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本雑話

わ北くしの所蔵本の中には幾冊か珍らしい著名な著者の署名本がある。むかしと園つても大正の末年のことであるが,
神戸大学出身の林純平君という「大阪夕刊新聞」の文化部の若い記者がいて,大変頭のいい交際家で関西の各大学の多数

の教・授や文化人ナこちと懇意で有望なジャーナリストであっにが,昭和13年に「関西学界展望」という書物を 1冊書いナこだ
けで,大東亜戦争になるとともに行方不明になってしま。た。彼は佐々木惣一博士夫妻の仲介で京大のF教授の邪孃きん
と結婚して仕合わせであっ北けれど郷里朝鮮へ帰ってから全く消息力珠色えてしまっにのであっ北。
神戸に住んでいたころ,彼の家を訪ね北ことがあるが,書斎の一棚には,彼への贈呈本とか著者の署名本など数十冊も
ギッシリと並べてあっ北。こういう署名本だけをーつの本棚にまとめて浦くのはーつの趣味としてでも惡くはないな,と
感じ北のであっ北し,わたくしも相当の数の署名本とか,いわゆる献呈本を所有しているので,ーつ特別のそうしに害棚
をつくってみようかな,とその時フト思うナこが,とうとうその後数卜年経ってもそのことは実現しないで,書斎のあっち

口長

︑ー

公小

矛

住谷悦

こ。ち上下左右にバラバラに好き勝手なところに並べてある。いぎそのどれかを思い出して取り出そうとすると多少の時
間がかかるというわけである。時には全然忘れてしまっていることきえある。その著者や贈呈してくれ北友人に申しわけ
ないと思うことがしばしぱある。

わえくしは購入し元害物には年月日や姓名や何か感想を書きこむ癖があるが,先日実に意外なことがあっ北。ある日突
然書留小包が届い北のを見ると立命館大学教授岩井忠熊きんからのもので,いそいでほどいてみると,「高山樗牛全集」
博文館版の第3巻「史論及史伝」であっ北。その中に教授の名剌に「朝鮮会館で枯話し申し上げた書物です。私の手にあ
るべきものでとぎいませんから,キδ返し申し上げます。溺もて表紙見開きをこ覧下きい。光の角度によっては,大へん見

にくぃとこがあります岩井忠熊。住谷悦治先生」と記してあった。驚いナこことには,これを透かして見ると墨でまさに
私の筆跡で「大正6年夏養蚕に手伝っ北にめ父より与へらえた15円の中を割きて求之。仙台第2高等学校卒業記念。大正

7年7月6日夜,住谷悦治」と書いてある。わ北くしは旧制2高時代に大先輩の文豪高山樗牛の名文に魅せられ傾倒して,
あの大分量の全集全部を通読し北覚えがあり,全集本も二種類所持していたが,この博文館縮冊本第三巻がどこへ紛失し

たものか欠本のまま数十年間を経過してい北。それがどづいう経路で,古本屋に渡り,しかも岩井教授がどこで探し求め
て入手され北かは不明だけれど,幸いに岩井教授が,この本がわナこくしの愛蔵本に違いないと信じて,わ北くしに贈呈し
て下きっ北のであっ北。書物を愛する同志の厚惰を涙ぐましく感謝している。わたくしは岩井教授には一見の識はあるが

とくに親しく交際していたわけではない。しかしわたくしの学生時代からのこの愛蔵本を浦贈り下さっナこ学者的床しさに
はまっ北く頭を垂れること久しくし北。

わにくしは清見潟の竜華寺の樗牛の墓にはいく度か詣で北が,今度詣でるときは,この「第三巻」の再びわが書斎に整
備きれにことと岩井教授のと厚意を感謝して報告するつもりである。わ北くしは自分の著書には必ず署名して贈呈するこ
とにしているが,過去何十冊かの署名贈呈本はいまどのような運命に翻弄されているかしら。贈呈し北その方々の書斎の
一角に飾られてあるならは'嬉しいなとひそかに思っているわけである。

というのは,わ北くしは例えば河上肇先生の署名雑誌を古本市場で見つけ北し,古くは中村敬宇先生へ,浮田和民先生
が謹んで贈呈し北「商政標準(明治19年初版本)という稀概本を古本屋で入手し北り,成瀬無極先生へ贈呈し北ある弟
子の苦心の大著ゲーナ論も古本屋から出北。幸徳秋水の贈呈本「基督教抹殺論」は所持しているが,逹筆の署名「パ
ソの略取」はC ・S研究会へ渡した。(秋水の嶽中より夫人為子への詳細な手紙を所持しているので署名本は割愛した。)
現存の大家著名の先生方の署名本を古本市場で見たが,あまり気持のいい話ではない。萩原朔太郎の名著「月に吼える」
が朔太郎から,わたくしの親友青年歌人河原侃二君への署名本が,河原君が貧乏しにとき蔵書を一括して古本屋へ売りと
ばし北中に交ってい北のが,偶然にも室生犀星の手に渡っナこことから,犀生が妙に勘ぐって河原君が萩原朔太郎とこのよ
うに親しかっ元ということで,文壇への出世の北めとヒドイ誤解をして,犀星が不愉快に思っナことか怒っ北とかで,河原
君のやがて出版きるべき詩集への序文を取り返し北という妙ないきさつがあっナこ。河原君はソンなケチな人間ではない。
生涯,1δどろくべき貧困1ても堪えぬいてき北名を求めぬ立派な青年歌人であり,詩人であった。わたくしは,このことが

あっていらい,室生犀星というエライ有名な詩人の詩は読まないことにしている。署名本というものは,オδかしな運命を
ひき那こすものである。朔太郎は河原君やわ北くしらの中学のすぐの先輩でそのころは,署名本などは,容易く貰え北間
柄であっ北のだ。
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文献探索^二次文献の利用^aの
;乙式
、

ジとくに将洩学に関する文献目録
八野も含む)について

今回は経済学について取りあげまし北が,膨大な内外の二次文献の内,入門的,代表的,そしてできるだけ邦文で本館
所蔵のものである事を頭に置いて選ぴまし北。

〔1〕社会科学に関するもの
1.社会科学の名著大河内一男編毎日新聞社昭和30
(旧016.3; 02)
これから社会科学を学ぽうとする人々にとって,どの
よづな古典的名著があるかという問いに答えてくれる
Ⅱ9点忙ついての格好の解題害である。
2.社会科学文献解説大阪市立大学経済研究所日本評
論社昭22一昭28 (旧016.3;0‑2 本館,商学部".3・6‑
10,経済学部V.6・8・9 新028.3; S大学院V.フ・8)
全10巻。社会科学関係書誌として代表的なもの。収録
期間は昭和20年9月から27年6月まで。 10巻で終りだ
が,各巻共前半で主要主題毎の文献解題を行ない,後半
で文献国録(単行本及ぴ雑誌論文)を載せている。現在
は文献目録だけが雑誌「経済評論」(新P330.1;K19)
巻末に毎月連載きれている。

〔1〕経済学全般に関するもの
3.経済学のすすめ伊東光晴等著筑摩書房昭43
(新330.フ;1 自由閲覧室)
初学者用。前半に「経済学を学ぶ北めに」で必読書を
紹介し,後半に「経済学を築いナこ人々」を載せている。
4.経済学習ハンドプック日本評論社編昭38(本館に
なし)

月刊「経済セミナー」(新P330.1;K14)(日本評論
社)誌上に発表され北諸論文をもとに,新に加筆と新稿
を加えてまとめ北もの。第1部婆済学はどういづ学問
か,第2部各分野ととの学習法,第3部経済学学習のプ
ラソ,第4部経済学基本文献案内からなる。
な翁月刊「経済セミナー」では毎年5 ・6月号に於
て,誌上あるいは別冊を設け,初めて経済学を学ぶ人に
とって有用な記事を載せている。
5.経済学ガイドプック増田四郎等編東洋経済新帳社
昭46 (新330.3;KI0 自由閲覧室)
入門者化も研究者にも最良のガイド。体系的な文献解
題・文献目録。総55章があり,各章は U)解説,(2)基本
文献解題僻怠約350点),(3)参考文献目録(約3300点)か
ら構成きれている。
6.経済学文献大鑑大阪商科大学経済研究所編昭9‑
昭14 (旧016.34; 0)
全4巻の大冊。収録期問は昭8一昭Ⅱ。第1巻財政,
第2 ・ 3巻貨幣・金融,第4巻商工。日本及び外国の単
行省・雑誌論文(学術・実務)を網羅しナこ目録。
フ.経済学研究の栞一橋大学新聞編春秋社昭28(旧
340.フ; H<合本>)

経済学説史・経済政策・西洋経済史・東洋経済史の4

篇に分ち,多くの人が分担して詳説している。
8.日本経済分析文献索引一橋大学経済研究所日本経済
統計文献センター(新028.33;H)
この索引は明治以降の日本経済の実証的分析を目的と
しに文献を載せ,単行本・双書は目次まで載せている。
9.経済学二次文献総目録経済資料恊議会編有斐閣
昭46(新028.33;K 本館大学院)
所謂書誌の書誌。 383点の二次文献を載せ,内容は主
題別・個人別・経済学一般の書誌目録,雑誌目録,索引
誌,展示図書目録,研究ガイド,等からなる。

〔m〕各主題別{こ関するもの
(A)経済学思想
10.福沢諭吉とその門下書誌丸山信編著慶応通信昭
45 (新027.38; F)
第1部福沢諭吉の著作(162点)及ぴ主要な福沢研究
文献(1300余点),第2部門下生の著作と略歴から構成
きれている。

11.河上堅博士文献志天野敬太郎編著日本評論社昭
40 (新027.38 ; K,旧012.3; K)
著書目録(113点)については解題されている。ほか
論文随筆目録,雑篇目録,論争目録,河上肇博上関係文
献目録等が載。ている。
12.本邦アダム・スミス文献一目録粘よぴ解題ーアダ
ム・スミスの会編弘文堂昭30 (旧012.34; S)
主要文献30数点1て関して一流学者が解題している。こ
れは明治2年から昭和27年までの了ダム・スミス関係文
献の年代順目録である。
13. Bibliography of the cla88ical Economics.
by Keitarδ Amano The science of councH of
Japan 1961‑64 (新028、 311; A)
全5巻。第 1巻アダム・スミスとマルサス,第2巻は
り力了ドウ,第3巻はミル,第4巻は英国経済学,第5
巻は概観に関する欧・和文の文献目録。古典経済学に関
する全世界の著作・研究書・論文を収録する書誌。
14.マルサス文献目録関西大学経済学会資料室(関西大
学経済論集第7巻第6号抜刷)昭32 (旧012.3M2)
第1部マルサスの著作,第2部マルサス関係文献から
なり,昭和31年とろまでに出版きれ北単行害,雑誌論文
を収録している。
15.マルクス・エンゲルス著作解題歴史科学研究所編
黄士社昭24 (旧016.31;R)
薯作解題,書簡概観,年譜,著作年表,索引で構成。
16.マックス・ウェーバー文献目録馬場明男等編 エノレ
ガ昭41(新027.38;W 本館社会学科宗教名円

ウェーバーの著作年代順に欧文文献目録(1889 1964)
に227点, weba 関係の邦文文献目録(明39 昭39)に
著書雑誌論文その他約1200余点が収録されている。
フ.日本マックス・ヴェーバー書誌天野敬太郎著新泉
社昭4 (新027.38;W 2)
昭和43年12月末現在の邦文文献を1417点収録。
8.世界資本主義発達史文献解題大塚金之助著昭7
(日本資本主義発達史講座第4部の中)(旧349.1;13)

所謂「原始的蓄積時代」から「一般的危険の時代」に
至る資本主義の歴史に沿。て文献を解説している。

9.日本社会主義文献第1輯大原社会問題研究所編同
人社書店昭4 (旧016.31;0)
明治15年から大正3年に至る邦文の社会主義文献を発

行年代順に排列し北もの。上篇単行本(宣言書及びチラ
シ等を含む),下篇定期刊行物から成り,巻末に索引付。
0.日本社会主義文献解説一明治維新から大平洋戦争ま
で一渡部義通・塩田庄兵衛著大月書店昭33
(1日016.31;W)
時代を5期に分け,各期の冒頭にその期間概観があ

り,巻末に「日本社会主義文献略年表」と人名と文献の
索引がある。社会主義文献の代表的解題害と台える。
(B)経済史

1.経済史学入門井上幸治・入交好修編広文社昭41
(新332.01;1 自由閲覧室)

代表的入門書。研究の現段階,着眼点,研究調査の方
法なども説明し,主要な必読書,参考文献を数多くあげ

ている。多くの視点を体系的にまとめあげ,初学者には
もちろん,研究者にとっても有用な書である。

22.経済史年鑑 3罷日本経済史研究会編(新028
332; K)

23.経済史文献 2冊日本経済史研究所編(新028
332; K2)
24.経済史文献解題 11冊 23と同所編(新028.332;K3)
22 23 24いずれも日本評論新社発行で,昭和26年か
らの年刊もの。編者も名称も異なるが,実際は同じ・日
本・東洋・西洋経済史に関する邦文の文献を網羅的に収
録し,それぞれに簡単な解説を加え北もの。
5.日本経済史文献 6冊本庄栄治郎著日本評論社
昭30 昭"(新028.332;H2 参考図書室)
日本経済史に関しては,これに尽きると言って良い程

に社会科学全般と歴史を含め北最も包括的な文献昌録。
明治から昭和42年までのものを収録。巻末に地方史誌文
献,諸団体史一覧,誌名一覧,書名索引付。尚日本経
済史文献(旧016.349;H)「日本経済史新文献(旧
016.349; H‑2)と同一内容。
6.西洋経済史講座 5巻史料文献解題大塚久雄等編

岩波書店昭37(新332.3;S 本館大学院)
封建制から資本主義への移行1て関する史料・研究文献
の解題と目録だが,収録範囲は広く,約2300の文献を収
録している。和洋主要専門誌解題もある。
(C)経済政策・Ξ・ト凶
フ.経済計画文献目録特に長期計画を中心に一国立
国会図害館編昭37 昭42 (新028.333;K)
資本主義国,社会主義国を含む経済計画に関する文献
目録。収録きれている文献数は和文文献力泳勺1600点,欧
文文献が約20卯点。但し戦前のものは単行本に限定。

8.地域経済文献目録日本産業構造研究所編大明堂

昭42 (新028.33; N)
国士計画に関する文献目録。昭和30年以降の文献が主
要なもの。 1部日本編(1377点収録),2部外国編(1092
点)に分れていて,1・2部とも理論の章と実熊の章に
分れている。外国編については英独仏語の文献のみ。
(D)金融・財政
29. A BibliograP11y of fin8nce 増井光蔵啓業社昭
10 (旧016.34;M2)
収録期間は実に15世紀にさかのぽって1933年までに渡
る大著,英仏独米各国の財政学関係文献で,単行本から
主要な雑誌論文,辞典中の関係項目,官行物を収録。
30.銀行史およぴ金融機関史目録日本金融史文献目録
金融経済研究所編昭35(旧016.345;K2)
第2次大戦終了時から昭和33年末までの問に,我が国
で公表され,明治初期より大戦終了時頃までの日本の金
融事情を研究対象とした和文文献を収録。
31.信託関係文献目録住友信託銀行信託研究会昭35
(旧016.345; S )
昭和33年1月までの単行書と雑誌論文を収録。概論,
法律関係,経済関係,業務関係,辞典の5項目に大別。
32.証券関係主要雑誌記事索引一昭和20 昭和41一証
券制度研究会編千倉書房昭"(新028.338;S)
昭和20年一昭和41年までの国内逐次刊行物140誌に掲載
きれた証券及びこれに関連のある主要論文記事約9000件
を収録。
33. Money,1ntete8t,丑nd priceg. Don patinkin 著

訳書「貨幣・利子邪よび価格」(貞子展生訳勁草書房
昭44)(新337.1;P‑1f 本館,大学院,経済学部)
後半 483P‑635P にかけて「補論と文献研究」を設
け,原典に沿いながら詳説し,いわば貨幣理論の学説史
と言えるもの。巻末「参照文献表」(639P‑660P)付
(E)統計学
34.統計学総覧一統計文献の解題目録一総理府統計局
凶書館編昭25 (旧016.33;S2‑3)
明治から昭和24年12月至る間刊行され元和文の統計研
究書と単行図書掲載の論文を収録し元解題目録。付録に

「最近3ケ年間の統計学文献目録」がある。
35. Bibli0宮r8Phy of non pat8metric gtati畠tics
1867‑1960, by l. Rich鮎d sovage 1962 約3000点収録
36. Bibli0宮taphy of 8tati8tica1 1iterature :1940‑
1958 by M訂ioe G. K印daⅡ 1968 (新028.35;K 経済
学部)
(D)経営・会計
37.経営の名著2冊坂本藤良著経林書房昭37(旧
016.343;S2 本館商学部社会学科)
入門者にと。て最良のガイドプックである。 1巻実
務編,2巻理論編からなる詳しい解題書。巻末付録に経
営書総目録が付いている。
38.経営学の学ぴ方山城章著白桃書房昭38(旧343;
Y2‑6b)
12講に分け,経営学について概説しつつ文献をあげ,
解題・説明している。親切な経営学の案内書である。
9.会計学の学ぴ方染谷恭次郎著白桃書房昭47(新
336.9;S19‑2 自由閲覧室商学部)
初学者にも,研究者にも有用な書。会計学全般の内容
について概略しつつ,各章毎に数多くの文献を紹介し,
説明している。

6.会計学文献目録大集中央経済社編昭44(新028
336; C )
大学研究機関誌から約2300項目,一般誌から約 15000

項目,単行本約1200点を収録し,重要文献の大半を網羅
している。

三

特殊文庫(その田

宅

容充尖のーつである蔵轡の嬉功口充実に少なからず寄与し北と考えら

圖

れるものが,ここに紹介する=.宅文庫である。

き

を

コJ・

る

この文応は杖友(中業4)であり当時,常務脚'"として,まナこ質
産管凹!委員をも雑ねて総長・'1珂野取扱中1、1榮助翁を北すけて困難な同

カ)

ら
中

志礼学剛令般経営1て太ノJしていナこ三宅利平氏(明治26圷・,普通学

第二︑里館建築は經豊の都合に依b徐々其工程を

企

進め九ろが本年三月に至b漸く竣成を告げ九る夕﹂以て

"期に丁度相前後して,その年の2月27日に設置きれ,図讐館の内

室内の設復未だ完了せきる弓不日開館式を貌村する

の

充
實

るに至b九るは等附者山本唯三郎氏に謝せきるべか

(大正4)イFに完成し,その第2期工小である本館A (現在の図叫
館本館)も1920 (大正9)年3月に竣工しナこのである。そのような

ε追せb︒新學年開飴E共に本耻建築物に偉観を添ふ

内

らホ︑而して本年鹿に於て理事三宅利耶氏は︑本倒書

忙は新関冉館の建設として,その第1期工事の冉応がすでに1915

館に受託ホなろ樂誠一氏所有經濟圃書千三百七十冊
の購入寳金を寄附せられ九ろを特記すべし︒凡そ學問

そ
の

にして新大學設需可の一要件が其鮎にゐろを見て弓

のであるが,そのーつの裂件である図習館の充実1てついては外形的

研究の府にゐbて圖書館の充實は其最弓必要なる弓の

頭

この大学令による大学となって,いわゆる'大学昇柊,が実現するー

その忽諸にすべからきるεを知るべし︒然るに本館の

て
A一て

る數等なb︒今幸にして岡書館の外型は整ひ九るを以

学校令によっナこ同志社大学は1920(大正9)年4月を期して新ら北に

藏書は未だ五萬に逹せホ︑早稲田︒慶應の二大學に劣

1918 (大正7)年,(1勵大学令が公布きれて従来の(旧)山.門

校卒・業)が寄附し北資金によって,それまでから図書館内に寄託さ
れてい北滝本誠一氏所蔵の経済学関係洋書 1,370冊を一括購入し北

大正8年度同志社年度報告総長報告重要事項

ものであって,その出資者の名をとって'三宅文庫,となづけられ

ノ三(P,2)

ナこものである。
Ⅲ蔵者発本誠一氏は日本経済史の開拓者としてあまりにもゐ名な経済史家であるが,同志社大学へは1914(大正3)年
に教授として赴任し,1920(大正9)年8月まで在任,その間,政治経済学部経済科(現在の経済学部)の主任として,
ま北1917(大正6)年9月から1919(大正8)年1月までは図害館長(館長制度実施後の初代館長)として,研究・教育
のかえわら本学の学校行政の面にも尽力し,辞任後は慶応義塾大学教授に転じ北。その日本経済史枯よび日本経済思想史
に関する数多の業績は枚挙にいとミがないが,なかでも『日本経済双害』『続日本経済双書」『日本経済典籍考」『日本
経済学説の要領』「日本経済史」『日本経済大典」などを主著とすることができょ5。
この三宅文庫は当初から法学部(もとの政治経済学部)の政経研究室に保管され教職員学生生徒の利用に供せられ北も
ので,その点では図吉館の直接管理のもとで運用されたものではないが,当時の記録では図書館所威の特殊文庫のーつと
して設置されナこものとしていて,形式的には全学の図書が図書館の管理のもとにあっえことがうかがわれる。そののち現
在に至るまでそのほとんどが経済学部研究室に保管されているが,そのづちの一部数十冊が図書館忙移きれている。それ
らは経済学関係以外の洋書で,19世紀中期以降20世紀初期までの英書を主とし,そのなかにはイギリスの哲学者ボザンケ
"トが序文を書いているルソーの『社会契約論」の英文版(第 2版)すなわち" Th. socialco"壮act;酢 Ph"ciple. of
Political right, by Jean Jacques Rousseau, tr. with on 11istorical and critical introd. and notes by HenTy J.
Tozer, with a preface by Bernard Bosanquet.2nd ed.(rev.) Lond., swan sonnenschein,1898."や"1"ives of
Simon Lord Lovat, and Duncan Forbes, of cUⅡoden; from original sources, Lond., chapman and HaⅡ,1847."
などがある。これらの図沓は特殊文庫として別置きれてはいないで,一般の図書とともに混架されているが,図書館所蔵
のもの忙関しては力ード式目録によ。て検索できるように配慮されている。
5

実例を中心とした

2

資料のさ

がしかた

^

学生諸君の質問はきわめて多岐忙わ北りますが,知って都りさえすれぱ官分で解決できることも沢山あります。まナこ,
同じような質問もよくあります。とくに新聞や雑誌に関する質問にそういうことがよくあります。今回はこうしたものを
中心に紹介することにします。

1,新聞に関する質問

◇主要新聞の所蔵内容(いつからあるか)
朝日

(質問 1)
1月15日の毎日の朝刊を見北いのですが図書館にあ

毎日

るでしようか。

回答あります。新聞も普通の本と同じように目録で調
べて図書請求票に新聞名と何月何日かを明記すれば係員

読売

が持。てきます。北だし,新聞や雑誌の場合目録が普通
の本とは別になっていますから注意して下さい。
〔質問2〕

昨年6月の「朝日」と「日経をみ北いのですがどづし

京都

日経

れを利用すると便利です。とくに2力月以上にわにって
は目次がついていますから特定の記事をさがすのにとく

に役立ちます。北だし,請求するときに「縮刷版」と必
ず明記して下さい。
この二つの質問は毎日何回となく繰り返される質問で
す。この際新聞について全般的に紹介して浦きます。
◇当日の新聞一・・・・有隣館閲覧室前新聞展示場1こ朝刊は午
前9時,タ刊は午後6時半頃だします。

◇現物保存一ーー展示のすんだ新聞は書庫に1年間保存きれ
ます。請求すればいつでもみることができます。北だ
し,新聞の現物は 1度に1力月分までしか請求すること
ができません。
◇縮刷版・・・・・翌月下旬ころ発行されます。害庫に保存して
いますから,普通の本と同じように図書請求票で請求し
て下きい。縮刷版は一度1て3冊(3 力月)までみること

昭和27年4月1日 現在まで(欠号少し
あの
昭和25年1月1日 現在まで(欠号あり)

大正4年3月1日 同年6月30日,
大正5年3月1日 同6年3月31日,
大正6年7月1日 同年8月31日

回答〔質問1〕の場合と同じですが,新聞の場合は1力

新聞を調べる場合は縮刷版が便利です。まに,縮刷版に

明治23年6月1日 同18年12月31日,
昭和25年1月1日 現在まで(欠号多し)

吐停都')"部年明旧 郎年明如,

たらよいでしようか。

月母に翌月下旬に縮刷版が発行きれるのでこの場合はそ

明治13年8月3日 同16年12月28日,
明治23年6月8日 現在まで(欠号多し)

昭和28年1月 現在まで

北だし,上記のうち古いものは縮刷版ではなく現物を製
本して保存しています。以上のようにいろいろありますか
ら目的に応じて適切に利用して下さい。

1,雑誌に関する質問
〔質問3)
「英語研究」ありますか。
回答雑誌室に最新号があります。もしそれ以前のもの
が必要なら,雑誌目録で調べて,請求記号,誌名,巻号
数を明記してカウンターで請求して下さい。
〔質問4〕
「法曹時報」ありますか。
回答雑誌室にはありませんが書庫にあります。雑誌目
録をみて請求して下さい。
〔質問5〕

ができますが,すべて東京都版ですので近畿地方の記事

"Economic Jourml"は図書館にありますか。もし図書

や広告などをみ北い場合忙は不便でも現物の新聞で調べ

館にない場合,同志社のどこかにないでしようか。

なけれぱなりません。

回答図書館にはありませんが。「同志社大学雑誌新聞

目録」をみると,経洗学部研究室と商学部研究室にある

ことがあれぱいつでもどしどし係員に朋いて下きい。

ことがわかります。
〔質問6〕

Ⅲ,参考図書室で調査できる質問

京大の「経済論叢」に゛樹山見二ι氏がどんな論文を当いて
いるか調べたいのですがどぅしたらいいでしようか。

〔質問8〕

回答「経済論叢」には 1巻から 100巻(1915 1967)
までの総目録があります。この総目録は,分類目録,獣
竿者別目録,巻号別目録からなって浦り,どのような場
合でもきがせるよう忙なていますから,それを利用し

旅行の贄用,ユースホステルの所在地にっいて捌査し大
いのですがー・ー

わかります。

て下さい。

(質問9)

〔質問7)

テンプラ,スゴロク,ブリキの語源にっいて調べナこい。

昨年の冬か春頃の「エコノミストに青年労剛者の新

回答「角川外末語辞典を引けばわかります。

しい職業意識がのているそラですが・・・ー・。

)

0

回答「旅程と費用」を児れはa本全国どこのことでも

〔質問10〕

回答「エコノミストは3力河毎に索引をのせてぃま
す。 11乍郁 3j130口考の索引を 1ると,1j」26日リに)つ

jl"局康1戊の作.',"'で夕村回語に除,火きれてぃるものは......。
回答「文";ザi乳を●品ミ、C下きい。

て1ハることがわかりミす。

〔質問11〕

以上の例でしわかるように,郷n志にはいろいろの利mの
しか北があり,そi らをしって翁くと人変役にナこちミす
から簡単.にその他のことも介めてまとめてオ6言ます。
◇雑誌室にはよく千111ドnる仙,志の岐新岑がえ61ハてありま
す。ま北,ⅡおU:Dパンクナソバーがよく利jHされるもυ)

U木の海片寺泉の総処長はどれだけか訓べたいのですが.
回答 H人W■H手鰻でわかりミす。なえ6,これには

﹂.U

わが11、1のキ"なfん,;1'がのっています。
〔質問12〕
<キスタンの政体と公川゛は

はバ>クナソバーも 1外'.分邦いてあります。にだ 0質1川
4〕の法愽"N の洌のよラ忙雑捻宅には浦いてな.ハ
知,;志もいろ1ハろありますから洗.恵して下きい。

0

回答側Hザ・鴛i'何「1イRi監等主要新聞朴の午鑑に
山ています。
(質問13〕
イタイイタイ病患者数は

◇雑誌室においてないものやバックナンバーがみ北い場合
には目録で調べて請求して下さい。北だし,雑惹や新聞
は,目録が鴻通の本とは別の「雑誌目録」になっていて
腎通の木の目録にははいっていませんから充分注意して

0

回答〔質冏12〕と同じょづ忙主要新聞礼の年鑑でわか

ります。人抵の年鑑には,記李の索引がの。てわり,こ

^'さし入

ういっえ什'鑑類でずい.京んいろいろなことがわかります
から,一度念入り1こ見て下さい。

◇雑誌目録にはいっていない未整理の雑誌もありますか
ら,目獄で訓べ,な1ハ場合でも一j心係員にたずねてみて

(質問14〕

下さし、。

火英愽物館の設立'ギと館長名を凋べたい。
回答"The world of Learning"をみれぱわかりま
す。この本には,世界の主要な火学,研究機関,学術団
体,図書館,美術館,博物館等について,その設立年,
機構,学長・所長・会長・館長名等がぎいてあります。

◇図誓館だけでなく伺志社大学のどこにどんな雑誌がある
かを調べる(質問5〕のような場合忙は「同志社大学雑
砧新聞目金剥がありますからそれを利用して下さい。こ
の倒録には,同志社大学のすべての剥仔志新聞が収録され
ており,どこに何号からあるか,欠号・がある場合には欠

(質問15〕

ぢ も記載されていミす。

京都了徳寺の「人根だき」は何月何日に行なわれますか。
回答日本祭礼h1島々典」をみればこうぃっナこことは

◇特定の雑誌について調べる場合にはその雑誌の総目録と
か索引を利用すると便利ですが,必ずしもそれがあると
は限りません。総目録や索引があるかないか,ま北ある
場合で'なににのているかを調べるには天野敬太郎編
雑誌総目次索引集・が便利です。ま北短期の索引と
して, r・郁とか年に1回とか一定の期問毎忙総目次をの
せる雑i志も沢山ありますからそれも利用できます。
◇公害fl.f1題のように特定主題{てついての,己事や論文を調べ
るには,その主題に関する文献りストをさがして利用す
るのがイ受利です。主題文献りストがない場合には戦後23
作以後のものについては,国立国会図吉館発行の雑誌
記事索引,月干IU がありミす。

辞典,各専門分野の事典,語学関係辞筈類,地図,統剖資
料,その他基礎資料がそろえてあります。例にはだしませ
んでしえが理工関係む沢山那いてあります。この参考図雪
室で或る程度まではにいて、リ周査できるよづにな。てぃま
すから,まずここで調べてみてどうしてもわからない場合

以上のほかにもいろいろな場合がありますからわからない

に係員に聞くよラにして下さい。

ほとんどナなわかります。
〔質問16〕
M.γ卜関係の法律を凋べ北いのですが
回答六法全書をみて下さい。

0

以上のような剥査ができるようになっているのが右隣館

閲覧室の「参考図讐室」です。ここには,百利・事典,人名

7

昭和46年度

教員推薦

、、

ー.^

r煮

覧

各学部教員各位から下記の通り図書にっいて推薦がありましたので,こ紹介い北します。
下記りストは,日本十進分類法により分類排列し,同一分類内は書名アルフ了べット順にい
北しまし北。ま北,図書の記載にっいては,害名,編著者,訳者,発行所,発行年の順に並べ
ましナこ。なお,既に図書館で所蔵している図書にっいては,各記入の最後に請求記号を付しま
した。現在,所蔵してぃない図書にっいては,いずれも購入予定でありますので,近く閲覧1て
供することができると存じます。
外国思想の受容と日本思想史的考

《総記・一般》

古狂言台本の発」書誌的研究
池田廣司著

風問書房 1967
(新028 912; D

日本思想大系全67巻
岩波

(新081; N2)

宰一
森田康之助著学術害出版会
1970
(新121;M2)
現代思想上下(岩波全書)
清水幾太郎著岩波 1966
(新309'02; S )
現代的実存と倫理
ポール・ラムゼイ著武邦保

湯川秀樹自選集全5巻
朝日新聞社 1971
081.6; Y2)

駒城鎮一訳世界思想社 1970
(新194.8; R2‑2め

悲劇の誕生(ニーチェ全集2)
理想社 1963 (新134.922;N)
哲学%思想
アウグスティヌス神の国
茂泉昭男著教団出版局 1968
アウグスティーヌス形而上学研究
ーアウグスティーヌスに粘けるハ

ウロ書翰と新プラトン主義一
清水正照著錦正社 1968
(新132.171; Sの
アウグスティヌス倫理思想の研究
茂泉昭男著日本基督教団出版
局 1971
(新132.171; S 8)

十七世紀の思想的風土(名著翻訳双書)
B.ウィレー著深瀬基寛訳
(旧194;訊1)
創文社 1958
神の沈黙

リズムの本質
L ・クラーゲス著杉浦実訳
みすず書房 1971
(新141.22; K2)
ロックにおける人間と社会

平井俊彦著ミネルヴ丁書房
(旧194.3; H)

1964

サルトル全集
人文書院
職業の倫理
尾高邦雄著

(新135.9; S ‑5)
中央公論社 1970
(新153;の

宗教とは何か(宗教論集1)

近代日本思想史の基礎知識
橘川又三等著有斐閣 19n

Think on the8e thing8.

人間であること
時実利彦著岩波

Dial0曾Ⅱe8 0f A.N. whitehead
L. price 者 MentolBook

日本近代化と宗教倫理一日本近世宗

風土一人間学的考祭一
和辻哲郎著岩波 1964
(新121.9;訊1‑4)

1971

柏木義円集
伊谷隆一編朱来社 1970
(新121.99; K3)

人間不平等起原論
ルソー著岩波

道徳と宗教の二源泉
ベルグソン著岩波

ラッセルー外界世界の知識
(世界の名著)
B .ラッセル著巾央公論ネ1

寺田建比古著筑摩害房 1968

ベルグソン全集全9巻
白水社 1965‑66
(新135.フ; B‑3)

1964

ピューリタニズムの倫理思想
大木英夫著新教出版社 1966

三ム、

R.N.ベラー著堀一郎
池田昭訳未来社 1966
(新160'21; B)

日本倫理思想史上下(和辻哲郎全集
13,14)岩波 1961
(新121.9 ;訊1‑5)

西谷啓治著創文社 1961
(1日210.1; N2)
J. Krishnamurli 者 Harper &
ROW 1964

テイヤール・ド・シャルダン著作集

みすず害房(新135.9;T‑2の
トマス・アクィナス研究一法と倫理
と宗教的現実一

沢田和夫著南窓社 1969
(新132.263; S )
トマス・アクィナス哲学の研究

稲垣良典著創文社 1970
(新132.263; 12‑2)
山鹿素行集・吉田松陰集

村上倣治著玉川大学出版所

弓

と禅
オイゲソ・へりゲル著稲富
上田訳福村書店 1966

現代神学の潮流全7冊
新教出版社
(新194.08; G)
科学と宗教の斗争

フロイド選集全17巻
日本數文社 1952‑60
(新145.9; F2‑11)
異常心理学(岩波全書)
村上仁著 1952(旧147;M3)
岩波小辞典心理学第2版
宮城音弥編岩波 1970
(新140.3;1‑1a)
児童心理学
マッセン著:

岩波

基礎心理学
了ドコック著

誠信書房

心の話

宮城音弥訳タイムライフ社
The P8ych010gy of caTeer.

キリスト教思想における存在論の問題
有賀鉄太郎著創文社 1969
(新194.01; A)
キリスト教と禅体験
トマス・マートソ著池本・
中田訳エンデルレ書店 1969
教会史概説
カーノレ.ホイシ著 荒井献
加賀美久夫共訳 新教出版社
1966
(新197.01; H)
教会史概論
レーヴェニヒ著赤木善光訳
日本基督教団出版局

1967

心理テスト入門

(新140.3; S 2)
心理学の歴史
ルシュラソ著白水社
相談心理学
沢田康輔編朝倉害店 1957
Vocational P8ychlogy.
Johno, cristeS 著 1969

XviⅡiam Heinemann 1960‑64

(新992.1; 0)
日本キリスト教史
海老沢有道大内三郎共著
日本基督教団出版局 1970
(新197'1; E2‑2)

局

スイス宗教改革史研究
出村彰著日本基督教団出版

Univ.1970

フランス革命全3巻
マチエ老、岩波
フランス革命の知的起源上下

現代史序説
バラクラフ著岩波 1971
A 旺istory of Europe.
H. A. L. Fisher 著 ATnold
岩波講座世界歴史全30巻
岩波

(新208; D

新居英次著吉川弘文館 1970
古文書学概論
勝峯月渓著目黒書店 1930

局 1971

講座アメリカの文化全6巻別巻1
大橋健三郎加藤秀俊斎藤
真編南雲堂(新253;K2)

《歴

マックスヴェーバーと古代史研究
内田芳明著岩波 1970
(新230.3;訊1)

史》

アンシアン・レジーム

Prote8t in Meiji Japan.
Irwin scheiner 著 CalifoTnia

フランス現代史全2巻
了レグザンダー・ワース著
野口名隆高坂正亮訳すず
書房 19聡 59(旧936.8;工耐2)

古代中世の古文書演習

聖書1こ見る動物の世界
橋本重郎著同志社大学住谷篠
部奨学金出版会 1971
(新482; H)

《キリスト教》
Chti8tian converts and 80cial

英国近代精神の胎動
斎藤美洲著研究社 1966
(新233.05; S )

現代歴史学の課題一新しい歴史学を
学ぶためにー
歴史学研究会等編永原慶二
山口啓二監修青木書店 1971
(新201; G2)

出村彰著日本基督教団出版

園原太郎,柿崎祐一,本吉良治
監修ミネノレヴ丁書房 1971

束京大学出版会
(旧462; 1の

1969

Metamorph08eg.2 巻(The Loeb
Classica11ibrary,42‑43)
Ovidius Naso, publiuS 著

カリストナこちー

心理学辞典

中世的世界の形成
石母田正薯

D,モルネ著坂田太郎山田
九朗監訳勁草ぎ房 1969 71
(新235.061; M3)

再洗礼派一宗教改革時代のラディ

堀内・岩井著

中世社会の研究

旧約聖書概論
高橋虔山崎享著日本基
督教団出版局 1969

D. E. super著 Harper 1957
精神分析ノート
小此木啓吾著日本教文社

ホイジソガー著創文社 1965

松本新八郎著東大出版会 1967

ホワイト著岩波 1939
理》

中世の秋

メティヴィエ著
中世文化の基調
林屋辰三郎著
1953

白水社

1965

Ihe New generalion in Meiji,
J8P急n.
Kenneth B. pyle 茗 Stanford
Univ.1969

東京大学出版会
(旧914; H5)

日本古文婁学
中村直勝著

角川沓店

1971

日本人の中国観
安藤彦太郎著

勁草書房 1971
(新210.18; A)

日本史研究入門Ⅱ
井上光貞永原慶二著 東京大
学出版会 1969(新210 1; 1 ‑4)

歴史の名著・日本人篇
山口啓二黒田俊雄監修校倉
害房 1971
(新204; R)
歴史とは何か
林建太郎編至文堂 1966
(新204; H)
産業史 3(イ本系日本史叢書12)
古島敏雄若山川出版社 1966
(新210.08; T2)
トインピーとの対話
トインヒー著

未来を生きる
毎日新聞社

1971

テューダ・ヒューマニズム研究序説
植村雅彦著創文社 1967
(新233.051; U)
埋れた古代文明
シルヴ了バーグ著三浦一郎訳
法政大学出版局 1969
ヴァイマル共和国成立史
ローゼンベルク著みすず書房

シーニュ 1.1

M.ポンティ著

みすず害房

Tit8nia; the biography of
18ak Dinesen.

記》

バートランド・ ラッセル

J .ノレイ ス著ミネルヴフ書房
1971

ローザとマルクス主義
ルカーチ著平井訳ミネルヴ
生活古典叢書全8巻

House 1967

徳富蘇峰
早川喜代次著
纂会 1968

社会思想小史

社会思想史
出口勇威著筑摩当尻

徳富酢峰伝記編

社会思想史
城塚登編有斐閣
社会思想史概論
高島・水田・平田共著岩波

社会科学一般》
アジアを見直す
川冨田一郎著日経新聞 1968
新しい宗教改革
ポール・グ・"ドマン著片桐ユ
ズル訳紀伊国屋 1971
(新302.53; G)
ドイツ社会民主主義史上下
F.メーリング著足利未男等
ミネレヴ了・房 1968
(新309.4; M‑1a)
現代アメリカを支配するもの
陸井̲郎訳毎日新聞仕

FTed G. Notehelfeτ虐i二
Cambrid宮e 1971
日本国家の近代化とロエスラー
J.ジーメス著本間英世訳
未来社 1970 (新289.3;R9)

治》

《政

部落の歴史と解放運動新版
部離問題研究所 1966
(新316.4; B‑1の
ドイツ現代政治史
飯田収治等著ミネルヴ了書房
フランスの政治思想
メイヤー著岩波 1963

現代外交の分析一情報・政策決定・

反文明の世界

外交交渉一
坂野正高若
1971

イギリス革命の思想構造
浜林正夫著米来社 1966
(新309.023; H2)

現代行政国家論
手島孝老

近代日本思想史大系全8巻
宮沢俊義大河内一男編有斐
閣 1968
(新309.021; K4)

現代行政学
吉富重夫著

近代社会思想の源流
ユートピア」の分析一
(松山商利大学研究叢省)
伊達功著ミネルヴフ書房
1970
(新309.2; D)
トマス・モア

Kotoku S11USUI

(新308; S 4)

水田洋著ミネルヴ了台尻

Parmenia Mige1著 Random

深作光貞著三一書房 1971

《伝

ルカーチ著平井訳未来社

光生館

1970

平凡社 1966
(新389.1; N)

歴史と階級意識

了

歴史の名著・外国人篇
山口啓二黒田俊雄監修校倉
書房 1970
(新204, R)

サミユエル・ゴンパーズ自伝上下
S.ゴソハーズ自伝刊行会訳
日本読書協会 1969
(新289.3; G5‑1a)

日本民族の起源
岡正雄等著

房
書

増補日清戦争一その政治的・外交的
観察一
イ=夫清三郎著南窓社 1970
(新210.65; S )

ロバアト・オウエン論集ーロバアト・
オウエン生誕二百年記念一
家の光協会 1971
(新289.3; 08‑3)

子ども白書
日本子どもを守る会 1970

現代政治学
松下圭一著
1968

現代政治学入門
篠原
閣 1965

東京大学出版会
(新319.1; B3)
勁草害房 1969
(新317 1; T‑2)
勁草書房 1967
(新317.1; Y2)
東京大学出版会
(新3Ⅱ.上M1の
永井陽之助編 有斐
(新3Ⅱ 1;S)

行

政学
足立忠夫著
行政学概論上
辻清明著
1967

日本評論社 1971
(新317 1; A)

政治哲学序説
今井仙一著清水弘文堂 1970
(新311.1; 12)

東京大学出版会
(新317.1; T2)

政治と文化 (U P選書 27)
石田 雄著東京大学出版会
1969
(新310.4; 13)

行政学講義案

政治学原論序説
小林丈児著

長浜政寿著狗イ凹呈
行政学入門

青木書店 19釘
(新311.1; K4)

政治学研究

加藤一昭等著有斐閣

田畑忍著三和書房 1970

イギリス議会政治の発達

増訂政治学新講

国家と法
マルクスエンゲノレス著
平野義太郎編六月書店 1971

政治的なものの概念
C .シユミット著田中・原田
訳未来社 1971

猪木正道著有信堂

公務員制度

現代法思想の潮流一二十世紀の法思
想家北ちー
矢崎光圀編法律文化社 1967
(新321.2 ; Y )
現代刑法学の課題
日本評論社 1970
(新326.01; N2)

現代国際法
小田滋石本泰雄寺沢一編
有斐閣 1971 (新329.01;03)
現代の離婚問題
太田武男編有斐閣 1970
(新324.6; 0‑6)
現代法と市民(岩波講座現代法8)
加藤一郎編 1966
(新320.8; D

鵜飼信成編勁草書房
明治前半期のナショナリズム
坂田吉雄編未来社 1968
明治前期政治史の研究明治軍隊の
成立と明治国家の完成一
梅渓昇著未来社 1963
(旧419.1; U3)
ナショナリズムの発展

E.H.カー著みすず書房 1952
新版日本官僚制の研究
辻清明著東京大学出版会
1969
(新312.1; T3)
日本の政治文化
東京大学出版会

1970

《法

律》

Penguin

1970

行政手続法概説
中村彌三次著
1971

別冊ジュリスト
我妻栄編有斐閣
(新 P320.1; B)
文献研究日本の法社会学一法社会学
論争一
藤田勇 江守五夫編日本評
論社 1969
(新321.3; F)
英国行政法の研究
山本正太郎著弘文堂 1969
(新323.993; Y2)
演習民法一総則・物権一
遠藤・川井・西原編青林書院

Political ide丑S.

David Thomson 著

現代法学入門一法の観念一
D ・ロイド著川島武宜
六本佳平共訳日本評論社
1968
(新321.1; L‑1a)

徳本正彦等著法律文化社

イギリスの国家構造
ハーヴェイ著北西允訳
合同出版 1960

石田雄著

天野和夫編日本評論社

中山研一著

政治学入門

巾村英勝著至文堂

学習・法学小辞典

判例演習
平野

自治日殺社
(新323.9; N3)

刑法総論
福田・大塚編

法の変革の理論

平野義太郎著法律文化社
法の一般理論とマルクス主義
ハシュカーニス著稲子恒夫訳
日本評論社 1968
(新321 1; P3)
法の常識
渡辺洋三編

1971

有斐閣 1967
(新321;訊1‑2)

夫妻の法律
太田武男著有斐閣 1968
(新324.6; 0 ‑5)

法の支配と行政法

法と社会(中公新書)

政治権力と人間の自由
フランク・ノイマン著内山等
訳河出新社 1971

フランス行政訴訟論一越権訴訟の形
成と行政行為の統制一(神戸法学
双書9)
阿部泰隆著神P大学研究双
刊行会 1971
(新323.993; A8

政治思想小史(社会科学選書 1の
今井仙一著ミネルヴ丁書房
1959
(旧410.9; D

不当労働行為論(共同研究労働法1)
本多淳亮等著法律文化社
1969
(新328.63; F )

法学概論

政治

個人と統合一(UP選書)
阿部斉有賀弘斉藤真著
束京大学出版会 1967
(新311.1; A7)

有斐閣

1969

杉村敏正著有斐閣

碧海純一著
法学現代生活と法律一
大隅健一郎編有信堂 1964
(新321; 0)

山本桂一編

有信堂 19能
(新321; Y 2‑2)

法学入門
末川

科学としての法律学新版
博編

有斐閣 1967
(新321; S‑4)

法令全書複製版
内閣官報局(新320.91;H)
法

川島武宜著弘文堂 1964
(新321.1; K2)
家族法判例百選
加藤一郎

太田武男共編有斐

閣 1966

律(岩波新書)
末川博著

法律思想史概説
小野清一郎著一粒社
法律学基礎1卯講
天野和夫編日本評論社
法社会学
藤田・江守編日本評論社
法社会学方法論序説(学術選害)
江守五夫著法律文化社 1962
(旧451; Eの
法社会学における法の存在構造
川島武宜著日本評論社 1950
(旧451; K15)

祭りの法社会学
千葉正士著

刑法綱要総論
団藤重光箸創文社 1967
(新326; D3)

民

刑法の基礎(東大社会利学研究叢書2の
平野龍一著東京大学出版会
1966
(新326.01; H3)

民法風土記
中川善之助著日本評論社 1965
(新322.16; N2)

刑事責任の基礎一意思の自由と責任
月目ブJ^
大谷賓著成文堂 1968
(新326.01;02)

民法講義

権利のための闘争

民法論集
広中俊雄著

イェーリソグ著岩波 1950
近代日本法思想史 1・1 (近代日本
思想史大系)
野田良之等編有斐閣

法社会学の課題
戒能通孝等著

近代法における債権の優越的地位
我妻栄著有斐閣

1951

法社会学と法解釈学(東京大学社会科
学研究所研究双書14)
渡辺洋三著岩波 1963
(新321;W)
法思想史講義
阿南成一編
1970

青林書院新社
(新321.23; A)

IL0条約・勧告集第3版
労働省編労働行政研究所
1964
(新329.88; R)
Internationa11abour Iaw.

Istvan szaszy著

Sijth0丘

近代法の基礎構造
加古祐二郎著恒藤恭・沼田
稲次郎編日本評論社 1964
(新321.1; K)
国際判例研究1
横田喜三郎著

国際法講義
田畑茂二郎著

自治法と土地法
柳瀬良幹著

有信堂 1969
(新323.92; Y)

弘文堂 1970
(新321.3; C )

法(有斐閣双書)

遠藤浩等編 1970(新324;M9)

我妻

岩波 1965
(新324;晒1‑3)

栄著

東京大学出版会
(新324; H3)

1971

民法論集
星野英一著

有斐閣 1970
(新324; H2)

民法成立過程と入会権
福島正夫北条
害店

浩著宗文館

民法総則
1969

川島武宜著
日本の法学

有斐閣 1970
(新329; Y)

国際組織法(法律学全書29)
高橋悠著ミネルヴ了書房
1970
(新320.8; Hの

1968

岩波小辞典法律 第3版
戒能通孝編 1969
(新320.3; 13)

マックス・ウェーバーの法社会学(学
術選書)
石尾芳久著法律文化社 1971
(新321.3;W2‑2)

刑法講義一総論一
佐伯千仭著有斐閣 1968
(新326; S2)

法社会学の現代的課題一川島武宜教
授還暦記念1‑
潮見俊隆渡辺洋三編岩波
1971
(新321.3; U2)

法律文化社

協同自治と団結の諸問題
日本労働法学会会員編
総合労働研究所 1972

有信堂 1970
(新329.01; Tの

日本評論社編

1968

(新321.21; N2)
日本人の法意識(岩波新書)
川島武宜著
農村と基地の法社会学(東京大学社会
科学研究所研究叢書 15)
潮見俊隆若岩波 1960
(1日450.4; U)
親子の法律

婚姻の届出
太田武男等著
婚姻法成立史序説
熊谷開作著

有斐閣

1971

酒井書店 1970
(新324 6; K7)

12

太田止
1969

J

久貰忠彦者 右斐閣
(新324 6;0‑4)

ラートプルフ著作集
東示大学出版会

(新320.8; R)

開発の戦略

労働基本権論一戦後労働法史のイテ
オロギー的側面一
沼田稲次郎著勁草書房 1969
(新328.62; N)
労災害の法律相談(法律相談シリ
ズ12)
有泉亨編有斐閣 1971
(新328.64; A4)
生活保・法の法社会学的研究
鈴木一郎著勁草書房 1967
(新328.73 ; S 2)
戦後の法学
潮見俊隆編

社会保障法
荒木誠之著

日本評論社
(新321; U)

アーサー

済

《経

分析経済学入門
辻村江太郎箸

日本評論礼
(新331.フ; T3)

1970

フランス産業革命論
服部春彦著米来社 1968
(新332.35; H)
現代経済学ーマクロ分析の理論
上下
R.G.D .了レン著新開陽一
渡部経彦訳束洋釜済新桜社
1968
(新331.19; A 40

ス茗雄輝社
(新333.8, L3)

寡占論集
R.フりツシュ J.ヒックス
H.V.シュタッケンベノレグ謬i
大和瀬上原訳至誠堂 1970
ケインズー般理論の基礎一ーつの経
済原論
川口弘著有斐閣 1971
(新331.フ; K‑1の
計量経済学(岩波現代叢腎)
L.クライン若宮沢光
小1、1 、.〔,尺 1958
(111341; K22 20)

現代経済学一佃恪分杣の理論
ミネルヴ了書房

1971

社会事業法制概説(社会福祉*業シリ

J.M.ヘソダースソ R.E.ク
オソト著小宮隆太郎訳
創文社 1967
(新331.19 ; H2‑1a)

ーズ4)

小川政亮著誠信書房 1964
(新328.73; 02)
私法の法社会学
高梨公之編法律文化社 1962
司法権独立の歴史的考察増補版
家永三郎著日本評論社 1971
(新323.01; 1 3)
市民のための法律相談
谷口知平石田喜久犬著
閣 1971

現代経済学への途

名和献三編法律文化社 1968
現代の経済政策上下
E .S ・カーシェソ等著渡辺
経彦監訳東洋経済新報社
1965‑66
(新333; G2)
現代の経済学 1.2.3.

建元・渡辺編倒本経済新聞社
有斐

1970 1971

改訂版現代国際経済理論
梅津和郎著杉山書店

親族法
我妻栄著有斐閣 1959
商業信用状論増補振
伊澤孝平著有斐閣 1965
(新328.14; D
所有権法の理論
川島武宜箸

ノレイ

1972

現代ヨーロッパ経済論
梅津和郎著ミネルヴ丁書房
1972

相続法
小川善之助著油斐閣 1959
ソピエト法理論史研究 1917‑1938
ーロシ了革命とマルクス主義法学
方法論一(東宗大学社会利学研
究所研究叢書第27)
藤田勇著岩波 1968
(新321.23; F2)

沢通進等訳
大学出版局

雄沖社

1970

経済危機どこへ行'く
灘波田春夫著講談社
経済成長モデルと経済発展
飯田経夫著了ジア経済研究所
1971

経済成長と資源配分
嘉治元郎著岩波
経済政策原理
訊/.オイケン、""大野忠男訳
勁草青房 19釘(新333;E2)
経済政策原理混合経済の理論一
熊谷尚夫著岩波 1964
(新333; Kり
経済政策の原理(経済政策D
加藤寛等編有斐閣 1971

現代資本主義
1、..ショ'

岩波 1949
(1日453.3; Kの

1972

経済開発と計画
ベトウレエイス苓

ールド著海老
オ、ノクスフォード
1968

(新332.伽; S 3‑1a)
一般経済政策論一経済政策論の動向
と基本問題一
野尻武敏著 N戸大学研究双書
刊行会 1965 (新333;N2)

価値と資本一経済理論の若千の基水
原理に関する研究一全2巻
J. R. HickS 著安井琢磨
熊谷尚夫訳岩波 1967
(新331.フ; H6‑2)

経済史学
角山

栄著東洋経済新報社

経済体制論
加藤

寛著東洋経済新縦礼

1971

経済体制論序説
野問俊威著

有斐閣

1968

ケネディ時代の経済ーニューエJ/
ミ、,クスの実験一
セイモア E .ハリス著村松

増美訳サイマル出版会 19能
(新333.0253; H‑2)

近代経済分析
その発生過程と内
容
W.フェルナー著松代和郎訳
創文社 1965 (新331.19; F‑2)
近代経済学全3巻
熊谷尚夫大石泰彦編有斐閣
1970
(新331; K16)

灘波田春夫著

前野害店

国際貿易と経済成長
H.G.ジ,ソソン著柴田裕
訳弘文堂 1970
(新333.6 ; J 2‑4)

東洋経済新報社

公文・堀訳学研

1971

改訂新版マクロ経済学一国民所得
の測定・理論浦よび安定政策一
ダンバーグマクドウガノレ著

大熊一郎宇田川璋仁訳好学
社 1970
(新331.19; D8‑1a)
ニュー・エコノミックスの理論
W'.W.ヘラー著問野・小林共
訳ぺりカン社 1969
二重構造の分析
玉野井芳郎内田忠夫編東洋
経済新報社 1966
日本経済分析の再検討(現代の経済
と社会第1集)
伊東光晴編廣文社 1966
(新332.81; 1 ‑2)
日本の経済発展上下
W.W'.ロックウッド著
中山伊知郎監訳東洋経済新報
社 1958 (1日3四.1;L‑1a)
日本経済の転換点一労働の過剰から
不足ヘー(数量経済学選書2)
南亮進著創文社 1970
(新332.81; M12)

G.P.シュノレツ R.Z.アリバ

岩波 1967 (新332.81;K1の
日本近代経済形成史
向橋亀吉著 東洋経済新報社
1968
(新332.105; T)

所得と分配
木村憲二著日本評論社 1970
(新331.85; K3)

社会科学研究叢害1)
未来社 1968
(新332.81; S2)
大塚久雄著作集全10巻
岩波 1969 1970 (新332;0)
リアルタイム

J.マーチン著北原安定訳
日本経営出版会 1968

チ,ロナー著未来社

有斐閣 1961

1964

所得政策論争
一編金森丸茂監訳東洋経
済新報社 1968

産業革命期の人びと

国際経済論と日本

マクロ経済学
アテ4工等著

木村健康大内力宮沢光一編

1970

国民所得理論
宮沢健一著筑摩書房 1967

国際流動性論集
鈴木浩次編

還暦記念論文集一

日本資本主義構造の研究(専修大学

国家と経済

中西市郎著

日本経済の統計的分析一内藤勝教授

産業構造論(経済学全集 13)
篠原三代平著筑摩書房 1966
(新330.8; K5)
産業民主制論
ウエッブ夫妻著高野岩三郎訳
法政大学出版局 1969
生産と分配の新古典派理論上下
C . E.フフーグスン著木村憲
二訳日本評論社 1971
(新331.フ; F4‑2a)
戦後日本の経済過程資本蓄積とバ
気変動一
大島清榎本正敏著東京大
学出版会 1968
(新332.106 ;03)

宗教改革から産業革命ヘーイギリス
近代社会経済史 1530‑1780年一
クリストフ丁・ヒル著浜林正
夫訳未来社 1970
(新332.33; H13)
ソ連経済
アレク・ノーヴ著公文俊平訳
日本評論社 1967
(新332.838; N4)
数量経済分析一成長をめぐる諸問題
(数量経済学選書1)
渡部経彦著創文社 1970
(新331.19;訊13)
低開発国の経済改訂版
H.ミント著結城司郎次木
村修三共訳鹿島研究所出版会
1970
(新333.8;M3‑1幻
安井琢磨著作集
創文社 1971

《経

(新330.8; Y)

営》

資本自由化と日本資本主義分析
杉本昭七著汐文社 1967

=岡著

未来社

資本と成長 1.2
J. R.ヒックス著安井琢磨
福岡正夫訳岩波 1970
(新331.82 ; H I0)
新国土計画論
主EU凹
1968

資本

Accounting for management
Contt01.

資本主義成立の研究

一土地利用計画の
宮沢弘著有斐閣
(新333.91;M2)

成長技術進歩
R.M.ソロー著福岡正夫神
谷伝造川又邦雄編訳竹内書
店 1970 (新331.フ; S24‑2b)

C.T. Horngren 著
Prentice‑Ha11 1965

新しい産業国家
ガルブレイス著石川通辻鈴
木哲太郎宮崎勇典訳河出醤
房新社 1968
(新335.3; G2‑1a)
直接原価計算(アメリカ管理会計シリ
ーズ 3)

染谷恭次郎監訳 日本生産性本
部 1968
(新336.8; A3)
直接標準原価計算
久保田音二郎著千倉書房

C08t 丑Ccounting aミkalygi8 and
Contr01.

G. shiⅡinglaW 著 R.D. Grwin
1967

原価管理会計
番場嘉一郎著

小央経済礼
(新336.85; B4)

1968

原価差異の分析
米国会計協会編日本生産性本
部 1967

オペレーションズ・りサーチ手法
と例題(現代経営科学シリーズ)
サッシーニ窒阜老〒菜果口隻ミ^竪金副で
紀伊国屋害店 1960

インフレーションとドル危機
M.フリードマン著新開陽一
訳日本経済新聞社 1970
(新337.253; F‑2)

オペレーションズ・りサーチ入門上下
チャーチマン等著森口繁一監
訳紀伊国屋吉店 1958
(1H343.2; C2)

インフレーションと平価切上げ
波多野貞箸ダイヤモンド社

オペレーションズ・りサーチ読本
刀松戴名日本評論礼 1970

管理会計の基礎(アカ管理公'・i'シ
リーズ 1の

損益分岐点分析(丁メリカ管埋会言1シ

訊1.B.マクフフラン

恭次郎監訳日本生産性本部

)

生産計画と在庫管理(現代経営科学シ
j

会計測定の基礎一数学的・経済学的
・行動学的探究一
井尻雄士著 東洋経済新帳社
1968
(新336.9; 17)

ーズ

J.F.マギー著松田彦一等訳
紀伊国屋青店 1961

リーズ2)

米国会計恊会編諸井 1」.1口訳
日本生産性本都 1959

1967

1971
International finacial etatistics.

International Monetary Fund
貨幣・利子およぴ価格貨幣理論と
価値理論の統合一冉版
D ・、ティンキン著貞木展生
,武功草書房 1971
(新337.1; P‑1b)

価格変動とインフレーションの理論
J.D.ピッチフォード著大住
栄治訳勁草害房 1968
(新337.9 ; P‑1a)

経済成長の理論と計測東京経済研
ソ

ト

︑コ

経営原価会計

中垣昇等訳
1970

経営労働論序説
古林喜楽著

究センター主催第3回コンフ了レ
ソス議事録一
稲田献一 内田忠夫編岩波
1966
(新337.91; D

シリソグロー著

日本生産性本部
(新336.85; S ‑1a)

経済成長理論の展望東京経済研究
ミネルヴフ書房

1967

《財政・金融

経営数学(会計数理)
野沢考之助著 1971
経営と経済学のための基礎統計学
全3巻
J.ニー・ター W.ワッサーマン
著保田順三郎訳ダイヤモソ
ド社 1964‑65 (新336.1; N2)
経営者資本主義の経済理論
ロビン・マリス著大川勉
森重粂沖田健吉訳束洋経
許新報社 1971
(新336; M11‑1a)
計数管理の基礎
井尻雄士著

岩波 1970

Management accountin宮
Principle.
R.N. Anthony li R. D. GいVin
1970

日本中小企業の構造変動
清成忠男著新評論 1970
(新335.35; K7)

セソター屯催第5回コンフ了レン
ス議事録一
筑井甚吉 村上泰亮編岩波
1968
(新337.9; T6)

アメリカ経済の発展構造
向山巌著未来礼 1966
(新337.953;M)
安定・成長と財政(講座日本の財政3)
藤田晴牛島正著
東洋経済新報社 1970
Balance of P丑yments year book.
International Nlonetary Fund
ドル防衛白書一自由山界経済に浦け
るドノレイ酬直の堅持
アメリカ財務省著海老沢通雄
間野英雄小沢敏訳ぺりか
ん社 1968 (新338.97;A6)
ドルと国際通貨制度
A.H.ハソセソ箸鈴木浩次訳
東洋経済新線社 1966
(新338.97; H3)
現代国際投資論 一理論と現実一
中西市郎著 ダイヤモンド社
1965
(新338.92; N)

15

経済成長論
ι昔

/1L三

憲治郎著

経済成長論
森嶋通夫
1970

岩波 1969
(新337.9; A4)

伊藤史朗編創文社
(新337.9;M12‑2)

金とドルの危機一新国際通貨制度の
提案一
R.トリフィン著村野孝
小島清監訳勁草書房 1967
(新338.97; T3)
金とSDR 一槌界通貨の研究一改訂
増補版
松村善太郎著 日本経済新開社
1969
(新337.3;M4)

国際金融論(現代金融論選集)
三木邦男著社団法人金融財
政事情研究会 1970
(新338.9;Mの

国際通貨ドルの研究
松村苫太郎著
1964

戦後世界の経済過程
ダイヤモンド社
(1日345.9; M2)

大島清編
19能

国際通貨価値論一60年代の国際通貨
の動揺一

波多野真著弘文堂 1970
(新338.97; H5)

ドル危機の解

明一

新外国為替論序説
足立禎著
会 1969

東京大学出版会
(新333.6; 0‑2)

部落問題の歴史的研究
藤谷俊雄著部落問題研究所
1970
(新361.4; F4‑2)
部落をどぅ考えるか
東上同心著部落問題研究所

外国為替貿易所究

1971

賃

国際通貨改革論
R.ハロッド著堀江薫雄監訳
日本経済新聞社 1966
(新338.97; H2‑1a)

Staff papet.
International Monetary Fund.
The gtageg of economiC 宮rowth ;
a non‑communist lnanifesto.

国際通貨制度入門
望一

一歴史・現状・展

Rostow, W.工入7.著 Cambridge
Univ.presS 1964

R .トリフィ ン著柴田裕

松氷嘉夫訳

ダイヤモンド社
(新338.97; T3‑2)

1968

国税のしくみ
西村民之助著
1971

レイフ

・ヨハンセン著宇田川
好学社 1970
(新341; J )

日本の経済成長一成長コソフ丁レン
スの穀告と討論一(日本経済研究
センター双書 8)
篠原三代平藤野正三郎編
日本経済新聞社 1967
(新337.91; S 2‑3)

財政理論一民主主義過程の財政学一
ジェームズ M.プキャナン著
山之内光躬日向寺純雄訳勁
草書房 1971 (新341;B‑1a)
財政支出の経済分析
貝塚啓明著創文社 1971

1969

R .訊1

安全・衛生・災害補
佐藤進著総合労働 1969
安全性の考え方
武谷三男著岩波 1967
(新519.6; T4)

D.E. super 著 Harpeτ 1949

E. H

ソロー著岩波 1971

斉藤

一著

現代の労働問題
産本武著

新しい社会

成長理論

英国労働法理論史
片岡昇著

1968

《社会・労働》

東洋経済新報社

同和教育運動の歴史と理論
西滋勝著部落問題研究所
1971
(新378.9; N3)

福祉の思想
糸賀一雄著

Apprai8ing vocational fitnee8.
尾崎英二著

東上高志著汐文社 1969

財政学 2 一日本の財政一
木下和夫肥後和夫大熊一郎
編有斐閣 1970 (新341;K)

ム、 1969

SDR

同和教育の全体像

婦人労働

PPBSの基礎知識
金子太郎編金融財政事情研究

PPBSの理論と手法
D.ノーヴィック著福島康人
訳日本経済新聞社 1969
(新344; N)

同和教育の研究増補版
小川太郎著部落問題研究所

財政学 1 一財政の理論一
木下和夫肥後和夫大熊一郎
編有斐閣 1970 (新341;K)

日本財政の構造と特徴
佐藤進著東洋経済新報社
1966
(新342.1; S 4)

PPBSの理論と実際
金子太郎加藤隆司共編金融
財政事情研究会 1970

同和教育における学級経営
佐古田好一著部落問題研究所
1971
(新378.9; S ‑2)

1968

予算論
松野賢吾著千倉書房 1969

中央経済社
(新345.21; N2‑2)

公共経済学
璋仁訳

(新337.9; R‑3a)

銀

大河内一男著有斐閣 1970
(新366.42; 02)

岩波

カー著
1953

清水幾太郎訳
(旧304; C4)

有斐閣 1956
(旧325; K62‑2)
労研出版部 1969
(新366 9;R)
日本放送出版協会
(新369.021; D
日本評論社 1971
(新366; F4)

現代社会学
G.オシフフ著佐野・石川・
古城訳青木書店 1971
現代社会学と社会的現実ープルジ.
ア社会学批判一
河村望宇津栄祐著青木吉
店 1971
(新361.2; K‑2)
変貌する労働環境
三浦豊彦著

労研出版部 1970
(新366.96;M)

イギリス労働運動史全3巻(岩波
現代叢書)
G. D. H.コーノレ著林健太
郎等訳岩波 1952‑57
(旧325; C6‑2a)

児童ケースワークー子どもの福祉の
北めにー

ミネルヴ丁書房
(新369.4; J )

大塚迷雄等著
1969

家庭事件の法社会学

湯沢犯彦著岩波 1968
(新367.3; Y3)
︑︑︑

家庭と職業
ニルダール著大和沢
ルヴ了書房 1969

气ネ

日本資本主義と労働問題
陪谷三喜男小林謙一兵藤
釧著東京大学出版会 1967
(新366.021; S‑2)
Occupationalinformatiott.
C.1". S11arke 著 Prentice‑
HaⅡ 1959

バワー.エリート
C. W.ミルズ著鵜飼イロ成

綿貫譲治訳東京大学出版会
企業と労使関係
藤田至孝 石田英火著筑摩書
房 1970

(新361.4; M3)

1963

A. B. Atkinson著 Cnmbridge
清ノk,沢亡IK社

Univ. presS 1970

1960

平凡社 1971

マックス・ウェーバーの社会理論
山秀夫著岩波 1950
(1日300.9;W2)
Man in a w0寮ld at Work

Houghton

H. BoroW 著
Nli肌in 1964

労働時間・休憩・交替制一その労働
科学的見解一(労働科学叢書Ⅳ)
斉藤一著労働科学研究所出
版部 1954 (旧325;S15‑2)
労働白書一労觸経済の分析一
労働省労働統計調査部編 労'倒」
法令協会
(新366.021; R )
労働時間の理論と問題

Mentali11negs and 80ci丑I work.

E. Heimler 著

Pen8Uin 1967

みんな同じ人間なのだ

奈良市同和教育研究会編 汐文

内洛義夫著日本評諭新社
1962

労働科学序説(新文化叢書)
内海義夫著法律文化社 1954

社 1965

応するかー

A.トフラー著徳山二郎訳
実業之日本社 1970
(新361.6; T3)

労働科学読本
勝木新次著
版部 1964

桑原呂宏著法津文化社 1971

済論)
西川俊作編
1971

日本経済斬朋礼
(新366.21; N2)

日本労働協会 1970

災害・りハビリテーション心理学(産
業心理学泌座 4)
辻村泰男編朝倉占店 1967
(新366.94; S 2)
産業民主制論
シドニー・ウェップビ了トリ
ス・ウェッブ共著高野岩三郎
訳同人社書店 1927
(1日 1 325;W2‑2)
産業心理学からみた労働と人間
狩野広之著誠佑書房 1965
(新366.94; K)
成人用なかま

奈良県部落解放研究会 1971

ミネルヴ丁書房

生活保
労働科学研究所出

日本資本主義と「家」制度(東大社会
利学研究叢害 23)

福島正夫著東京大学出版会
(新367.3 ; F )

1967

海道進著ミネルヴ丁書房
享茗有斐閣

1970

労働基準法上下

労働省編労務行政研究所 1971
日本資本主義と部落問題
馬原鉄男著部落問題研究所出
版部 1971 (新361.4;M2D

制度とそのあり方一
明山和夫著ミネルヴ了省房

社会主義賃金の理論

労働基準法
有泉

1968

1967

労働災害と日本の労働法

(旧325; U8)

未来の衡撃一激変する社会にどう対

年功的労使関係論
津田真徴著

労働組合法の生成と変転
山中篤太郎著同文館 1928
(1U 1 325; Y3)

労使関係研究会報告書

子どもの仕事
ミュラー著

労働組合運動史改訂版上下
ウェップ夫叟茗高野岩三郎沢
明治文献 1968

労市場(リーディソグス・日本経

Poverty in Britain and
the reform of gocial eecurity.

供の権利
シャザノレイ与

労働組合一理論と運動一上下
レーニン著大月書店 1970
(新366.6; L)

ミネルヴ丁書房

1971

せりか書房 19能
(新361.1; T2)

佐藤勉著佃星社厚生閣
1971
(新361.16; S )
新社会福祉行政
岸野駿太著

労働組合改訂版
大河内一男著

社会哲学の復権
徳永恂著

社会学的機能主義の研究

労働基準法
恒藤武二著

1970

有斐閣 1970

良書普及会 1970
(新369.1; K3)

職業指導研究セミナー報告書 19釣
日本職業指導協会 1969

実践進路指導講座 4巻
増田幸一監修実業之日本礼
1971

集団の一般理論
清水盛光著岩波 1971
(新361.4 ; S 23)

笠間の教育
笠問小学校著

部落問題研究所

1969

Social C8Sework.

Noel TimmS 著 Routledge
and Kegan pau】 1970
Social C88ework 8nd admini8

Anthony Forder 者

Faber

これからの教育同和教育読本にん

市民のための生涯教育

育委員会社会教育部 1971

1966

綜合社会学の構想
新明正道著 恒足社厚生閣
1968
(新361; S 12‑2)

高等学校進路指導の手ぴき〔ホームル
ーム担任編〕
文部省著実業之日木礼 1962
教育と教育学
勝田守一著岩波 1970
(斬371; K6 3)
人間像と教育・その実践
上田点編明治図書 1969
(羽1371; U)

《教

育》

Reseatch in education.

文部省編実業之日本社 1963

外国の社会教育施設
古木弘造編著光文書院 1965
現代教育の思想と構造
堀輝久著岩波 1970
aim8 0f education, ot11er
e8Say8.

A. N. whitehead 著
Ernest Benn 1966

最新進路指導事典
伊藤祐時等編第一法規 1967
(新375.2; S )
戦後日本の教育改革全10巻
海後宗臣監修東京大学出版会
(新372.1; S4)

社会教育(教育学叢書第16巻)
確井正久編著第一法規 1970
社会教育概説
永杉喜輔藤原英夫編著

協同出版 1967 (新379;N)

ほんとうの教育者はと問われて
朝日新聞社編朝日新聞礼
1970

社会教育法制研究資料 1一廻
日本社会教育学会社会教育法
会

制研究会編社会教育法制研究

1968

吉田昇著日本放送出版197
生涯教育
森隆夫編薯
^
ユエ

1970

帝國地方行政学
(新379.1; M)

集団の教育
庄原11i教育委員会編部落lg題
研究所 1963
続・外国の社会教育施設
凸木弘造編高光文■発 1967

《自然科学一般》

衛生管理
労基局編
会

中央労働災害防止恊

疫学総 論
山本俊一著文光堂 1970
現代精神薄弱児講座
三木・辻村編日本文化利学礼
1971
五人のカルテ

マイクル・クライトン著早川
書房 1971

医学のすすめ(学問のすすめ 14)
川上武松田通雄編筑摩書房
(新490.フ; K3)

1971

井上毅の教育政策
海後宗臣編

伊蔵隆二著福村出版 1971

人間像と教育・その理論
上田燕編明治図書 1969
(新371; U)

中学校・高等学校進路指導の手ぴき
〔職業指導主事編〕

旺e

進路指導
増田幸一伊藤 博編 創元社
1967
(新375 2;M2)
心身障害児教育講座

大阪市教育委員会著大阪市教
& FabeT

教育 15集)
吉田昇編東洋館 1971

家庭の教育全4冊
勝田守一等著岩波

げんー

tration.

社会教育法の成立と展開(日本の社会

1969

東京大学出版会
(新373.1;ト2)

社会教育事典
河野等編著 帝国地方行政学会
1971

子供のからだ
シュトラウツ著 創兀礼 1952

Introduction to life‑10ng
education.

Paul Lengrand
1970

UNESCO

社会教育の技術
平沢・日高編
連合会 1967

全日本社会教育

工業文明の誕生と現代世界
ネフ著ボ来礼

束大出版会 1969

サイバネティックスと
人間機械論
社会
N. Nviener 著 池原訳みす
(新401;W‑2)
ず書房 1949

人間の歴史全6巻
安田1悳太郎著
57

脳

光文社 1951‑
(旧909; Y 4 )

キヨ1皮

脳のはたらき

吉井直三郎著

論談礼 1969

学

Physical 0賢ganic C11elnistry.
Hammet 著 Nlcgraw‑HiⅡ
1970

産業における精神衛生(枯川科学全
書 11)
A.ミクリアソ・テイラー若
中村豊訳岩崎学術出版社
1967

新しい数学の構造
J. G.ケメニー等=矢野健太
郎訳ダイヤモソド社 1967

微分方程式論(現代数学講座)
福原満州雄佐膝徳意著

共y

中川米造著

代数学と幾何学

プログラム学習による FORTRAN
日本電イ言電話公ネ士編電気通イ言
協会 1968 (新418.6;N4‑2)
最新代数学と幾何学

《物理学》

物理化学

'野健太良'、裳華房

井本立也著

FORTRAN プログラミング入門佗)

医局薬出版 1971

朝倉書店 1970

物理数学 1・'
小平吉男著現代工学社 1971
物理学読本第2版
朝永振一郎宮島竜興共編
みすず害房 1969 (新420;T2)

森毅著現代数学社
医局薬出版

1962

社会のなかの医学
高楕晄正著

プログラム学習によるCOB0ι 1‑V
日本電信電話公社編電気通信
協会 1968

大学演習べクトル解析
矢野健太郎石原繁典著
裳華房 1964 (新413.52;Y)

現代の古典解析
厚生省編

明治図書

森毅著

COBOE プログラミング入門(3)
(EDPS 入門シリーズ)
口本電気情帳処N教育部編
矧本能率脇会 1969

本屯気情蝦処理教育部編
日本厶三卓協会 1969

世界の医療制度

森村英典訳広川

施沢精二広川害店

(EDPS 入門シリーズ)

世界の医学教育

確率論とその応用 2 上・下
フェラー著河田龍夫盟、訳
紀伊國屋 1969 70

マトリックス

出版

乳幼児の精神衛生
ジ,ソ・ボウルビイ薯煕田実郎
訳岩崎学術出版礼 1968
(新493.93; B3)

1960 61

待合せ理論入門
ヒンチン著
書店1959

微分方程式を中心とした微分積分学
一松信著裳羊房 1971
(新413 3; H2)

の話

時実利彦著

《数

著

時実利彦著

工尹

目でみる脳

確率論とその応用上・下
河田龍夫霊訳

ラ國

胎生形態学一初期1丕生と人の器官発
生一全改訂第4版
関正次著杏林書院 1965
(新491.2 ; S )

フ紀

固体の化学(広川化学シリーズ 2の
Andrew K. Galwey '筈
高島良正監訳広川書店 1969
(新428.4; G)

東大出版会 1969

自然界における左と右
マノレテーソ・ガードナー著坪
井忠二,小島弘ル訳紀伊國
(新429; G)
厘書店 1971

行列と行列式(数学選禽 1)
佐武一郎著裳華房 1964
(新411.3 ; S 2)
常微分方程式新版
ポントリヤーギン著
訳共立出版

末岡清市共編裳華
(新423; Y‑2)

エンタルピ組成線図(工業物理化学
シリーズ 1‑2)
千葉克裕

常微分方程式の解法
木村俊房著培風館 1958

創造性の科学一図解 等価変換理論
入門一
市川亀久彌著 1ヨ木放送出版恊
(新401, 1 4)
会 1970

大学演習力学
山内恭彦
房 1966

科学者・技術者のための基礎数学
矢野健太郎石原繁著裳華
房

江崎正直著共立出版 1969
一般力学増訂第3版
山内恭彦著岩波

1963

(新423; Y)
個体の熱力学
スワりソ著上原邦雄等訳
コロナ社 1967

レオロジー(岩波全書 249)
中川鶴太郎著岩波 1965
(新428.3; N)
力

学増訂新版
ランダウ=りフ シッツ著広重

徹水戸巌訳
1970

力

東京図書
(新423; L‑1且)

人間の来た道一人類学入門
(アメリカ自然博物館科学叢書)
W.ハウエルズ著石田周三
石田了ヤ訳創元社 1950
(旧567; H7)

アナログ回路(電子回路設計シリーズ)
三浦武雄横沢典男著日則工
業新聞社 1969 (新549.3;M5)
新しい電池
吉沢四郎編

東京電機大学出版

人間の生物学(文庫クセジュ)
フフソク著丸選

流体力学(岩波全書)

流体力学序説
富田幸雄著養賢堂

シュレデール著白水社

1966

人間とはなにか(岩波新書)
J. B. S ホールデソ著ノ峅多龍
一訳 1952
(旧561; H2)

今井功、痔 1970

1971

Scientific foundation of Ψ急Cum

techniqⅡe.2nd ed.
S. Dushman & J. M. Lafferty ゜m
John wiley 1962

人間はどこまで動物か
ルトマソ著岩波 1961
小解剖学改訂版
西成11i著金原出版 1959
(1H591; N‑2)

超音波回路(電子回路設司・シリーズ)
石渡昭一谷沢公彦谷村仲一
著日刊工業新聞社 1968
(新549.9; D
電話宅内設備(技術叢書第4集)
水沢慶太郎著電気通信恊会
1966

データ伝送回路(電子回路設剥'シリ
ズ)林龍彦藤森昇治鹿又光
日刊工業新聞社 1968
(新547.51; H)

《工学・一般工業》

海水の化学(海洋科学基礎謡廊 10)
堀部純男等薯東海大学出版会
1970
(新452; K3)

《生物学》

工学基礎熱力学
谷下市松著

人についての生物学卜1
1958

人の進化
近藤四郎著みすず書房

1967

吉沢円郎編いずみ宵房 1971

坂井卓三著

田宮博等著共立出版

C和0形交換設備(技術叢書第5集)
廣田憲一郎著電気通信協会

電気化学実験法改訂版

初等力学(岩・波企・,1D

1961

晏華房 1971
(新501 26 ; T‑3)

工学のための熱力学
後藤佐吉著朝倉書店 1970
(新501.26; G3)

人の進化
ワイデソライヒ若 岩波 1953

内燃機関工学
古浜庄一著産業図齊

伝学に基づく生物の進化
駒井卓著培風館 1963
(新467.5; K)

1970

駒井卓著培風館 1962

人体の話
タイムライフ子に

ディジタル制御回路(電子回路設計
シリーズ)
凉田尚文島田良作著日刊工
業新聞社 1968
(新549.3;亘2)
半

体IC論理回路(電子回路設計シ
リーズ)
片方善治生沼徳二木下英実
著日刊工業新聞社 1969
(新549.3; K5‑2)

半導体の基礎技術
「物性」編集委員会

熱機関工学

半導体工学演習 1(最新電気工学演
習集成)
田中昭二小林嶺夫共著
学献社 1967 (新549.8;T3)

西脇仁一編著
人種(現代利学叢書 4の
クーンガーソバードセノレ著
須田昭萎香原志勢訳みすず
書房 1957
(旧568; C3)

データー通信システム入門(EDPS
入門シリーズ)
日本電気情報処理教育部編
日本能率協会 1969

内燃機関の実験と計測
内燃機関編集委員会編山海堂
1969
(新脇3.4; N3)

人類を主とした'伝学

小川県1三訳

《電気工学》

ダート著みすず書房 1960

1970

学
スレイタ

ミッシング・りンクの謎

朝倉害店 1970
(新533.1; N2‑2)

人間機械論サイバネテイックスと
社会
ノバート・ウィーナー箸 1也原
」上戈夫訳みすず青房 1955
(1Π650 ;訊1‑2)

20

模害店

1舗6‑

磁性体・誘電体の物性工学(物性工学
講座6)
高木 豊 沢田正三北著オー
ム社 1967

反応工学計算法
井<立也編朝倉省店 1963
(旧660.92; D

変貌する産業社会
レイモン・アロン著荒地出版

川辺和夫茗典立出版

化学反応の速度論的研究上・下
鍵谷勤著化学同人 1970
(新431.34; K)

イギリス農業革命史論
楠井敏朗著弘文堂 1969
(新612.33; K2)

マイクロ波回路(電・f回路設"1'シリ

化学熱力学一自由エネルギーの理論

十八世紀イギリスにおける農業問題

広帯域信号回路(電子回路設計シリ
ズ)
片方善治著 日刊工業新聞社
1968
(新549.34; K)
強誘電体

とそ0)応用一

ズ)

ハバカク著太来礼

日刊工業新聞社
(新549.3;Mの

水谷嘉之茗丸善 1956
(旧531.6 ;M)

マイクロウェープ通信 (技術叢吉第3
集)
松本高士著電気通信協会

化学熱力学概説(工業物理化学シリ
ズ1‑1)
諸住高著共立出版 1969
(新431.61; M2)

石井宗典等著
1969

1964

システム設計入門(EDPS 入門シリ
ーズ)
口木屯気情板処理教育部机
日本能斈協会 1969
トランジスタ高周波回路(電・f回路設
計シリーズ)
鈴木五郎松井孚夫久保大次
郎著日刊工業新聞社 1968
(新549.39 ; S )
ズ

リ

トランジスタパルス回路 C電子回路設
言'シ

片方善治木納 崇 金子家男
著日刊工業新聞社 1968
(新549.3; K5)
通信用電源(技術叢害第2集)
原田安雄著電気通イロ協
通信用ケープル(技術叢書第1集)
梧本真澄著電気通信協会 1965
新版有線通信工学
小島哲大谷薫辻得二著
電気書院 1969

1970

化学熱力学入門
ナッシュ署北}ネ文雄よ広川
書店 1969
新版工業化学概論上
功刀・吉沢・田村箸丸曾 1969
ものをきれいにする方法(「物性」実
験技術シリーズD
「物性」編集委員会模誓店
1969

Phy8ical organic chemigtry.
Louis p. Hammett j{、雲智リ苫
1940
(比1531; H )
ThermodynamiC8
K. S. pitzer A. L. Brewet 著
Mcgraw‑HiⅡ 1961
統計熱力学入門(広川化学シリーズ25)
Leonard K. Nash 著北原文
雄訳広川書店 1969
(新431.61; N )
Un北 Procee8 in org丑niC 8ynt11e8is.
P.H. Grog8inS 著
International student edition

開発と援助の構想
ピ了ソソ著 火来訳日本経済
新聞社 1船9
(新333.8; C )
講座現代農産物流通論 全6巻
桑原正信監修 家の光協会
1969‑71
(新611; K)
日本農業と経済成長
川野重任加際譲編東h、人
学出版会 1970
(新612.1; K3‑2)
日本産業と寡占体制
中村秀一郎杉岡碩夫竹中一
雄共著新評論 1966
(新602.1, N3)
^^^舌お言兪
飯沼二郎著

米来社 1967
(新612.1; 13)

農業近代化の理論
T.W.シュルツ著逸見謙三訳
東京大学出版会 1966
(新611; S2‑2)
産業構造論
篠原三代平著筑摩書房
成長メカニズムと農業
農政調査委員会編御茶の水吉房
1970

新稿日中貿易通信文
矢野春隆著光生館 1971

工業化学・化学工学
超微成分分析 1・1
産業図書 1971 (新433;C)

産

業

Chin8 t弐8de progpecta and u. S.
Policy.
A. Eckstein 著 Praeger 1971

液体物性と無機溶液反応(工業物理化
学シリーズ1‑1D
井上嘉犯著共立出版 1969
(新571.01; D

大規模時代の終り一多元化する産業
組織
「1村秀一郎著ダイヤモンド社

現代化学シリーズ
束京化学同人

Direction of trade.

1970
1960

(新430.8; G)
反応工学
W01貼著大竹等典訳丸善
1965

Intetnational Monetary Fund
技術革新と日本業
神谷慶治編大明堂 1969
(新612.1; K6‑2)

食品流通の経済分析一競争と価格形
成一
ゑ宏著東洋経済新毅社 1970
(新673.5;M2)
将来の食糧と農業
産業計画会議編

《芸

大成出版会

術》

アイルランド演劇研究
山本修二著あぽろん社 1968
(新772.33; Y)
美学事典
竹内敏雄編

弘文堂 1965
(新701; B2)

チェーザレ・ボルジア
塩野七生著新潮社 1970
演劇芸術の問題点
山本修二著あぽろん社 1971
演劇学の基本問題
小畠元雄著風間書房 1969
(新770.1; 02)

世界宗教音楽史
野村良雄著春秋社 1967
(新765; N)
ιe Temps mugical; eS88i d'une
e8thetique nouve11e de la
musique. Tome l,2
GiS61e Bre1ζet.著 Presses
Univ. de France 1949

(旧781; B16)

演奏の論理
ギリシャ・ローマの演劇

非在のき
土田貞夫著力ワイ楽譜 1969
「いき」の構造
九鬼周造著岩波 1960
(旧701; K25)
Magterpieceg of the modetn
theater; scandinavian
the8ter.

RobeTt corrigan 著 C0Ⅱier
BookS 1967

音楽社会学
ウェーバー若安藤・池宮・角
倉訳創文社 1968
音楽創造の美学
ジゼーノレ・プノレレ著 海老沢
敏笹渕恭子共訳 音楽之友社
1969
(新760.1; B)
音楽と文学
シュタイガー著芦津丈夫訳
白水社 1967
音楽史の哲学 1600‑1960
ウtレン・ドワイト・アレン著
福田昌作訳音楽之友社 1968
(新762.05; A‑1a)
音と思索
野村良雄先生還暦記念行事実行
委員会編音楽之友社 1969
(新760.4; N)
ルネサンスとバロックの音楽
プルーメ著和田・佐藤訳
白水社 1971

くろし粘出版 1971
言五

乗史(講座国語史第3巻)
阪倉篤義著大修館書店 1971

平安朝文法史
山田孝雄著賓文館 1952
(旧891.4; Y‑5)
漢字の運命
倉石武四郎著岩波 1952

土田貞夫著理想社 1965
新関良三著東京堂 1960
(旧793; S1の

言語学と日本語問題

学》

《語

A Bibliography of American
doctoral dissertation8 i11

Iin菖Ui8tiC8,1900‑1964.
P. R. Ruthetford 著 Center
for Applied Lin菖UisticS 1968
文体美学一批評の一方法としてー
鍋島能弘著篠崎害林 1966
(痢'801.6 ; N )
増補中国の文字改革
きねとうけいしゅう薯くろ
し浦出版 1971
中国語への招待
安藤彦太郎
書林 1965

新島淳良著大学
(新820; A)

基準ふらんす文典
篠田俊蔵 佐藤房吉共著第三
書房 1966
(新855; S )
NHK 中国語入門
相浦果著日本放送出版協会
1969

奈良朝文法史
山田孝雄碆

日本文法講座

宝文館 1954
(旧891.4 ; Y‑6)

正続10巻明治書院

1957

(旧891.4;M17)

スタンダードフランス語講座全8巻
朝倉季雄監修大修館
(新850.8; S )

中国語会話入門
大河内康憲著海文堂 1968
中級フランス語・フランス現代作家10
人集
士居・力畔内・中島・田島著
昇龍堂 1971
英語論文の手引
原田敬一訳北星堂書店 1971
フランス文法事典
朝倉季雄著白水社 1967
(新855; F)

《文

学》

American poetry.
福田・刈田編金量堂
アヌイ作品集
白水社 1957 (旧862;A2‑2)

フランス文法覚え書
朝倉季雄著白水社 1967
(新855;A)

文学の理論
R .ウェレック A.ウォーレソ著
太田三郎訳筑摩書房 1967
(新901;W2‑2)

フランス基本語辞典
マトレ箸野村・滑川訳白水
社 1967

文学と宗教の間
佐藤泰正

フランス語への招待
田辺保著至誠堂 1970
フランス語のこころ

Schubert, musik and lyrik.
T. G. GeorgiadeS著 Vanden‑
hoeik and Ruprecht 1967

フランス語初級文法クラス

世界音楽史一四つの時代一
ヴ了ルター・ヴィオラ著柿木
吾郎訳音楽の友社 1970
(新762;晒1)

田辺保著新東京書房 1965
現代語助動詞の史的研究
吉田金彦著明治書院 1971
(新815.5; Y)

田辺保著至誠堂 1969

22

1968

国際日本研究所
(新910.26; S ‑2)

文学史と文芸学
マール著天人社 1930
The classical trad犹ion.

Gilbert H稽het 著 Oxford
Univ. presS 1949

A critical hi8加ry o{ Engligh
IitetatuTe.

David DaicheS著 SeckeT &
Ivarb山g 1969 (新930.2;D)

ドイツ表現主義全5巻
前田敬作等訳河出書房新社
(新948.フ; D)

閑吟集研究大成
浅野建二著

ドストエフスキイ論

賢人ナータン

三樹社 1968

ノゞ Tフウ"

EngliS11 1iteTature of the late
3eventeenth century.

James sutherland ‑" OKford
Univ. presS 1969

ワアウスト(ゲーテ全集4,5巻)
改造社 1937‑39
(新942; G2‑4)

現代のギリシャ悲劇(復活と創作1)
新関良三著東京堂 1968
著

ーテとべートーヴェン(新潮文庫)
ローラ

︑

ロマソ

A Guide to Engli8h literature.
F.工入1. Bateson 著: Longmans
1968

グリム兄弟

高橋健二著新潮社 1968
(新940.28G ; G3t)

明治ぎ院 1968
(新911.64; A)

レッシング著岩波
北村透谷研究
平岡敏夫著有精堂 19釘
(新910.28K ; K311)
続北村透谷研究
平岡敏夫著

有精堂 1971
(新910.28K ; K3h)

この人を見よ
マーサ

N

工託erary critici8m; a short
history.

Wimsatt & C. BrookS 箸
Knop{ 1964
萬葉集注釈全20巻
澤瀉久孝著 中央公論社
1959‑69
(新911.124; 0 )
明治の作家
猪野謙二若

比較文学講座1一Ⅲ

中島健蔵等編 清水弘文堂 1971
(新901.9; H)
百人一首評解

石田吉貞若有精堂 1957
評伝夏目激石

荒正ノ、著実業之日本社 1960
(旧810.99K ; N‑4)
イギリス文学
児玉実用著ミネル了
1970
(新930.1; K2)
An lntroduction to scandin丑Vian
Iiteratute from the earlieat
time to our day.

Elias Bredsdorff 等著 EjnaT
MⅡnksgaerd,1951
ジロドウ作品集

タ、,力著創文社

1970

岩波 1966
(新910.28; 1 )

明治期の文芸評論
谷沢永一著八木書店 1971
(新910.26; T‑3)
Middle 醒n曾liglt r0川ance8.
A. C. Gibbs '、 Edward
ATnold 1966

夏目激石増補版
江藤淳著勁草房 1965
(新910.28K ; Ne)

夏目激石(近代日本の思想家6)
瀬沼茂樹著東京大学出版会
1962
(旧810.91K ; N‑8)
夏目激石
有精堂 1970
日本文学研究資料叢書
日本文学研究質料刊行会編
(新910.8; N2)
有精堂

白水社

ジョセフ・フーシェ Cソヴフィク全集
9)
ステフ了ソ・ツヴ了イク著み

すず習房 1961 (新948;Z)

日本文芸の様式と展開(岡崎義恵著作
集2)
宝文館 1969 (新910.8;02)

オスカー・ワイルドの生涯
平井愽著松柏社 1966
(新930.28 J ;訊lh)
オーウェル著作集1 Ⅳ
G.オーウェル著平凡社 1970
A panorama of American
Hter丑ture.

田島・松本著朝日出版社 1969
A panotama of Engli8h litetatute.
町野・荒井著朝日出版社 1969
連歌史の研究
島津忠夫著角川書店 1969
(新911.2;S)
作家以前の激石
吉田六郎著勁草書房 1966
(新910.28K ;Ny)
Selected literery essay8.
L. S. LewiS著 Cambridge
Univ. presS 1969

詩人伊東静雄(新潮選書)
小高根二郎著新潮社 1971
(新910.28M;10‑2)
新古今和歌集全註解
石田吉貞著有精堂 1967
(新911.145; S )
昭和文学史論
小笠原克著八木書店 1970
(新910.26; 08)
遉遥・鴎外一考証と試論一
関良一著有精堂 1971
(新910.28 J ;TS)
ソロモンの指環
ローレソツ著日高訳早川書房
1970

改稿激石の精神分析
北垣隆一著北沢書店 1968
(新910.28K ;Nk3)
激石私論
越智治雄薯角川書店 1971
(新910.28K ;N02)
激石とその時代第一部・第二部
(新潮選書)
江、淳著 1970
(新910.28K ;Ne‑3)
T.S.エリオット記念論文集
三F井・トムソソ編研究社 1966
?oth century Ametican auth0τ8.
大橋・小山編金量堂

殉教の美学
磯田光一若冬樹社 1964

日本近代詩(比較文学講座1)
小島・太田・福田編清水弘文
堂 1971

ヴァレリー全集全12巻

カフ力全集全6巻
マックス・ブロー ト編新潮社
1968
(新943; K2)

日本近代小説(比較文学講座Ⅲ)

若き日の森鴎外
小堀桂一郎著東京大学出版会
1969
(新910.28K ;Mk2)

'(新glo.26; 12)

中島・太田・福田編清水弘文
兆

1971

落合太郎等監修筑摩吉房
19釘一68

(新951; V2‑2)

黙訳
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●祉忙よつて閉,三十三牟一月
筵望,'両庫
春首叱寄

はる

最も古いのは「波留麻矛略弔」(通称「江戸ハルマ」)で,フランソワソ>レマ
(Fねncois Halma)の蘭仏辞書を底本として,稲村一伯(海上随鴎)が中心に
なって,編纂したものである。この辞醤は収録語数約8万といわれ,30剖ξ門行き
れている。蘭学入門者にとって,当初これが唯一の辞書であっ北が,収録語数が
多いため,書写1こあま 1)1て時問を要し,折角蘭学を志ざしながら途中多くの人が
廃学していっ北。このような状況に着目し,初学者の学習の便を意図して 1、江戸
ハルマ」を約3万語に要約し,刊行きれ北のが「訳鍵」であり,「江戸ハルマ」
の要約版ともいうべきものである。しかし,100筈部艮定出版であっナこために,長
期に需要を満北すことができず,文政7年 a824)に活字版の所有者中沢権と介
が,さらに 100部再版している。この再版は,初版に比して本型,紙質がやや異

^

安1
*春綻大羣癖下員キ叱塞●し武

献し北辞書といわれる。

晶ト

江戸期に浦ける蘭学は,江戸と長崎を中心に発達し,当時刊行され北蘭日辞書
も,その二つの系統に分かれている。ここにとりあげナこ「訳鍵」は江戸系忙属
し,わが国で刊行された蘭日辞書のうちで二番目に古く,蘭学の発達に大きく貢

︑

凡例 27丁(実際には26丁)

ト.ー

坤 OFF‑Z 160‑294丁薬名 1 33丁

大野箔廣田定叉祥

乾 A‑OFF I‑159丁

一ノ

「訳鍵」藤林泰助編文化7年a81の本文乾,坤2巻訳鍵凡例1巻
矛畔氏袋綴じ縦 25.2伽 X 横 17.6m

^

^

ー.舎、

,f'麺
'田"
m
^

,

b・

なるといわれる。

当館所蔵のものは,昭和33年1月荒木和一氏の蔵書を寄賠きれたもので,表紙
に初版と記されているが,この表紙は後に付けかえられにものらしく,扉がない
のは残念である。永嶋大典著「蘭和・英和辞書発達史」によると,初版の本文は
25.6俳 X18飢,乾(A‑N) 1‑158丁,坤(N の中途一Z) 159‑294丁ときれ
て枯り,当館のものと異なっているのは,上記の出版経過によるものであろう
か。編者の藤林泰助(字・淳道,号・普山)は,三伯の門入で京都府出身者であ

る。彼は本書の他に「和蘭語法解」 3巻をも刊行し,蘭学史上に少なからぬ業績
を残して枯り,京都に蘭学をひろめナこのもこの人といわれる。

なえ6,「訳鍵凡例」は後に独立して「蘭学逕」となり,本文は広田憲寛が,
「和蘭字粂」(長崎系)を参考に改訂増補し,安政4年 a857)に「改正増補訳
鍵̲1 を刊行している。

あとがき
"びぷり枯てか"Ⅱ号を浦届けいたします。今回は,一般教育科目,外国語・科目,保健体育科目,専門教=科目等を合
めて,全教利'にわえり直接,講議と関係のある図書にっいて教員各位から推薦いナこだい北図屯りストを特集いたしまし元。
すでに購入ずみの図書にっいては,請求記号を付して浦きましたので,大いに利用してぃ北だければ幸甚です。
"ぴぶり浦てか"
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