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NO. 請求記号 タイトル等 巻 資料ID

1 010.77||5a フランスの図書館上級司書 : 選抜・養成における文化的再生産メ
カニズム  / 岩崎久美子著. -- 明石書店, 2014.

151205605

2 026||9 元禄・正徳板元別出版書総覧 / 市古夏生編. -- 勉誠出版, 2014. 151204197

3 111||7 知の存在と創造性 / 村上勝三著. -- 知泉書館, 2014. 151204021

4 111||8 部分と全体の哲学 : 歴史と現在 / 松田毅編著 ; 茶谷直人 [ほか]
著. -- 春秋社, 2014.

151204072

5 120||15 思想間の対話 : 東アジアにおける哲学の受容と展開 / 藤田正勝
編. -- 法政大学出版局, 2015.

151204084

6 123.83||11 近世における『論語』の訓読に関する研究 / 石川洋子著. -- 新
典社, 2015. -- (新典社研究叢書 ; 268).

151204363

7 135.1||3||3 デカルト全書簡集 / [デカルト著] ; 山田弘明 [ほか] 訳-- 知泉書
館, 2012.

第3巻 151204096

8 135.1||3||7 デカルト全書簡集 / [デカルト著] ; 山田弘明 [ほか] 訳-- 知泉書
館, 2012.

第7巻 151204122

9 135.9||30 アランの情念論 / 新田昌英著. -- 慶應義塾大学出版会, 2014. 151204134

10 141.1||13 骨相学 : 能力人間学のアルケオロジー / 平野亮著. -- 世織書
房, 2015.

151205148

11 141.5||74 顔認識過程の特性に関する心理学的研究 : 熟達性の観点から
捉えた顔検出過程 / 遠藤光男著. -- 風間書房, 2014.

151205008

12 143.5||5 母親の「母性愛」信奉 : 実証研究からみえてくるもの / 江上園子
著. -- ナカニシヤ出版, 2015.

151205023

13 148||1 辻占の文化史 : 文字化の進展から見た呪術的心性と遊戯性 /
中町泰子著. -- ミネルヴァ書房, 2015.

151204666

14 180.9||4 東チベットの宗教空間 : 中国共産党の宗教政策と社会変容 / 川
田進著. -- 北海道大学出版会, 2015. -- (現代宗教文化研究叢
書 ; 004).

151204592

15 182||10 六朝期における仏教受容の研究 / 遠藤祐介著. -- 白帝社,
2014.

151204033

16 188.5||15 中世日本の神話・文字・身体 / 小川豊生著. -- 森話社, 2014. 151203994

17 188.5||16 中世真言僧の言説と歴史認識 / 佐藤愛弓著. -- 勉誠出版,
2015.

151204006

18 188.6||17 中国浄土教儀礼の研究 : 善導と法照の讃偈の律動を中心として
/ 齊藤隆信著. -- 法藏館, 2015.

151204057

19 198.2||6 キリシタン遺物の考古学的研究 : 布教期におけるキリシタン遺物
流入のプロセス / 後藤晃一著. -- 溪水社, 2015.

151204488
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20 210.4||23 日本中世の環境と村落 / 橋本道範著. -- 思文閣出版, 2015. 151204425

21 210.59||14 幕末期のオランダ対日外交政策 : 「国家的名声と実益」への挑戦
/ 小暮実徳著. -- 彩流社, 2015.

151204437

22 210.59||15 開国期徳川幕府の政治と外交 / 後藤敦史著. -- 有志舎, 2015. 151204413

23 210.6||161 明治日本の文明言説とその変容 / 許時嘉著. -- 日本経済評論
社, 2014.

151204060

24 219.2||10 四千人が二千の村で聞き取った四万の地名、しこ名 / 服部英雄
著 ; [正] : [セット] - 続 : [セット]. -- 花書院, 2014. -- (佐賀県歴
史地名地図 ; 2-3).

続 :
[セット]

151205617

25 220||41 宗主権の世界史 : 東西アジアの近代と翻訳概念 / 岡本隆司編.
-- 名古屋大学出版会, 2014.

151204526

26 221.05||27 朝鮮燕行使と朝鮮通信使 / 夫馬進著. -- 名古屋大学出版会,
2015.

151204541

27 222.06||28 中国近代開港場とキリスト教 : 洪仁玕がみた「洋」社会 / 倉田明
子著. -- 東京大学出版会, 2014.

151204502

28 222.06||29 大清帝国の形成と八旗制 / 杉山清彦著. -- 名古屋大学出版会,
2015.

151204538

29 222.8||10 東西ウイグルと中央ユーラシア / 森安孝夫著. -- 名古屋大学出
版会, 2015.

151204476

30 225.1||3 現代パキスタンの形成と変容 : イスラーム復興とウルドゥー語文
化 / 須永恵美子著. -- ナカニシヤ出版, 2014.

151204247

31 227||10 ペルシア帝国と小アジア : ヘレニズム以前の社会と文化 / 阿部
拓児著. -- 京都大学学術出版会, 2015.

151204514

32 233.06||1 長い18世紀イギリスの都市化 : 成熟する地方都市キングス・リン
/ 小西恵美著. -- 日本経済評論社, 2015.

151204820

33 242||1 ナイル世界のヘレニズム : エジプトとギリシアの遭遇 / 周藤芳幸
著. -- 名古屋大学出版会, 2014.

151204553

34 253.07||8 20世紀アメリカ国民秩序の形成 / 中野耕太郎著. -- 名古屋大学
出版会, 2015.

151204491

35 302.26||2 イランにおける宗教と国家 : 現代シーア派の実相 / 黒田賢治著.
-- ナカニシヤ出版, 2015.

151205594

36 302.33||5 紛争という日常 : 北アイルランドにおける記憶と語りの民族誌 /
酒井朋子著. -- 人文書院, 2015.

151205582

37 312.22||42 人民解放軍と中国政治 : 文化大革命から鄧小平へ / 林載桓著.
-- 名古屋大学出版会, 2014.

151204782

38 312.24||4 The end of personal rule in Indonesia : golkar and the
transformation of the Suharto regime / by Masuhara Ayako ;
translated by Yuri Kamada ; Kyoto University Press. -- Kyoto

          

151203982
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39 312.25||6 現代インド政治 : 多様性の中の民主主義 / 近藤則夫著. -- 名古
屋大学出版会, 2015.

151204731

40 312.25||7 インドの社会運動と民主主義 : 変革を求める人びと / 石坂晋哉
編. -- 昭和堂, 2015.

151205555

41 312.4||2 アフリカの内戦と武装勢力 : シエラレオネにみる人脈ネットワーク
の生成と変容 / 岡野英之著. -- 昭和堂, 2015.

151205531

42 318.12||20 「平成の大合併」研究 / 森川洋著. -- 古今書院, 2015. 151204678

43 318.7||100 近代日本の都市社会政策とマイノリティ : 歴史都市の社会史 /
杉本弘幸著. -- 思文閣出版, 2015.

151205504

44 319.12||3 帝国日本のアジア研究 : 総力戦体制・経済リアリズム・民主社会
主義 / 辛島理人著. -- 明石書店, 2015.

151204805

45 319.122||26 日中戦後賠償と国際法 / 浅田正彦著. -- 東信堂, 2015. 151204728

46 319.2||13 中東秩序をめぐる現代トルコ外交 : 平和と安定の模索 / 今井宏
平著. -- ミネルヴァ書房, 2015. -- (Minerva人文・社会科学叢書 ;
204).

151204755

47 319.22||27 近代中国の在外領事とアジア / 青山治世著. -- 名古屋大学出
版会, 2014.

151204464

48 319.22||28 東アジアにおける近代条約関係の成立 / 柳英武著. -- 龍渓書
舎, 2015.

151205567

49 319.8||35 戦争違法化運動の時代 : 「危機の20年」のアメリカ国際関係思想
/ 三牧聖子著. -- 名古屋大学出版会, 2014.

151204770

50 323.1||47 日中における西欧立憲主義の継受と変容 / 高橋和之編. -- 岩
波書店, 2014.

151204693

51 323.5||5 内大臣の研究 : 明治憲法体制と常侍輔弼 / 松田好史著. -- 吉
川弘文館, 2014.

151204401

52 323.99||10 行政法システムの構造転換 : イギリスにおける「行政的正義」 /
榊原秀訓編. -- 日本評論社, 2015.

151204716

53 327.67||2 日本人から見た裁判員制度 / 松村良之, 木下麻奈子, 太田勝造
編著. -- 勁草書房, 2015.

151204704

54 327.68||11 少年刑事事件の基礎理論 / 津田雅也著. -- 信山社, 2015. --
(学術選書 ; 141 . 少年法).

151204743

55 334.4||20 湾岸アラブ諸国の移民労働者 : 「多外国人国家」の出現と生活実
態 / 細田尚美編著. -- 明石書店, 2014.

151205493

56 334.41||18 International migrants in Japan : contributions in an era of
population decline / edited by Yoshitaka Ishikawa ; : at :
hardcover, : ja : hardcover. -- Trans Pacific Press, 2015. --

  

: ja :
hardcov
er

151205543

57 334.434||3 「移民国家ドイツ」の難民庇護政策 / 昔農英明著. -- 慶應義塾
大学出版会, 2014.

151204871
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58 334.5||29 改革開放後の中国僑郷 : 在日老華僑・新華僑の出身地の変容 /
山下清海編著. -- 明石書店, 2014.

151204627

59 341.2||3 会計測定の思想史と論理 : 現在まで息づいている論理の解明 /
上野清貴著. -- 中央経済社, 2014.

151204844

60 361.4||240 相対的剥奪の社会学 : 不平等と意識のパラドックス / 石田淳著.
-- 東京大学出版会, 2015.

151204856

61 361.4||241 異文化接触における民族アイデンティティの役割 : 自我アイデン
ティティとの関連から / 植松晃子著. -- 風間書房, 2015.

151204984

62 361.4||242 呼称の対人的機能 / 大野木裕明著. -- ナカニシヤ出版, 2015. 151205011

63 361.7||86 社会調査の源流 : ル・プレー、エンゲル、ヴェーバー / 村上文司
著. -- 法律文化社, 2014.

151204868

64 364.3||37 介護サービスへのアクセスの問題 : 介護保険制度における利用
者調査・分析 / 李恩心著. -- 明石書店, 2014.

151204895

65 364||89 保健・医療・介護における財源と給付の経済学 : 事務事業の効率
性に関する分析/給付事業の効率性に関する分析/社会保障給
付の公平性に関する分析 / 足立泰美著. -- 大阪大学出版会,

151205528

66 365.3||16 高齢者の居住空間と社会福祉 / 西律子著. -- 古今書院, 2015. 151204577

67 367.2||62 イスラーム復興とジェンダー : 現代エジプト社会を生きる女性たち
/ 嶺崎寛子著. -- 昭和堂, 2015.

151204603

68 367.3||71 ドメスティック・バイオレンスと民間シェルター : 被害当事者支援の
構築と展開 / 小川真理子著. -- 世織書房, 2015.

151204883

69 367.3||72 仕事と家庭の相互影響下における夫婦二者間コーピング / 黒澤
泰著. -- 風間書房, 2014.

151205047

70 368.4||9 近代公娼制度の社会史的研究 / 人見佐知子著. -- 日本経済評
論社, 2015.

151204452

71 368||13 現代ミャンマーの貧困研究 / エイ チャン プイン著. -- 晃洋書房,
2014.

151205516

72 369.1||47 ソーシャルワークにおける「生活場モデル」の構築 : 日本人の生
活・文化に根ざした社会福祉援助 / 空閑浩人著. -- ミネルヴァ書
房, 2014. -- (MINERVA社会福祉叢書 ; 45).

151204906

73 369.13||146 発達障害のある触法少年の心理・発達アセスメント / 熊上崇著.
-- 明石書店, 2015.

151205074

74 369.31||29 被災コミュニティの実相と変容 : 福島県浜通り地方の調査分析 /
松本行真著. -- 御茶の水書房, 2015.

151204921

75 369.4||150 子ども虐待対応のための教育訓練実践モデル : 修正デザイン・
アンド・ディベロップメント〈M-D&D〉を用いて / 原佳央理著. -- 学
術出版会, 2014. -- (学術叢書).

151204945

76 369.7||35 福祉ガバナンスとソーシャルワーク : ビネット調査による国際比較
/ 上野谷加代子, 斉藤弥生編著. -- ミネルヴァ書房, 2015.

151204918
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77 371.23||11 ヤン・パトチカのコメニウス研究 : 世界を教育の相のもとに / [ヤ
ン・パトチカ著] ; 相馬伸一編訳 ; 宮坂和男, 矢田部順二共訳. --
九州大学出版会, 2014.

151205086

78 371.23||12 コメニウスの世界観と教育思想 : 17世紀における事物・言葉・書
物 / 北詰裕子著. -- 勁草書房, 2015.

151205098

79 371.45||411 中学生における無気力感のメカニズムと対応 / 牧郁子著. -- ナ
カニシヤ出版, 2015.

151205035

80 371.56||33a 学校運営協議会の導入による学校教育の改善過程に関する研
究 / 大林正史著. -- 大学教育出版, 2015.

151205112

81 372.1||738a 御真影と学校 : 「奉護」の変容 / 小野雅章著. -- 東京大学出版
会, 2014.

151205050

82 372.162||20a 戦後日本の地域と教育 : 京都府奥丹後における教育実践の社会
史 / 小林千枝子著. -- 学術出版会, 2014. -- (学術叢書).

151205213

83 372.22||536a 文革後中国基礎教育における「主体性」の育成 / 李霞著. -- 東
信堂, 2015.

151205187

84 372.224||32 纏足から天然足へ : 日本統治前期台湾の学校女子体育 / 金湘
斌, 大久保英哲著. -- 不昧堂出版, 2015.

151205377

85 372.34||82 ドイツの外交・安全保障政策の教育 : 平和研究に基づく新たな批
判的観点の探求 / 寺田佳孝著. -- 風間書房, 2014.

151205341

86 372.35||47 フランスの学校教育におけるキャリア教育の成立と展開 / 京免
徹雄著. -- 風間書房, 2015.

151205201

87 372.4||19a アフリカの生活世界と学校教育 / 澤村信英編著. -- 明石書店,
2014.

151205136

88 372.53||452 アメリカ社会科における価値学習の展開と構造 : 民主主義社会
形成のための教育改革の可能性 / 渡部竜也著. -- 風間書房,
2015.

151205288

89 372.53||453 現代アメリカ立憲主義公民学習論研究 : 憲法規範を基盤とした
幼稚園から高等学校までの子どもの市民性育成 / 中原朋生著.
-- 風間書房, 2015.

151205302

90 372.56||18 20世紀メキシコにおける農村教育の社会史 : 農村学校をめぐる
国家と教師と共同体 / 青木利夫著. -- 渓水社, 2015.

151205237

91 373.2||548a 学習と協働 : 学校統廃合をめぐる住民・行政関係の過程 / 丹間
康仁著. -- 東洋館出版社, 2015.

151205252

92 374.3||659a 教師の職業ストレス / 高木亮著. -- ナカニシヤ出版, 2015. 151204957

93 374.3||671 小学校初任教師の成長・発達を支える新しい育成論 / 後藤郁子
著. -- 学術出版会, 2014. -- (学術叢書).

151205151

94 374.3||672 情動的実践としての教師の専門性 : 教師が授業中に経験し表出
する情動の探究 / 木村優著. -- 風間書房, 2015.

151205326

95 374.37||329 現代中国の「大学における教員養成」への改革に関する研究 /
張揚著. -- 学文社, 2014.

151205225
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96 374.7||194 近代京都における小学校建築 : 1869～1941 / 川島智生著. -- ミ
ネルヴァ書房, 2015.

151204018

97 374.9||132 明治期地域学校衛生史研究 : 中津川興風学校の学校衛生活動
/ 高橋裕子著. -- 学術出版会, 2014. -- (学術叢書).

151205175

98 374.97||130 栄養教諭養成におけるカリキュラム開発研究 / 川越有見子著. -
- 風間書房, 2015.

151205100

99 375.1||553 一斉授業の特徴を探る : 授業を観る、測る、考える / 岸俊行著.
-- ナカニシヤ出版, 2015.

151204972

100 375.199||37 新しいテレビ会議システムを利用した教育効果の比較 : 視線一
致型及び従来型(視線不一致)による遠隔教育と対面教育につい
て / 谷田貝雅典著. -- 大学教育出版, 2014.

151205392

101 375.3||539 社会系教科における評価のためのツール作成の論理 : 授業者の
ための評価法作成方略 / 井上奈穂著. -- 風間書房, 2015.

151205291

102 375.3||540 メディア社会に焦点化した小学校社会科カリキュラム開発研究 /
松岡靖著. -- 風間書房, 2015.

151205380

103 375.41||584 算数・数学教育における数学的活動による学習過程の構成 : 数
学化原理と表現世界、微分積分への数量関係・関数領域の指導
/ 礒田正美著. -- 共立出版, 2015.

151205338

104 375.7||102 質の経験としてのデューイ芸術的経験論と教育 / 西園芳信著. -
- 風間書房, 2015.

151205124

105 375.76||106 戦時下の子ども・音楽・学校 : 国民学校の音楽教育 / 本多佐保
美, 西島央, 藤井康之, 今川恭子編著 ; 国府華子 [ほか] 著. --
開成出版, 2015.

151205276

106 375.76||107 身近な音楽を起点とする授業マネジメントに関する研究 : 小学校
高学年の「器楽の活動」を中心に / 中山由美著. -- 閏月社,
2014.

151205314

107 375.893||79 Introducing phonological awareness and early literacy instruction
into Japanese elementary school English education : its
significance and feasibility / Chika Ikeda. -- Kaitakusha, 2015.

151204348

108 375.893||80 英語授業における話しことばの学習過程 : 発話の正確さ・流暢
さ・複雑さに基づく検討 / 藤森千尋著. -- 風間書房, 2014.

151205264

109 375.893||81 日本の英語教育における文学教材の可能性 / 高橋和子著. --
ひつじ書房, 2015. -- (シリーズ言語学と言語教育 ; 34).

151205481

110 376.1||368 塗り絵と子どもの絵画表現の発達的変容 / 小田久美子著. -- 風
間書房, 2014.

151205353

111 376.6||45 戦前北海道における中等教育制度整備政策の研究 : 北海道庁
立学校と北海道会 / 大谷奨著. -- 学文社, 2014.

151205190

112 377.21||150 戦時下の帝国大学における研究体制の形成過程 : 科学技術動
員と大学院特別研究生制度 東北帝国大学を事例として / 吉葉
恭行著. -- 東北大学出版会, 2015.

151205240

113 377.7||32 数量観光産業分析 : 観光学の新たな地平 / 嘉数啓編著 ; 金城
盛彦[ほか]著. -- 琉球書房, 2014.

151204832

114 378.2||38 人工内耳装用児の言語学習活動 : フォーカス・オン・フォームによ
る「あげる・くれる・もらう」の指導 / 星野友美子著. -- ココ出版,
2015.

151204274
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115 378||361 オーストラリアにおける障害のある生徒のトランジション支援 / 山
中冴子著. -- 学文社, 2014.

151205062

116 378||362 発達障害支援の社会学 : 医療化と実践家の解釈 / 木村祐子著.
-- 東信堂, 2015.

151205163

117 379.5||12 ワークショップデザインにおける熟達と実践者の育成 / 森玲奈著.
-- ひつじ書房, 2015.

151205365

118 379.9||245 近代日本の「絵解きの空間」 : 幼年用メディアを介した子どもと母
親の国民化 / 大橋眞由美著. -- 風間書房, 2015.

151204933

119 384.6||2 彼女達との会話 : ネパール・ヨルモ社会におけるライフ/ストー
リーの人類学 / 佐藤斉華著. -- 三元社, 2015.

151204681

120 390||11 軍隊の文化人類学 / 田中雅一編. -- 風響社, 2015. 151204615

121 392.1||31 自衛隊海外派遣と日本外交 : 冷戦後における人的貢献の模索 /
庄司貴由著. -- 日本経済評論社, 2015.

151204767

122 491.6||2 ライフストーリー分析指標の開発 : 遺伝カウンセリングへの応用
を目指して / 山本佳世乃著. -- 風間書房, 2015.

151204960

123 493.937||11 児童に対する認知行動的ストレスマネジメント / 高橋高人著. --
風間書房, 2014.

151204996

124 507.7||41 人の発達段階を考慮したものづくり教育の体系化 / 大橋和正著.
-- 風間書房, 2015.

151205403

125 517||4 水環境問題の地域的諸相 / 山下亜紀郎著. -- 古今書院, 2015. 151204630

126 519||52 スウェーデンの環境都市政策 / 山下潤著. -- 古今書院, 2015. 151204580

127 519||53 日本とドイツの気候エネルギー政策転換 : パラダイム転換のメカ
ニズム / 渡邉理絵著. -- 有信堂高文社, 2015.

151204794

128 521||21 近世・近代の歴史意識と建築 / 加藤悠希著. -- 中央公論美術出
版, 2015.

151205427

129 521||22 書院造と数寄屋考 / 鈴木亘著. -- 中央公論美術出版, 2014. 151205430

130 523||5 パリの歴史的建造物保全 / 江口久美著. -- 中央公論美術出版,
2015.

151205454

131 583||2 戦後日本の木製家具 / 新井竜治 [著]. -- 家具新聞社, 2014. 151205415

132 602.1||41 産業遺産の記憶と表象 : 「軍艦島」をめぐるポリティクス / 木村至
聖著. -- 京都大学学術出版会, 2014.

151205466

133 611.15||18 近現代日本の村と政策 : 長野県下伊那地方1910-60年代 / 坂口
正彦著. -- 日本経済評論社, 2014.

151204440
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134 611.15||19 農山村の荒廃と空間管理 : 計画学の立場から地域再生を考える
/ 齋藤雪彦著. -- 世界思想社, 2015.

151205442

135 617||3 The Sago palm : the food and environmental challenges of the
21st century / [edited by] The Society of Sago Palm Studies. --
Kyoto University Press, 2015.

151203970

136 617||4 フェアトレードの人類学 : ラオス南部ボーラヴェーン高原における
コーヒー栽培農村の生活と協同組合 / 箕曲在弘著. -- めこん,
2014.

151204565

137 651.7||2 森林経営をめぐる組織イノベーション : 諸外国の動きと日本 / 岡
裕泰, 石崎涼子編著. -- 広報ブレイス, 2015.

151205478

138 672.1||13 老舗の伝統と「近代」 : 家業経営のエスノグラフィー / 塚原伸治
著. -- 吉川弘文館, 2014.

151204654

139 683.9||3 海港の政治史 : 明治から戦後へ / 稲吉晃著. -- 名古屋大学出
版会, 2014.

151204817

140 699.2||12 現代アラブ・メディア : 越境するラジオから衛星テレビへ / 千葉悠
志著. -- ナカニシヤ出版, 2014.

151205570

141 728.1||5 古筆資料の発掘と研究 : 残簡集録散りぬるを / 池田和臣著. --
青簡舎, 2014.

151204161

142 749||3 日本語活字印刷史 / 鈴木広光著. -- 名古屋大学出版会, 2015. 151204185

143 753.2||2 中近世染織品の基礎的研究 / 山川曉著. -- 中央公論美術出版,
2015.

151204110

144 762.2||8 近代インドにおける古典音楽の社会的世界とその変容 : "音楽す
ること"の人類学的研究 / 田森雅一著. -- 三元社, 2015.

151204642

145 768.3||3 能・狂言謡の変遷 : 世阿弥から現代まで / 高桑いづみ著. -- 檜
書店, 2015.

151204045

146 810.1||27 対人関係構築プロセスの会話分析 / 今田恵美著. -- 大阪大学
出版会, 2015.

151204336

147 810.7||137||11 相互行為としての読み書きを支える授業デザイン : 日本語学習
者の推敲過程にみる省察的対話の意義 / 広瀬和佳子著. -- コ
コ出版, 2015. -- (日本語教育学の新潮流 ; 11).

151204286

148 810.7||137||12 接触場面における母語話者のコミュニケーション方略 : 情報やり
とり方略の学習に着目して / 栁田直美著. -- ココ出版, 2015. --
(日本語教育学の新潮流 ; 12).

151204298

149 810.7||140 日本語非母語話者の話し言葉に対する母語話者評価の研究 :
日本語教育における評価のあり方を問い直す / 野原ゆかり著. -
- 風間書房, 2014.

151204351

150 810.9||57 戦時期における日本語・日本語教育論の諸相 : 日本言語文化政
策論序説 / 田中寛著. -- ひつじ書房, 2015.

151204250

151 812||6 日本語における漢語の変容の研究 : 副詞化を中心として / 鳴海
伸一著. -- ひつじ書房, 2015. -- (ひつじ研究叢書 ; 言語編 ; 第
125巻).

151204387

152 815.7||3 日本語並列表現の体系 / 中俣尚己著. -- ひつじ書房, 2015. --
(シリーズ言語学と言語教育 ; 33).

151204312
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153 816||14 日本語の共感覚的比喩 / 武藤彩加著. -- ひつじ書房, 2015. --
(ひつじ研究叢書 ; 言語編 ; 第124巻).

151204375

154 829.5||2 簡明ウズベク語辞典 : Qisqacha Oʻzbekcha-Yaponcha lugʻat
 / 中嶋善輝著. -- 大阪大学出版会, 2015.

151204324

155 830.7||23 The acquisition of the discoursal properties of English relative
constructions by Japanese learners / Megumi Okugiri. --
Kazama Shobo, 2014.

151204300

156 833||67 和英語林集成の研究 / 木村一著. -- 明治書院, 2015. 151204262

157 836||9 対話を用いた英語ライティング指導法 : ダイアローグ・ジャーナ
ル・ライティングで学習者をサポートできること / 佐藤雄大著. --
溪水社, 2015.

151204390

158 911.142||6 後鳥羽院和歌論 / 寺島恒世著. -- 笠間書院, 2015. 151204158

159 911.2||11 心敬十体和歌 : 評釈と研究 / 大村敦子 [ほか] 著. -- 和泉書院,
2015. -- (研究叢書 ; 456).

151204173

160 911.2||12 連歌文芸論 / 岸田依子著. -- 笠間書院, 2015. 151204211

161 911.33||5 元禄江戸俳壇の研究 : 蕉風と元禄諸派の俳諧 / 牧藍子著. --
ぺりかん社, 2015.

151204208

162 913.46||3 『太平記』生成と表現世界 / 和田琢磨著. -- 新典社, 2015. --
(新典社研究叢書 ; 270).

151204146

163 921.5||4 蘇軾文学の継承と蘇氏一族 : 和陶詩を中心に / 原田愛著. --
中国書店, 2015.

151204235

164 941||5 「記憶」の変容 : 『ニーベルンゲンの歌』および『哀歌』に見る口承
文芸と書記文芸の交差 / 山本潤著. -- 多賀出版, 2015.

151204223
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