 2005.  
 (Shojo kikai ko) 
 EAST  HQ777 .A24 2005 

 塚本幸一 : わが青春譜 / [著者 塚本幸一].  東京 : 日本図書センター, 2005.  
 (Tsukamoto Koichi : Waga seishunfu) 
 EAST  HC461.5.T73 A3 2005 

 山高しげり : 母子福祉四十年 / [著者 山高しげり].  東京 : 日本図書センター, 2001.  
 (Yamataka Shigeri : Boshi fukushi yonjunen) 
 EAST  HQ1762.5.Y35 A38 2001 
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 赤松良子 : 志は高く / [著者 赤松良子].  東京 : 日本図書センター, 2001.  
 (Akamatsu Ryoko : Kokorozashi wa takaku) 
 EAST  JQ1649.E9 A32 2001 

 平和論 / 小泉信三.  東京 : 文芸春秋新社, 昭和27 [1952]  
 (Heiwaron) 
 EAST  JZ1242 .K64 1952 

 生き残った人々は沈黙を守るべきか  / 出隆.  東京 : 月曜書房, 昭和 26 [1951]  
 (Iki nokotta hitobito wa chinmoku o mamorubeki ka) 
 EAST  JX1953 .I34 1951 

 政治意識の感情構造の研究.  東京 : 統計数理研究所, 1979.  
 (Seiji ishiki no kanjo kozo no kenkyu ) 
 EAST  JQ1681 .S424 1979 

 吉野作造 : 閑談の閑談(抄) / [著者 吉野作造].  東京 : 日本図書センター, 1998.  
 (Yoshino Sakuzo : Kandan no kandan (sho)) 
 EAST  JA98.Y67 A3 1998 

 K - Law 

 正木ひろし : 事件・信念・自伝 / [著者 正木ひろし].  東京 : 日本図書センター, 1999.  
 (Masaki Hiroshi : Jiken shinnen jiden) 
 EAST  KNX110.M37 A3 1999 

 L - Education 

 天野貞祐 : わたしの生涯から / [著者 天野貞祐].  東京 : 日本図書センタ－, 2004.  
 (Amano Teiyu : Watashi no shogai kara) 
 EAST  LB775.A445 .A43 2004 

 学長の手帖から : 学びの体験，教育の改革 / 石川忠雄 ... [et al.].  東京 : リクルート出版部, 昭和 60 [1985]  
 (Gakucho no techo kara : manabi no taiken kyoiku no kaikaku) 
 EAST  LA1318 .G13 1985 

 学歴の社会史 : 教育と日本の近代 / 天野郁夫.  東京 : 新潮社, 1992.  
 (Gakureki no shakaishi : kyoiku to Nihon no kindai) 
 EAST  LC191.8.J3 A45 1992 

 羽仁もと子 : 半生を語る / [著者 羽仁もと子].  東京 : 日本図書センター, 1997.  
 (Hani Motoko : Hansei o kataru) 
 EAST  LB775.H29 A3 1997 「検証」大学の冒険 / 日垣隆著.  東京 : 岩波書店, 1994.  
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 EAST  LA1318 .H54 1994 
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 L - Education 

 三輪田眞佐子 : 教へ草他 / [著者三輪田眞佐子].  東京 : 日本図書センター, 2005.  
 (Miwada Masako : oshegusa hoka) 
 EAST  LB775.M59 A3 2005 

 無着成恭 : ぼくの靑春時代 / [著者 無着成恭].  東京 : 日本図書センター, 2000.  
 (Muchaku Seikyo : Boku no seishun jidai) 
 EAST  LA2383.J32 M82 2001 

 南原繁 : ふるさと / [著者 南原繁].  東京 : 日本図書センター, 1998.  
 (Nanbara Shigeru : Furusato) 
 EAST  LG254.N3 A3 1998 

 留岡幸助 : 自叙, 家庭学校 / [著者 留岡幸助].  東京 : 日本図書センター, 1999.  
 (Tomeoka Kosuke : jijo Katei gakko) 
 EAST  LB775.T5932 A35 
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 遠藤実 : 夢追い人 / [著者 遠藤実].  東京 : 日本図書センター, 2004.  
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 EAST  ML410.E544 A3 2004 

 藤原義江 : 流転七十五年 : オペラと恋の半生 / [著者 藤原義江].  東京 : 日本図書センター, 1998.  
 (Fujiwara Yoshie : Ruten shichijugonen : opera to koi no hansei) 
 EAST  ML420.F895 A3 1998 

 ほんやら洞の詩人たち: 自前の文化をもとめて / 片桐ユズル,中村哲,中山容編.  東京： 昌文社, 1979.  
 (Honyarado no shijintachi : jimae no bunka o motomete) 
 EAST  M1813.2 .H66 1979 

 嬉遊曲、鳴りやまず : 斎藤秀雄の生涯 / 中丸美繪.  東京 : 新潮社, 1996.  
 (Kiyukyoku nariyamazu : Saito Hideo no shogai) 
 EAST  ML418 .S257 N35 1996 

 古賀政男 : 歌はわが友わが心 / [著者 古賀政男].  東京 : 日本図書センター, 1999.  
 (Koga Masao : Uta wa waga tomo waga kokoro) 
 EAST  ML3501 .K63 1999 

 三浦環 : お蝶夫人 / [著者 三浦環 ; 編者 吉本明光].  東京 : 日本図書センター, 1997.  
 (Miura Tamaki : Ocho Fujin) 
 EAST  ML420.M5 A3 1997 

 添田啞蟬坊 : 啞蟬坊流生記 / [著者 添田啞蟬坊].  東京 : 日本図書センター, 1999.  
 (Soeda Azenbo : Azenbo ryuseiki) 
 EAST  ML420.S6794 A3 1999 
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 September 2008 

 M - Music 

 高木東六 : 愛の夜想曲 / [著者高木東六].  東京 : 日本図書センター, 2003.  
 (Takagi Toroku : Ai no yasokyoku) 
 EAST  ML410. T133 A3 2003 

 山田耕筰 : 自伝若き日の狂詩曲 / [著者 山田耕筰].  東京 : 日本図書センター, 1999.  
 (Yamada Kosaku : Jiden wakaki hi no kyoshikyoku) 
 EAST  ML410.Y34 A3 1999 

 N - Fine Arts 

 畦地梅太郎 : 画文集とぼとぼ六十年 / [著者 畦地梅太郎].  東京 : 日本図書センター, 2004.  
 (Azechi Umetaro : Gabunshu tobotobo rokujunen) 
 EAST  NE773.A97 A2 2004 

 ちばてつや : みんみん蟬の唄 / [著者 ちばてつや].  東京 : 日本図書センター, 2001.  
 (Chiba Tetsuya : Minminzemi no uta) 
 EAST  NC1709.C43 A2 2001 

 中世の美術展目錄 = Japanese arts of the medieval periods : late 12th to mid-16th centuries.  [T ̄ōkyo ̄] : 東京国立博物館, 昭和 32 [1957]  
 (Chusei no bijutsuten mokuroku = Japanese arts of the medieval periods : late 12th to mid-16th centuries ) 
 EAST  N7353.4 .C48 1957 

 藤城淸治 : 影絵はひとりぼっち / [著者 藤城淸治].  東京 : 日本図書センター, 1997.  
 (Fujishiro Seiji : Kagee wa hitoribotchi) 
 EAST  NC991.5.F84 A3 1997 

 浜田庄司 : 窯にまかせて / [著者 浜田庄司].  東京 : 日本図書センター, 1997.  
 (Hamada Shoji : Kama ni makasete) 
 EAST  NK4210.H32 H32 1997 

 東山魁夷 : わが遍歴の山河 / [著者 東山魁夷].  東京 : 日本図書センター, 1999.  
 (Higashiyama Kaii : Waga henreki no sanga) 
 EAST  ND1059.H5 A2 1999 

 平山郁夫 : 悠久の流れの中に / [著者 平山郁夫].  東京 : 日本図書センター, 1997.  
 (Hirayama Ikuo : Yukyu no nagare no naka ni) 
 EAST  ND1059.H56 A3 1997 

 池田満寿夫 : 日付のある自画像 / [著者 池田満寿夫].  東京 : 日本図書センター, 2000.  
 (Ikeda Masuo : Hizuke no aru jigazo) 
 EAST  NE773.I4 A3 2000 

 石垣綾子 : 私の爪あと / [著者 石垣綾子].  東京 : 日本図書センター, 1998.  
 (Ishigaki Ayako : Watakushi no tsume ato) 
 EAST  ND1059.I77 I75 1998 
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 September 2008 

 N - Fine Arts 

 北川民次 : メキシコの靑春 : 十五年をインディアンと共に/ [著者 北川民次 ].  東京 : 日本図書センター, 2002.  
 (Kitagawa Tamiji : Mekishiko no seishun : jugonen o Indian to tomo ni) 
 EAST  ND1059.K53 A3 2002 

 日本刀の研究と鑑定. 古刀編 / 常石英明著.  東京 : 金園社, 昭和52 [1977]  
 (Nihonto no kenkyu to kantei ) 
 EAST  NK6784.A1 T75 1977 

 岡本太郎 : 挑む, 夢と誓い(抄) / [著者 岡本太郎].  東京 : 日本図書センター, 1998.  
 (Okamoto Taro : Idomu Yume to chikai (sho)) 
 EAST  ND1059.O4 A3 1998 

 高村光雲 : 木彫七十年 / [著者 高村光雲].  東京 : 日本図書センター, 2000.  
 (Takamura Koun : Mokucho shichijunen) 
 EAST  NB1059.T35 A3 2000 

 丹下健三 : 一本の鉛筆から / [著者 丹下健三].  東京 : 日本図書センター, 1997.  
 (Tange Kenzo : Ippon no enpitsu kara) 
 EAST  NA1559.T33 A2 1997 

 手塚治虫 : 僕はマンガ家 / [著者 手塚治虫].  東京 : 日本図書センター, 1999.  
 (Tezuka Osamu : Boku wa mangaka) 
 EAST  NC1709.T48 A3 1999 

 東鄉靑児 : 他言無用 / [著者 東鄉靑児].  東京 : 日本図書センター, 1999.  
 (Togo Seiji : Tagon muyo) 
 EAST  ND1059.T58 A3 1999 

 辻村寿三郎 : 人形曼陀羅 / [著者 辻村寿三郎].  東京 : 日本図書センター, 2000.  
 (Tsujimura Jusaburo : Ningyo mandara) 
 EAST  NK4894.2.T77 A2 2000 

 浮世繪解說 / 野口米次郎著.  東京 : 春秋社, 昭和4 [1929]  
 (Ukiyoe kaisetsu) 
 EAST  NE1310 .N64 1929 

 野暮天先生講義錄 / 今和次郎.  東京 : ドメス出版, 2002.  
 (Yaboten-sensei kogiroku) 
 EAST  NA1559.K66 A35 2002 

 山下淸 : 山下淸放浪日記 / [著者 山下淸].  東京 : 日本図書センター, 1999.  
 (Yamashita Kiyoshi : Yamashita Kiyoshi horo nikki) 
 EAST  ND1059.Y27 A3 1999 

 横山大観 : 大観画談 / [著者 横山大観].  東京 : 日本図書センター, 1999.  
 (Yokoyama Taikan : Taikan gadan) 
 EAST  ND1059.Y6 A2 1999 
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 September 2008 

 P - Language and Literature 

 アミービック = Amebic / 金原ひとみ.  東京 : 集英社, 2005.  
 (Amibikku = Amebic) 
 EAST  PL872.5.A54 A65 2005 

 浅香光代 : 斬って恋して五十年 / [著者浅香光代].  東京 : 日本図書センター, 2000.  
 (Asaka Mitsuyo : kitte koishite gojunen) 
 EAST  PN2928.A77 A3 2000 

 アッシュベイビー / 金原ひとみ.  東京 : 集英社, 2004.  
 (Asshu beibi) 
 EAST  PL872.5.A54 A87 2004 

 文学にみる人生論 / 本多顕彰著.  東京 : 新潮社, 1964.  
 (Bungaku ni miru jinseiron) 
 EAST  PN51 .H66 1964 

 堂本正樹の演劇空間．  東京： 九藝出版， 昭和 53 [1978]  
 (Domoto Masaki no engeki kukan ) 
 EAST  PL848.O45 A17 1978 

 藤山寬美 : あほかいな / [著者 藤山寬美].  東京 : 日本図書センター, 1999.  
 (Fujiyama Kanbi : Aho kai na) 
 EAST  PN2928.F85 F85 1999 

 古川ロッパ : あちゃらか人生 / [著者 古川ロッパ].  東京 : 日本図書センター, 1997.  
 (Furukawa Roppa : Acharaka jinsei) 
 EAST  PN2928.F87 F87 1997 

 劇の希望 / 太田省吾.  東京 : 筑摩書房, 1988.  
 (Geki no kibo) 
 EAST  PL739.65 .O86 1988 

 銀座並木座 : 日本映画とともに步んだ四十五年 / 嵩元友子.  東京 : 鳥影社, 2006.  
 (Ginza Namikiza : Nihon eiga to tomo ni ayunda yonjugonen) 
 EAST  PN1993.5.J3 K365 2006 

 五代尾上菊五郎 : 尾上菊五郎自伝 / [著者 尾上菊五郎].  東京 : 日本図書センター, 1997.  
 (Godai Onoe Kikugoro : Onoe Kikugoro jiden) 
 EAST  PN2928.O5 A63 

 長谷川如是閑 : ある心の自叙伝 / [著者 長谷川如是閑].  東京 : 日本図書センター, 1997.  
 (Hasegawa Nyozekan : Aru kokoro no jijoden) 
 EAST  PN5406.H3 A3 1997 

 早川雪洲 : 武者修行世界をゆく / [著者 早川雪洲].  東京 : 日本図書センター, 1999.  
 (Hayakawa Sesshu : Musha shugyo sekai o yuku) 
 EAST  PN2928.H35 A3 
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 September 2008 

 P - Language and Literature 

 蛇にピアス / 金原ひとみ.  東京 : 集英社, 2004.  
 (Hebi ni piasu) 
 EAST  PL872.5.A54 H43 2004 

 翻訳と異文化 : 原作との〈ずれ〉が語るもの / 北條文緖.  東京 : みすず書房, 2004.  
 (Honyaku to ibunka : gensaku to no zure ga kataru mono) 
 EAST  PL720.75.E5 H65 2004 

 星へ落ちる / 金原ひとみ.  東京 : 集英社, 2007.  
 (Hoshi e ochiru) 
 EAST  PL872.5.A54 H67 2007 

 評註徒然草新講 / 橘純一著.  東京 : 武藏野書院, 平成 6 [1994]  
 (Hyochu Tsurezuregusa shinko) 
 EAST  PL791.6.T73 T33 1994 

 インストール = Install / 綿矢りさ.  東京 : 河出書房新社, 2001.  
 (Insutoru = Install) 
 EAST  PL877.T39 I57 2001 

 石坂洋次郎 : わが半生の記 / [著者 石坂洋次郎].  東京 : 日本図書センター, 2004.  
 (Ishizaka Yojiro : Waga hansei no ki) 
 EAST  PL830.S58 A3 2004 

 ジャパリッシュのすすめ : 日本人の国際英語 / 渡辺武達著.  東京 : 朝日新聞社, 1983.  
 (Japarisshu no susume : Nihonjin no kokusai eigo) 
 EAST  PE1068.J3 W28 1983 

 事実と創作 / 桑原武夫.  東京 : 講談社, 昭和53 [1978]  
 (Jijitsu to sosaku) 
 EAST  PQ226 .K8 1978 

 十七世中村勘三郎 : 自伝やっぱり役者 / [著者 中村勘三郎].  東京 : 日本図書センター, 1999.  
 (Jushichisei Nakamura Kanzaburo : jiden yappari yakusha) 
 EAST  PN2928.N279 A3 1999 

 歌舞伎万華鏡 / 丸橋恒夫.  東京 : 新日本出版社, 1993.  
 (Kabuki mangekyo) 
 EAST  PN2924.5.K3 M26 1993 

 亀井勝一郎 : 我が精神の遍歴 / [著者 亀井勝一郎].  東京 : 日本図書センター, 1999.  
 (Kamei Katsuichiro : Waga seishin no henreki) 
 EAST  PL713.K36 A3 1999 

 加太こうじ : 街の自叙伝 / [著者 加太こうじ].  東京 : 日本図書センター, 1997.  
 (Kata Koji : Machi no jijoden) 
 EAST  PN1979.K3 K27 1997 
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 September 2008 

 P - Language and Literature 

 川喜多かしこ : 映画ひとすじに / [著者 川喜多かしこ].  東京 : 日本図書センター, 1997.  
 (Kawakita Kashiko : Eiga hitoshuji ni) 
 EAST  PN1998.3.K388 A3 1997 

 菊田一夫 : 芝居つくり四十年 / [著者 菊田一夫].  東京 : 日本図書センター, 1999.  
 (Kikuta Kazuo : Shibai tsukuri yonjunen) 
 EAST  PL832.I46 S45 1999 

 近藤乾三 : 能 : わが生涯 / [著者 近藤乾三].  東京 : 日本図書センター, 2005.  
 (Kondo Kenzo : No : waga shogai) 
 EAST  PN2928.K645 A3 2005 

 倉田百三 : 光り合ういのち / [著者倉田百三].  東京 : 日本図書センター, 2001.  
 (Kurata Hyakuzo : hikariau inochi) 
 EAST  PL810.U7 A3 2001 

 草野心平 : わが靑春の記 / [著者 草野心平].  東京 : 日本図書センター, 2004.  
 (Kusano Shinpei : Waga seishun no ki) 
 EAST  PL832.U75 A34 2004 

 松井須磨子 : 牡丹刷毛 / [著者 松井須磨子].  東京 : 日本図書センター, 1997.  
 (Matsui Sumako : Botan-bake) 
 EAST  PN2928.M295 A3 1997 

 未來はここから始まる : ヒロシマ詩集 / 栗原貞子.  広島市 : 詩集刊行の会, 1979.  
 (Mirai wa koko kara hajimaru : Hiroshima shishu) 
 EAST  PL855.U66 M57 1979 

 水の江瀧子 : ひまわり婆っちゃま / [著者 水の江瀧子].  東京 : 日本図書センター, 2004.  
 (Mizunoe Takiko : Himawari batchama) 
 EAST  PN2928.M495 A33 2004 

 燃える薔薇 / 中村真一郎.    
 (Moeru bara) 
 EAST  PL857.A385 M64 1963 

 森繁久彌 : 隙間からスキマへ / [著者 森繁久彌].  東京 : 日本図書センター, 1998.  
 (Morishige Hisaya : Sukima kara sukima e) 
 EAST  PN2928.M6 A3 1998 

 中村メイコ : メイコめい伝 / [著者 中村メイコ].  東京 : 日本図書センター, 2005.  
 (Nakamura Meiko : Meiko meiden) 
 EAST  PN2928.N284 A3 2005 

 中村汀女 : 汀女自画像 / [著者 中村汀女].  東京 : 日本図書センター, 1997.  
 (Nakamura Teijo : Teijo jigazo) 
 EAST  PL759.565 .N24 1997 
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 September 2008 

 P - Language and Literature 

 夏目漱石, 森鷗外 / 責任編集真継伸彥  東京 : 中央公論社, 1996.  
 (Natsume Soseki Mori Ogai) 
 EAST  PL772 .N37 

 日本文学史要說 / 三瓶達司著.  東京, 新塔社, [昭和55 i.e. 1980]  
 (Nihon bungakushi yosetsu) 
 EAST  PL716 .M55 1980 

 能百番 / 増田正造 ; [写真 増田正造 ... et al.]  東京 : 平凡社, 1979.  
 (No hyakuban) 
 EAST  PN2924.5N6 M28145 

 小汀利得 : ぼくは憎まれっ子 / [著者 小汀利得].  東京 : 日本図書センター, 2001.  
 (Obama Toshie : Boku wa nikumarekko) 
 EAST  PN5406.O23 A3 2001 

 岡田嘉子 : 悔いなき命を / [著者 岡田嘉子].  東京 : 日本図書センター, 1999.  
 (Okada Yoshiko : Kuinaki inochi o) 
 EAST  PN2928.O35 A3 1999 

 オペラと歌舞伎 / 永竹由幸.  東京 : 丸善, 平成 5 [1993]  
 (Opera to kabuki) 
 EAST  PN2924.5.K3 N26 1993 

 大島渚 : 大島渚1960 / [著者 大島渚].  東京 : 日本図書センター, 2001.  
 (Oshima Nagisa : Oshima Nagisa 1960) 
 EAST  PN1998.3.O84 A3 2001 

 太田省吾演劇論集 : 飛翔と懸垂.  [東京] : 而立書房, [1975]  
 (Ota Shogo engeki ronshu : hisyo to kensui ) 
 EAST  PN2038 .O83 1975 

 オートフィクション / 金原ひとみ.  東京 : 集英社, 2006.  
 (Oto fikushon) 
 EAST  PL872.5.A54 O86 2006 

 乙羽信子 : どろんこ半生記 / [著者 乙羽信子, 江森陽弘].  東京 : 日本図書センター, 1997.  
 (Otowa Nobuko : Doronko hanseiki) 
 EAST  PN1998.3.O87 A3 1997 

 六世野村万蔵 : 狂言の道 / [著者 六世野村万蔵].  東京 : 日本図書センター, 1999.  
 (Rokusei Nomura Manzo : Kyogen no michi) 
 EAST  PN2928.N66 A3 1999 

 浪曼人三島由紀夫 : その理想と行動.  東京 : 浪曼, 昭和48 [1973]  
 (Romanjin Mishima Yukio : sono riso to kodo ) 
 EAST  PL833.I7 Z8 1973 
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 September 2008 

 P - Language and Literature 

 西條八十 : 唄の自叙伝 / [著者 西條八十].  東京 : 日本図書センター, 1997.  
 (Saijo Yaso : Uta no jijoden) 
 EAST  PL838.A43 Z46 1997 

 早乙女勝元 : 炎の夜の隅田川レクイエム / [著者 早乙女勝元].  東京 : 日本図書センター, 2004.  
 (Saotome Katsumoto : honoo no yoru no Sumidagawa rekuiemu) 
 EAST  PL861.A59 .Z465 2004 

 佐佐木信綱 : 作歌八十二年 / [著者 佐佐木信綱].  東京 : 日本図書センター, 1999.  
 (Sasaki Nobutsuna : Sakka hachijuninen) 
 EAST  PL816.A8 A3 1999 

 サトウハチロー : 落第坊主 / [著者 サトウハチロー].  東京 : 日本図書センター, 1999.  
 (Sato Hachiro : Rakudai bozu) 
 EAST  PL838.A84 Z89 

 沢村貞子 : 貝のうた / [著者 沢村貞子].  東京 : 日本図書センター, 1999.  
 (Sawamura Sadako : Kai no uta) 
 EAST  PN2928.S34 A3 1999 

 新村出 : わが学問生活の七十年ほか / [著者 新村出].  東京 : 日本図書センター, 1998.  
 (Shinmura Izuru : waga gakumon seikatsu no nanajunen hoka) 
 EAST  PL517.S45 A3 1998 

 正力松太郎 : 悪戦苦闘 / [著者 正力松太郎].  東京 : 日本図書センター, 1999.  
 (Shoriki Matsutaro : Akusen kuto) 
 EAST  PN1992.3.J3 S56 1999 

 相馬黒光 : 黙移 / [著者 相馬黒光].  東京 : 日本図書センター, 1997.  
 (Soma Kokko : Mokui) 
 EAST  PL816.O64 Z524 1997 

 杉村春子 : 舞台女優/ [著者 杉村春子].  東京 : 日本図書センター, 2002.  
 (Sugimura Haruko : Butai joyu) 
 EAST  PN2928 .S87 A2 2002 

 鈴木淸順 : けんかえれじい / [著者鈴木淸順].  東京 : 日本図書センター, 2003.  
 (Suzuki Seijun : Kenka ereji) 
 EAST  PN1998.3.S89 A3 2003 

 種田山頭火 : 人生遍路 / [著者 種田山頭火].  東京 : 日本図書センター, 2002.  
 (Taneda Santoka : jinsei henro) 
 EAST  PL839 .A695 Z5 A2 2002 

 太郎冠者を生きる / 野村万作.  東京 : 白水社, 1991.  
 (Taro kaja o ikiru) 
 EAST  PN2928.N64 A3 1991 
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 September 2008 

 P - Language and Literature 

 徳川夢声 : 放送話術二十七年 / [著者 徳川夢声].  東京 : 日本図書センター, 1998.  
 (Tokugawa Musei: Hoso wajutsu nijushichinen) 
 EAST  PN1990.72.T65 A3 1998 

 土本典昭 : わが映画発見の旅 : 不知火海水俣病元年の記錄 / [著者 土本典昭].  東京 : 日本図書センター, 2000.  
 (Tsuchimoto Noriaki : Waga eiga hakken no tabi : Shiranuikai Minamatabyo gannen no kiroku) 
 EAST  PN1998.3.T88 A3 2000 

 鶴屋南北全集 / 編集委員 郡司正勝 ... [et al.]  東京 : 三一書房, 1971-1974.  
 (Tsuruya Nanboku zenshu) 
 EAST  PL799 .T75 1971 

 内田吐夢 : 映画監督五十年 / [著者 内田吐夢].  東京 : 日本図書センター, 1999.  
 (Uchida Tomu : Eiga kantoku gojunen) 
 EAST  PN1998.3.U35 A3 1999 

 山田五十鈴 : 映画とともに / [著者 山田五十鈴].  東京 : 日本図書センター, 2000.  
 (Yamada Isuzu : Eiga to tomo ni) 
 EAST  PN2928.Y27 A3 2000 

 山本安英 : おりおりのこと / [著者 山本安英].  東京 : 日本図書センター, 1999.  
 (Yamamoto Yasue : Oriori no koto) 
 EAST  PN2928.Y3 A3 

 柳家金語楼 : 泣き笑い五十年 / [著者 柳家金語楼].  東京 : 日本図書センター, 1999.  
 (Yanagiya Kingoro : Nakiwarai gojunen) 
 EAST  PN2928.Y348 A3 1999 

 米川正夫 : 鈍・根・才 : 米川正夫自伝 / [著者 米川正夫].  東京 : 日本図書センター, 1997.  
 (Yonekawa Masao : Don kon sai : Yonekawa Masao jiden) 
 EAST  PL713 .Y6 1997 

 吉永小百合 : 夢一途 / 吉永小百合.  東京 : 日本図書センター, 2000.  
 (Yoshinaga Sayuri : yume ichizu) 
 EAST  PN2928.Y67 A32 2000 

 夢を与える / 綿矢りさ.  東京 : 河出書房新社, 2007.  
 (Yume o ataeru) 
 EAST  PL877.T39 Y86 2007 

 Q - Science 

 香川綾 : 栄養学と私の半生記 / [著者 香川綾].  東京 : 日本図書センター, 1997.  
 (Kagawa Aya : Eiyogaku to watakushi no hanseiki) 
 EAST  QP141.A2 K23 1997 
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 Q - Science 

 南方熊楠 : 履歴書ほか / [著者 南方熊楠].  東京 : 日本図書センター, 1999.  
 (Minakata Kumagusu : Rirekisho hoka) 
 EAST  QH31.M48 A35 1999 

 長岡半太郎 : 原子力時代の曙 / [著者 長岡半太郎].  東京 : 日本図書センター, 1999.  
 (Nagaoka Hantaro : Genshiryoku jidai no akebono) 
 EAST  QC16.N25 I53 

 大賀一郎 : ハスと共に六十年 / [著者 大賀一郎].  東京 : 日本図書センター, 1999.  
 (Oga Ichiro : Hasu to tomo ni rokujunen) 
 EAST  QK31.O35 A3 1999 

 猿橋勝子 : 女性として科学者として / [著者 猿橋勝子].  東京 : 日本図書センター, 1999.  
 (Saruhashi Katsuko : Josei to shite kagakusha to shite) 
 EAST  Q130 .S28 

 旅人: ある物理学者の回想/ 湯川秀樹.  東京: 朝日新聞社, 昭和 33 [1958]  
 (Tabibito : aru butsuri gakusha no kaiso) 
 EAST  QC16.Y8 A3 1958 

 湯川秀樹 : 旅人 ある物理学者の回想/ [著者 湯川秀樹].  東京 : 日本図書センター, 1997.  
 (Yukawa Hideki : Tabibito aru butsuri gakusha no kaiso) 
 EAST  QC16.Y8 A3 1997 

 R - Medicine 

 浪越徳治郎 : おやゆび一代 / [著者 浪越徳治郎].  東京 : 日本図書センター, 2001.  
 (Namikoshi Tokujiro : Oyayubi ichidai) 
 EAST  RM723.A27 N365 2001 

 若月俊一 : 農村医療にかけた30年 / [著者 若月俊一].  東京 : 日本図書センター, 1997.  
 (Wakatsuki Toshikazu : Noson iryo ni kaketa 30-nen) 
 EAST  R626.W34 W34 1997 

 吉岡弥生 : 吉岡弥生伝 / [著者 吉岡弥生].  東京 : 日本図書センター, 1998.  
 (Yoshioka Yayoi : Yoshioka Yayoi den) 
 EAST  R626.Y67 A3 1998 

 T - Technology 

 鴨居羊子 : わたしは驢馬に乗って下着をうりにゆきたい / [著者 鴨居羊子].  東京 : 日本図書センター, 1998.  
 (Kamoi Yoko : Watashi wa roba ni notte shitagi o uri ni yukitai) 
 EAST  TT505.K35 A3 1998 

 木村秀政 : わがヒコーキ人生 / [著者 木村秀政].  東京 : 日本図書センター, 1997.  
 (Kimura Hidemasa : Waga hikoki jinsei) 
 EAST  TL540.K56 A3 1997 
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 T - Technology 

 杉野芳子 : 炎のごとく / [著者 杉野芳子].  東京 : 日本図書センター, 1997.  
 (Sugino Yoshiko : Honoo no gotoku) 
 EAST  TT505.S84 A3 1997 

 山野愛子 : 愛ちゃんはいつも本日誕生 / [著者 山野愛子].  東京 : 日本図書センター, 2004.  
 (Yamano Aiko : Ai-chan wa itsumo honjitsu tanjo) 
 EAST  TT955.Y36 A3 2004 

 U - Military Science 

 剣と禅 / 大森曹玄.  [東京] : 春秋社, 2003.  
 (Ken to Zen) 
 EAST  U860 .O56 2003 

 Z - Library Science 

 ビブリア = 天理圖書館報.  奈良縣天理市 : 天理大学出版部  
 (Biburia = Tenri Toshokan ho ) 
 EAST  Z3303 .T45 

 岩波茂雄 : 茂雄遺文抄 / [著者 岩波茂雄].  東京 : 日本図書センター, 1998.  
 (Iwanami Shigeo : Shigeo ibun sho) 
 EAST  Z463.3.I79 I7 1998 
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