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 (Kokuho Ganjin Wajo ten : Toshodaiji kondo Heisei daishuri kinen) 
 EAST  N8193.J3 K6355 2006 

 日本の彫刻 / 編集者 今泉篤男, 岡鹿之助, 瀧口修造.  東京 : 美術出版社, 1951-1952.  
 (Nihon no chokoku) 
 EAST f  NB1053 .N53 

 P - Language and Literature 

 映画旬報.  東京 : ゆまに書房, 2004.  
 (Eiga junpo ) 
 EAST  PN1993.5.J3 S57 2002 

 [源氏物語].  洛陽 [Kyoto] : 八尾勘兵衛開板, 承應 3 [1654]  
 ([Genji monogatari] ) 
 ASIA SPEC  PL788.4. .G4 1654 
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 P - Language and Literature 

 樋口一葉の世界 / 前田愛.  東京 : 平凡社, 1978.  
 (Higuchi Ichiyo no sekai) 
 EAST  PL808.I4 Z725 

 浄瑠璃集 / 乙葉弘, 鶴見誠校注.  東京 : 岩波書店, 昭和34-35 [1959-1960]  
 (Joruri shu) 
 EAST  PL753 .N55 v.51 

 歌舞伎脚本集 / 浦山政雄, 松崎仁 校注.  東京 : 岩波書店, 昭和 35-36 [1960-1961]  
 (Kabuki kyakuhonshu) 
 EAST  PL753 .N55 v.54 

 川端康成全集.  東京, 新潮社, 昭和34-37 [1959-1962 ; v. 12, 1960]  
 (Kawabata Yasunari zenshu ) 
 EAST  PL832 .A9 

 今昔物語集 / 山田孝雄 ... [et al.] 校注.  東京 : 岩波書店, 昭和34-38 [1959-1963]  
 (Konjaku monogatari shu) 
 EAST  PL753 .N55 v.22 

 教師宮沢賢治のしごと / 畑山博.  東京 : 小学館, 1988.  
 (Kyoshi Miyazawa Kenji no shigoto) 
 EAST  PL833.I95 Z667 1988 

 日本映画.  東京 : ゆまに書房, 2002-2003.  
 (Nihon eiga ) 
 EAST  PN1993.5.J3 S57 2002 

 日本語の真相 / 李寧熙.  東京 : 文藝春秋, 1994.  
 (Nihongo no shinso) 
 EAST  PL664.K6 Y5 1994 

 R - Medicine 

 龍平の現在 = Kawada Ryuhei present / 川田龍平.  東京 : 三省堂, 1996.  
 (Ryuhei no ima = Kawada Ryuhei present) 
 EAST  RC607.A26 K393 1996 

 龍平とともに : 薬害エイズとたたかう日々 / 川田悦子.  東京 : 岩波書店, 1996.  
 (Ryuhei to tomo ni : yakugai eizu to tatakau hibi) 
 EAST  RC607.A26 K4 1997 
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