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請求記号 タイトル等 巻 資料ID

121.24||5 賀茂真淵の研究 / 高野奈未著. -- 青簡舎, 2016. 400002760

124||23
性善説の誕生 : 先秦儒家思想史の一断面 / 末永高康著. --
創文社, 2015. -- (東洋學叢書 ; [71]).

400002353

125.5||8
科挙と性理学 : 明代思想史新探 / 三浦秀一著. -- 研文出版,
2016.

400002403

126.2||7 『老子』經典化過程の研究 / 谷中信一著. -- 汲古書院, 2015. 400002302

131||8
存在と秩序 : 人間を巡るヘブライとギリシアからの問い / 藤
田潤一郎著. -- 創文社, 2016.

400004244

134.944||10
出来事と自己変容 : ハイデガー哲学の構造と生成における自
己性の問題 / 景山洋平著. -- 創文社, 2015.

400002314

135.1||4
デカルトと西洋近世の哲学者たち / 山田弘明著. -- 知泉書
館, 2016.

400002341

146||99
レジリエンスは身につけられるか : 個人差に応じた心のサ
ポートのために / 平野真理著. -- 東京大学出版会, 2015.

400003735

152.6||7
孝の風景 : 説話表象文化論序説 / 宇野瑞木著. -- 勉誠出
版, 2016.

400002288

165||2
最澄・空海将来『三教不斉論』の研究 / 藤井淳編 ; 池田将則
[ほか] 著. -- 国書刊行会, 2016.

400002392

169.1||3
新宗教と総力戦 : 教祖以後を生きる / 永岡崇著. -- 名古屋
大学出版会, 2015.

400002377

183||30 日韓交流と高麗版大蔵経 / 馬場久幸著. -- 法藏館, 2016. 400002427

183||31
上代写経識語注釈 / 上代文献を読む会編. -- 勉誠出版,
2016.

400002986

186.85||4
富山・本法寺蔵法華経曼荼羅図の研究 / 原口志津子著. --
法蔵館, 2016.

400002365

188.4||8
天台宗恵檀両流の僧と唱導 / 松田宣史著. -- 三弥井書店,
2015.

400002772

210.08||143||1
今村家文書史料集 / 今村家文書研究会編 ; 上巻 : 中世・近
世編, 下巻 : 近代編. -- 思文閣出版, 2015.

上巻 : 中世・
近世編

400002998

210.08||143||2
今村家文書史料集 / 今村家文書研究会編 ; 上巻 : 中世・近
世編, 下巻 : 近代編. -- 思文閣出版, 2015.

下巻 : 近代編 400003001

210.3||168 日本古代の女帝と譲位 / 遠藤みどり著. -- 塙書房, 2015. 400003076



2/9

請求記号 タイトル等 巻 資料ID

210.33||2 日本古代の寺院と社会 / 竹内亮著. -- 塙書房, 2016. 400003013

210.6||162
明治期の旧藩主家と社会 : 華士族と地方の近代化 / 内山一
幸著. -- 吉川弘文館, 2015.

400003040

219.9||47
沖縄戦場の記憶と「慰安所」 / 洪◆U73A7◆伸著. -- インパ
クト出版会, 2016.

400004182

222.06||30
清代文書資料の研究 / 加藤直人著. -- 汲古書院, 2016. --
(汲古叢書 ; 131).

400002605

222.068||11
戊戌政変の衝撃と日本 : 日中聯盟論の模索と展開 / 藤谷浩
悦著. -- 研文出版, 2015.

400003088

222.39||2
アヘンと香港 : 1845-1943 / 古泉達矢著. -- 東京大学出版
会, 2016.

400002594

233.9||2
アイルランド大飢饉 : ジャガイモ・「ジェノサイド」・ジョンブル /
勝田俊輔, 高神信一編. -- 刀水書房, 2016.

400003091

234.05||4
近世ドイツの魔女裁判 : 民衆世界と支配権力 / 小林繁子著.
-- ミネルヴァ書房, 2015. -- (Minerva西洋史ライブラリー ;
108).

400002481

234||17 ドイツ : その起源と前史 / 三佐川亮宏著. -- 創文社, 2016. 400002582

236||9
レコンキスタの実像 : 中世後期カスティーリャ・グラナダ間にお
ける戦争と平和 / 黒田祐我著. -- 刀水書房, 2016.

400002531

253||21
記録と記憶のアメリカ : モノが語る近世 / 和田光弘著. -- 名
古屋大学出版会, 2016.

400002493

311.1||40
市民的自由主義の復権 : シュミットからルーマンへ / 小山裕
著. -- 勁草書房, 2015.

400003607

312.22||43
中国共産党による「人民代表会議」制度の創成と政治過程 :
権力と正統性をめぐって / 杜崎群傑著. -- 御茶の水書房,
2015.

400003165

312.23||4
パワーシェアリング : 多民族国家マレーシアの経験 / 中村正
志著. -- 東京大学出版会, 2015.

400003141

318.12||21
「平成の大合併」の政治社会学 : 国家のリスケーリングと地域
社会 / 丸山真央著. -- 御茶の水書房, 2015.

400003723

319.122||27
日本の対内モンゴル政策の研究 : 内モンゴル自治運動と日
本外交1933-1945年 / ガンバガナ著. -- 青山社, 2016.

400002567

319.2||14
遊牧英雄とロシア帝国 : あるクルグズ首領の軌跡 / 秋山徹
著. -- 東京大学出版会, 2016.

400002454

319.22||29
李鴻章の対日観 : 「日清修好条規」を中心に / 白春岩著. --
成文堂, 2015.

400004155
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319.53||8||1
幻の同盟 : 冷戦初期アメリカの中東政策 / 小野沢透著 ; 上,
下. -- 名古屋大学出版会, 2016.

上 400002516

319.53||8||2
幻の同盟 : 冷戦初期アメリカの中東政策 / 小野沢透著 ; 上,
下. -- 名古屋大学出版会, 2016.

下 400002528

319.8||37
米ソ核軍縮交渉と日本外交 : INF問題と西側の結束1981-
1987 / 瀬川高央著. -- 北海道大学出版会, 2016.

400003153

320.4||31
現代国家と市民社会の構造転換と法 : 学際的アプローチ /
角松生史, 山本顯治, 小田中直樹編. -- 日本評論社, 2016.

400003114

322.22||32
中国近世の罪と罰 : 犯罪・警察・監獄の社会史 / 太田出著. -
- 名古屋大学出版会, 2015.

400002466

322.22||33 漢唐法制史研究 / 冨谷至著. -- 創文社, 2016. 400002504

323.1||48
グローバル化時代における民主主義の変容と憲法学 =
Democracy and constitutional law in a globalized world / 本秀
紀編. -- 日本評論社, 2016.

400002695

331.23||21
経済学の起源 : フランス欲望の経済思想 / 米田昇平著. --
京都大学学術出版会, 2016.

400003192

334.33||1
フランスの出産奨励運動と教育 : 「フランス人口増加連合」と
人口言説の形成 / 河合務著. -- 日本評論社, 2015.

400004003

334.4||21
雲南ムスリム・ディアスポラの民族誌 / 木村自著. -- 風響社,
2016.

400002632

334.422||25
越境者の政治史 : アジア太平洋における日本人の移民と植
民 / 塩出浩之著. -- 名古屋大学出版会, 2015.

400003037

334.6||14
移動を生きる : フィリピン移住女性と複数のモビリティ / 小ヶ
谷千穂著. -- 有信堂高文社, 2016.

400003685

335.1||53
経営倫理とプラグマティズム : ジョン・デューイの思想に依拠し
た序説的考察 / 岩田浩著. -- 文眞堂, 2016. -- (文眞堂現代
経営学選集 ; 第II期第8巻).

400003215

335.96||16
戦略経営における予算管理 / 堀井悟志著. -- 中央経済社,
2015.

400003227

345.1||19
税と社会保障負担の経済分析 / 上村敏之, 足立泰美著. --
日本経済評論社, 2015.

400003180

361.48||110
存続の岐路に立つむら : ダム・災害・限界集落の先に / 植田
今日子著. -- 昭和堂, 2016.

400003673

361.48||111
アジア・アフリカの都市コミュニティ : 「手づくりのまち」の形成
論理とエンパワメントの実践 / 城所哲夫, 志摩憲寿, 柏崎梢
編著 ; 小早川裕子 [ほか] 著. -- 学芸出版社, 2015.

400004128

362.1||36
律令制度と日本古代の婚姻・家族に関する研究 / 胡潔著. --
風間書房, 2016.

400003064
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362.2||16
ネパールでカーストを生きぬく : 供犠と肉売りを担う人びとの
民族誌 / 中川加奈子著. -- 世界思想社, 2016.

400002668

364.3||38
高齢期の所得保障 : ブラジル・チリの法制度と日本 / 島村暁
代著. -- 東京大学出版会, 2015.

400003126

366.2||178
人材・介護サービスと地域労働市場 / 加茂浩靖著. -- 古今
書院, 2015.

400002644

366.29||37
イギリスにおける学習と訓練の公共管理システム : 需要主導
アプローチへの転換 / 白幡真紀著. -- 大学教育出版, 2015.

400003913

367.3||73
妊娠期から乳幼児期における親への移行 : 親子のやりとりを
通して発達する親 / 岡本依子著. -- 新曜社, 2016.

400003747

367.4||9

Marriage migration in Asia : emerging minorities at the
frontiers of nation-states / edited by Sari K. Ishii ; : NUS
Press : pbk, : Kyoto University Press : pbk. -- NUS Press,
2016

400003230

369.1||48
社会福祉事業の生成・変容・展望 / 鵜沼憲晴著. -- 法律文
化社, 2015.

400003622

369.13||147
非行少年の立ち直り支援 : 「自己疎外・家庭内疎外」と「社会
的排除」からの回復 / 廣井いずみ著. -- 金剛出版, 2015.

400003634

369.27||33 障害差別禁止の法理 / 杉山有沙著. -- 成文堂, 2016. 400002683

369.27||34
色覚差別と語りづらさの社会学 : エピファニーと声と耳 / 徳川
直人著. -- 生活書院, 2016.

400003658

369.31||30
津波被災と再定住 : コミュニティのレジリエンスを支える / 前
田昌弘著. -- 京都大学学術出版会, 2016.

400004205

369.37||10
中国帰国者をめぐる包摂と排除の歴史社会学 : 境界文化の
生成とそのポリティクス / 南誠著. -- 明石書店, 2016.

400003708

369.4||156
社会的養護児童のアドボカシー : 意見表明権の保障を目指し
て / 栄留里美著. -- 明石書店, 2015.

400003711

369.41||6
10代の母というライフスタイル : 出産を選択した社会的経験に
着目して / 大川聡子著. -- 晃洋書房, 2016.

400004217

369.42||38
現代社会における保育者の自己形成と実践コミュニティ / 香
曽我部琢著. -- ナカニシヤ出版, 2016.

400003964

369.9||2
戦前病院社会事業史 : 日本における医療ソーシャルワークの
生成過程 / 高橋恭子著. -- ドメス出版, 2016.

400003646

371.253||5
デューイ実験学校における統合的カリキュラム開発の研究 /
中野真志著. -- 風間書房, 2016.

400003937

371.3||294a
高等教育機会の地域格差 : 地方における高校生の大学進学
行動 / 朴沢泰男著. -- 東信堂, 2016.

400003887
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371.43||198
心理専門職によるアセスメントを基盤とした教師との協働的援
助 / 新井雅著. -- 風間書房, 2016.

400003750

371.47||150
高校生の主観的学校ストレッサーに関する研究 / 吉原寛著.
-- 風間書房, 2016.

400004256

371.47||151
青年期における心理的居場所感の構造と機能に関する研究
/ 則定百合子著. -- 風間書房, 2016.

400003774

371.58||166
教員の異文化体験 : 異文化適応・人間的成長・教員としての
成長 / 鈴木京子著. -- 風間書房, 2015.

400003824

371.6||462
世界初市民性教育の国家規模カリキュラム : 20世紀初期アメ
リカNEA社会科委員会報告書の事例から / 渡部竜也編訳. -
- 春風社, 2016.

400004078

372.1||749
就学告諭と近代教育の形成 : 勧奨の論理と学校創設 / 川村
肇, 荒井明夫編. -- 東京大学出版会, 2016.

400003836

372.22||545 戦後日中関係と同窓会 / 佐藤量著. -- 彩流社, 2016. 400002718

372.226||2
中国モンゴル民族教育の変容 : バイリンガル教育と英語教育
の導入をめぐって / ハスゲレル著. -- 現代図書, 2016.

400004081

372.25||5
「学校化」に向かう南アジア : 教育と社会変容 / 押川文子, 南
出和余編著. -- 昭和堂, 2016.

400003925

372.34||83
ドイツ自由学校共同体の研究 : オーデンヴァルト校の日常生
活史 / 渡邊隆信著. -- 風間書房, 2016.

400003940

372.53||481
アメリカの学級規模縮小政策 : カリフォルニア州に焦点をあて
て / 星野真澄著. -- 多賀出版, 2015.

400003988

373.3||88a
戦後日本の教育委員会 : 指揮監督権はどこにあったのか /
大畠菜穂子著. -- 勁草書房, 2015.

400003890

373.4||150
中国における大学奨学金制度と評価 / 王帥著. -- 東信堂,
2016.

400003851

373.4||151
アメリカ学校財政制度の公正化 / 竺沙知章著. -- 東信堂,
2016.

400003991

374.3||681
教師のメンタルヘルスとキャリア / 高木亮, 北神正行編. -- ナ
カニシヤ出版, 2016.

400003976

374.37||340
近代日本の私学と教員養成 : ノン・エリート中等教員の社会
史 / 太田拓紀著. -- 学事出版, 2015.

400004271

374.94||9
養護教諭の資質能力の向上 / 平川俊功著. -- 学事出版,
2016.

400003901

374.98||8
ダンスとジェンダー : 多様性ある身体性 / 猪崎弥生, 酒向治
子, 米谷淳編. -- 一二三書房, 2015.

400004030
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375.199||43
学習者の思考力を高めるプログラミング教育の学習支援 / 宮
川洋一, 森山潤著. -- 風間書房, 2016.

400004093

375.41||588
数の物語表現と知識 / 金田茂裕著. -- ナカニシヤ出版,
2016.

400004027

375.42||627
小学校理科教育におけるアーギュメント構成能力の育成 / 山
本智一著. -- 風間書房, 2015.

400004054

375.42||628
粒子理論の教授学習過程の構成と展開に関する研究 / 片平
克弘著. -- 風間書房, 2016.

400004116

375.8||559
国語教育における話し合い指導の研究 : 視覚情報化ツール
によるコミュニケーション能力の拡張 / 長田友紀著. -- 風間
書房, 2016.

400004104

375.893||82
8つの知能を生かした教科横断的な英語指導法 : MI(多重知
能)とCLIL(内容言語統合型学習)の視点より / 二五義博著. -
- 渓水社, 2016.

400002947

375||886
グローバリゼーションとカリキュラム改革 : 海外の研究者が見
た「総合的な学習の時間」 / ラリー・マクドナルド著. -- 東信
堂, 2016.

400003952

376.1||385
幼児期の絵本の読み聞かせ場面における大人の関わりに関
する研究 : 幼児の自発的な学びを促す側面への着目 / 齋藤
有著. -- 風間書房, 2015.

400003786

376.1||386
日本語マッカーサー乳幼児言語発達質問紙の開発と研究 /
小椋たみ子, 綿巻徹, 稲葉太一著. -- ナカニシヤ出版, 2016.

400003800

376.1||387
明治期の幼稚園における図画教育史研究 / 牧野由理著. --
風間書房, 2016.

400004042

377.22||12
東アジアにおける留学生移動のパラダイム転換 : 大学国際化
と「英語プログラム」の日韓比較 / 嶋内佐絵著. -- 東信堂,
2016.

400003812

378.2||39
発達障害のある聴覚障害児の実態と教育的対応に関する研
究 / 大鹿綾著. -- 風間書房, 2016.

400004268

378.5||10
吃音の生起に関わる心理言語学的要因に関する研究 : 音韻
的側面を中心に / 松本幸代著. -- 風間書房, 2016.

400003863

378.6||79
知的障害児の指導における課題遂行の促進 / 村中智彦著.
-- 溪水社, 2015.

400003875

378||364
障害児・者の原初的自己の発達と統合に向けた心理的援助
/ 石倉健二著. -- 風間書房, 2015.

400003762

379.1||48
成人教育と文化の発展 / デヴィッド・J・ジョーンズ著. -- 東洋
館出版社, 2016.

400004015

381.1||49
自然観の民俗学 : 生活世界の分類と命名 / 安室知著. -- 慶
友社, 2016.

400002656

382.23||4
現代の「漂海民」 : 津波後を生きる海民モーケンの民族誌 /
鈴木佑記著. -- めこん, 2016.

400002620
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385||8
バリ島仮面舞踊劇の人類学 : 人とモノの織りなす芸能 / 吉田
ゆか子著. -- 風響社, 2016.

400002671

389.22||13
現代中国の「イスラーム運動」: 生きにくさを生きる回族の民族
誌 / 奈良雅史著. -- 風響社, 2016.

400002706

393.2||16
近代日本の戦争計画の成立 : 近代日本陸軍動員計画策定
史研究 / 遠藤芳信著. -- 桜井書店, 2015.

400003025

402.38||4
科学の参謀本部 : ロシア/ソ連邦科学アカデミーに関する国
際共同研究 / 市川浩編著. -- 北海道大学出版会, 2016.

400002478

491.7||3
病原菌と国家 : ヴィクトリア時代の衛生・科学・政治 / 小川眞
里子著. -- 名古屋大学出版会, 2016.

400002543

493.7||42
青年期食行動異常と認知行動的セルフモニタリング / 山崎洋
史著. -- 学文社, 2015.

400003798

498.2||4
日本が優生社会になるまで : 科学啓蒙、メディア、生殖の政
治 / 横山尊著. -- 勁草書房, 2015.

400003052

498.7||10
近代大阪の乳児死亡と社会事業 / 樋上惠美子著. -- 大阪大
学出版会, 2016.

400004167

521.2||2
奈良時代建築の造営体制と維持管理 / 海野聡著. -- 吉川弘
文館, 2015.

400004143

526.1||18
近世禅宗寺院の空間構成・意匠の研究 / 杉野丞著. -- 中央
公論美術出版, 2016.

400004131

543||6
Beyond Fukushima : toward a post-nuclear society / by
Koichi Hasegawa ; translated by Minako Sato ; : hardcover. --
Trans Pacific Press, 2015.

400002291

543||7
風力発電の社会的受容 / 本巣芽美著. -- ナカニシヤ出版,
2016.

400003661

596||13
食生活からはじめる省エネ&エコライフ : エコロジークッキング
の多面的分析 / 三神彩子著. -- 建帛社, 2016.

400004170

599||24
子育ての会話分析 : おとなと子どもの「責任」はどう育つか /
高田明, 嶋田容子, 川島理恵編. -- 昭和堂, 2016.

400004194

602.1||42
近代日本の地方事業家 : 萬三商店小栗家と地域の工業化 /
中西聡, 井奥成彦編著. -- 日本経済評論社, 2015.

400003177

611.15||20
バングラデシュ農村にみる外国援助と社会開発 / 鈴木弥生
著. -- 日本評論社, 2016.

400003610

612.1||50
近世関東畑作農村の商品生産と舟運 : 江戸地廻り経済圏の
成立と商品生産地帯の形成 / 新井鎮久著. -- 成文堂, 2015.

400002617

672.22||2
近代中国の総商会制度 : 繋がる華人の世界 / 陳來幸著. --
京都大学学術出版会, 2016.

400002570
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678.1||12
日本の通商政策転換の政治経済学 : FTA/TPPと国内政治 /
金ゼンマ著. -- 有信堂高文社, 2016.

400003138

678.22||1
近代アジア市場と朝鮮 : 開港・華商・帝国 / 石川亮太著. --
名古屋大学出版会, 2016.

400002555

702.25||5
古代インド美術と民間信仰 / 永田郁著. -- 中央公論美術出
版, 2016.

400002380

709||17
風水害と観光客の増大による世界遺産の劣化と保全 : 紀伊
山地の霊場と参詣道を事例として / 山本晴彦編著. -- 農林
統計出版, 2016.

400004220

718||4 平安密教彫刻論 / 津田徹英著. -- 中央公論美術出版, 2016. 400002326

720||4
描画と痕跡 : 表面における表現の発生 / 西崎実穂著. -- 多
賀出版, 2015.

400004232

721.1||2
院政期仏画と唐宋絵画 / 増記隆介著. -- 中央公論美術出
版, 2015.

400002415

762.2||10
インド鍵盤楽器考 : ハルモニウムと電子キーボードの普及に
みる楽器のグローカル化とローカル文化の再編 / 岡田恵美
著. -- 渓水社, 2016.

400003102

762.2||9
『隋書』音楽志訳注 / [長孫無忌等撰] ; 六朝楽府の会編著. -
- 和泉書院, 2016.

400002822

768.12||2
日本琴學史 / 上原作和, 正道寺康子編著. -- 勉誠出版,
2016.

400002745

774.2||3
変貌する時代のなかの歌舞伎 : 幕末・明治期歌舞伎史 / 日
置貴之著. -- 笠間書院, 2016.

400002757

780.6||31
日本におけるメディア・オリンピックの誕生 : ロサンゼルス・ベ
ルリン・東京 / 浜田幸絵著. -- ミネルヴァ書房, 2016. --
(MINERVA社会学叢書 ; 51).

400003697

781.14||5
青年期の運動行動を規定する要因とメンタルヘルスとの関係
/ 清水安夫著. -- 風間書房, 2016.

400004066

791.5||3 備前焼茶道具の研究 / 下村奈穂子著. -- 法蔵館, 2016. 400002338

801.03||8
在日パキスタン人児童の多言語使用 : コードスイッチングとス
タイルシフトの研究 / 山下里香著. -- ひつじ書房, 2016.

400002834

801.03||9
国際結婚家庭の言語選択要因 : 韓日・日韓国際結婚家庭の
言語継承を中心として / 花井理香著. -- ナカニシヤ出版,
2016.

400002858

810.23||6
古代日本における文字表現の展開 / 奥田俊博著. -- 塙書
房, 2016.

400002784

810.7||137||14
人の主体性を支える日本語教育 : 地域日本語教室のアクショ
ン・リサーチ / 野々口ちとせ著. -- ココ出版, 2016. -- (日本語
教育学の新潮流 ; 14).

400002923
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810.7||141
言語教育における言語・国籍・血統 : 在韓「在日コリアン」日
本語教師のライフストーリー研究 / 田中里奈著. -- 明石書店,
2016.

400002861

810.7||143
ベトナム語母語話者のための日本語教育 : ベトナム人の日本
語学習における困難点改善のための提案 / 松田真希子著. -
- 春風社, 2016.

400002950

810.9||60
日本統治下台湾の「国語」普及運動 : 国語講習所の成立とそ
の影響 / 藤森智子著. -- 慶應義塾大学出版会, 2016.

400002897

815.1||7
日英語の文法化と構文化 / 秋元実治, 青木博史, 前田満編.
-- ひつじ書房, 2015. -- (ひつじ研究叢書 ; 言語編 ; 第132
巻).

400002911

815||54
発話行為から見た日本語授受表現の歴史的研究 / 森勇太
著. -- ひつじ書房, 2016. -- (ひつじ研究叢書 ; 言語編 ; 第
133巻).

400002935

829.5||2.1
簡明ウズベク語文法 = Qisqacha O◆U02BB◆zbek tili
grammatikasi / 中嶋善輝著. -- 大阪大学出版会, 2015.

400002962

829.6||4
Essays on Mongolian syntax / Hideki Maki, Lina Bao and
Megumi Hasebe. -- Kaitakusha, 2015.

400002908

830.1||3
英語談話標識用法辞典 : 43の基本ディスコース・マーカー /
松尾文子, 廣瀬浩三, 西川眞由美編著. -- 研究社, 2015.

400002873

835||12
英語と日本語における数量表現と関係節の解釈に関する記
述的・理論的研究 / 田中秀毅著. -- 開拓社, 2015.

400002885

910.24||9
院政期説話文学研究 / 蔦尾和宏著. -- 若草書房, 2015. --
(中世文学研究叢書 ; 14).

400002807

910||59
時空間とオントロジで見る和漢古典学 / 相田満著. -- 勉誠出
版, 2016.

400002721

911.13||9 新古今前夜の和歌表現研究 / 大野順子著. -- 青簡舎, 2016. 400002733

911.142||7
中世釈教歌の研究 : 寂然・西行・慈円 / 山本章博著. -- 笠間
書院, 2016.

400002796

913.4||4
院政鎌倉期説話の文章文体研究 / 藤井俊博著. -- 和泉書
院, 2016. -- (研究叢書 ; 468).

400002974

913.52||8
時代物浮世草子論 : 江島其磧とその周縁 / 宮本祐規子著. -
- 笠間書院, 2016.

400002430

914.3||8 堺本枕草子の研究 / 山中悠希著. -- 武蔵野書院, 2016. 400002442

920.2||18
宣講による民衆教化に関する研究 / 阿部泰記著. -- 汲古書
院, 2016.

400002846

930.4||4
土着と近代 : グローカルの大洋を行く英語圏文学 / 栂正行,
木村茂雄, 武井暁子編 ; 伊勢芳夫 [ほか] 執筆. -- 音羽書房
鶴見書店, 2015.

400002810
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