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同志社大学図書館報別冊 1972

教員推薦図書

(

^

覧

昭和40年度 昭和46年度

毎年,各学部教員各位に,全教科にわ元って,講義と直接関係があるかもしくは,講義を理解する上に
於いて必要と思われる図書を推薦いにだいて邦りますが,この北ぴ,昭矛叫0年度から昭和46年度に至る
教員推薦図書を総括的に下記の通りとりまとめましにので,と紹介い北します。タイトル数にして 2,910
タイトルになります。図書りストのうち,分類記号が記載きれている図書は,いずれも図書館で所蔵して
ガリます。

な才',下詞りストは,日本十進分類法により分類排列し,同一分類内は,書名のアノレフ了べット順とし
ております。図書の記載については,書名,編著者,訳者,発行所,発行年の順になって枯ります。

・己

総

知識人の思想と行動一新しい連帯の
ナこめに一木下順二野問宏
日高六郎編麦書房 1964
(新041;K7)
学問と教養
麻生磯次等著 勁草書房 1969
(1日029; A‑1 a )
学問論(筑摩総合大学)
筑摩書房
田中美知太郎著
1969
(新002; T2)
現代日本記録全集全24巻
筑摩害房 1968‑(新049;G)
現代日本思想大系

筑摩書房 1963‑68(新俤1;G)
逆説としての現代
みすず書房

(みすず対話篇)
1970 (新041;G)

青春の記録 1‑8
三一書房 1967‑68
(新081; S1の

Guide to reference book8.8th ed.
Constance M. wincheⅡ著
A. L. A.1970

(新015.2 ;訊1)
世界大思想全集
春秋社

Guide to referece m8terial.2nd

世界教全集
平凡社 1962‑67
(新船1; S7)
世界の大思想
務台理作等編

河出書房
(新081; S4)

1966‑

世界の名著
中央公論社

1966‑

ed.3VOIS,
A. J. waHord 著
Library Association,1966‑70
発禁本
城

市郎著

続発禁本
城市郎著

(新081; S5)
職業としての学問
てフ^ノぐ^Ξ^
間場寿一訳三修社 19朋
(新002;訊1)

桃源社 1965
(新021.8; J )

桃源社 1965
(新021 8; J )

亘andbuC11 der bibliog堂aphi包Chen
Nach8Chla宮ewerke.3. Aufl.
Wilhelm Totok, ROH weitzel,
Karl・HelnZ 訊lelmann.著
V. Klostermann.1966

(新028.02; T)

宗教と文学(亀井勝一郎選集D
講談社 1965 (新081.6;K)

岩波現代叢書
岩波

S加dy Abr0丑d (月刊雑誌)
UNESC0編

教育と人間
矢内原忠雄著 東京大学出版会
1964
(新041; Y)

未来を生きる
A.J.トイソビー 若泉敬著
毎日新聞社 1971 (新049;T5)

南原繁対話一民族と教育
南原繁著東大出版会 1966
(新041; N5)
日本民族
岡

日本思想大系
岩波

潔著

月刊ぺン社 1968
(新049; 02)

全67巻

筑摩書房 1966 (新041;T2)
湯川秀樹自選集全5巻
朝日新聞社 1971
(新081.6; Y2)
《図書,図害館》

文部省編東京電機大学出版局
新版読書の伴侶
久山康等編
団 1965

基督教学徒兄弟
(新019; D)

(新081; N2)

(新081.6; N)

三太郎の日記(阿部次郎全集 1.2巻)
阿部次郎著角川書店 1960‑
(新081.6; A2)

学校図書館通論
図書館教育研究会編学芸図書
1970
(新017; T2‑1a)

現代人の読書
紀田順一郎著

政治と人間
矢内原忠雄著
19閃

東京大学出版会
(新041; Y‑2)

本とその周辺
武井武雄著

GI08Sary of library
A. L. A.

三一書房
terlns.

中央公論社 1960
(旧010.4; T4)

児童図書館ハンドプック
日本図書館協会編 1963
(新016.285; J )

件名作業(図書館実務叢書Ⅱ)
加藤宗厚著理想社 1967
(新014.35; K2)
近代日本名著解題
岡野他家夫著

深川恒喜,井沢純,室伏武
編第一法規 1967
(新017; G3)

雪華社 1963
(新020.2; S )

本と校正
長谷川鉱平著中央公論社 1965

文献情報便覧

学校図書館事典

新渡戸稲造全集全16巻
教文館 1969‑70

61

竹内好評論集全3巻

本の文化史
庄司浅水著

有明書房 1966
(新025.1;02‑2)

子どもの図書館
石井桃子著岩波 1965

古狂言台本の発達に関しての書誌的研
究
池田廣司著 風間書房 1967
(新028.912; D

講座現代学校図書館全8巻
岩崎書店 1970‑
(新017; K2)

ιibraie8 and society
George Je丘etson 著
J. clarke 1969 (新010.1; J )

図書の分類
加藤宗厚著

日本図書館史
小野則秋著

図書の選択(新日本図書館学双書
第4巻)
竹林熊彦著蘭書房 1955
(旧024.1; T2)

覚

玄文社 1970
(新010.21; 0)

理想社 1949
(旧024.4; K3‑2)

書昭和出版弾圧小史

畑中繁雄著図書新聞社 1965
(新023.1; H2)
Publication8 0f politica1 8Cience
in Japan.

Japanese poliical
Science Association.編

図書の選択
弥吉光長著

理想社 1950
(旧024.1; Y)

図書館ハンドプック増訂版
日本図書館協会 1966
(新010.36; T)

Fukumura.

Japanese title:日本政治学文
献目録 1965(1967)ー

図書館の話(至誠堂新書)
森耕一著至誠堂 1966

三田図害館学会 1967
(新028; N3)

参考調査法(現代図害館学叢書)
長沢雅男著理想社 1969

図書館の歴史

草野正名著 学芸図書 1966

現代の論理学
武田弘道著

明治書院 1966
(新010.1; D

Introduction t0 臼amantics.

Adam scha丘著

Pergamon presS 1964
(新116.3; Sの
一般意味論
A.ラポポー ト著

眞田淑子訳

三田情報図書館学会

資料の整理と目録の作成
六佐三四五著山本書店 1963
(新014.33; 0)
書誌学序説
長沢規矩也著

(

1960

吉川弘文館
(旧011; N)

岩波 1967‑69

出

版
鈴木敏夫著
1970

(新108; 12)

改訂増補図書館通論
石塚正成著明治書院 1970
(新010.1; 1 ‑1 a )

ιes source8 d11 t定a▼ail bibli0宮ra・

Phique.
Louise N0引le MalC16S 著

解釈学と想像力
デ'ルタイ著

図書館学原論
草野正名著

内田老鶴圃 1963
(新010.1; K)
(旧020.1; K2‑2)

洋書目録法概説(図書館学シリーズ)
木寺清一著明治書院 1965

洋書の整理
セノレマ.イートン著
今まど子訳
日本図書館協会 1964
(新014; E)

DroZ 1950‑58

(新028.02;M‑1a)

(新014.4; K‑2)

理想社 1963

近代的世界観の展開
大橋楕夫島田
青木書店 1966

一著
(新113; 0)

心で見る世界
島崎敏樹著 岩波

1960

講座近代思想史全9巻
金子武蔵大塚久雄編
弘文堂 1958
(旧190;K9)
講座

蔵書の構成

哲学大系全7巻

人文書院編 1964‑66

メアリー・ ダンカンカーター,

図書分類法要説改訂増補版
加藤宗厚著理想社 1968

(新114.5; 0)

学芸図書 1964
(新010.1; S )

(新014.3; K)
出版ニュース社
(新023.1; S4)

実存主義入門
ロバート・ G .オノレソン著

成川武夫訳紀伊国屋 1966

図書館学概論
椎名大郎著

昭和書籍雑誌新聞発禁年表 4冊
小田切秀雄福岡井吉編
明治文献 1965‑67
(新021.8; 0)

誠信書房 1965
(新116; R)

岩波講座哲学全18巻

参考資料論長沢雅男著
1970

法律文化社 1967
(新116;T2)

ヒューマニズムと芸術の哲学
T.E.ヒューム著
長谷川鉱平訳法政大学出版局
1970
(新104; H3‑1a)

(新010.2; K)
図書館通論
石塚正成著

学

芸術の哲学(哲学の世界1の
オルドリッチ著
川野洋等訳培風館 1968
(新108; T)

(新010;M)

(新028.311; P)

参考調査資料概説長沢雅男著

哲

(新108;K)

ジョン・ウ オーレスボソク著

日本図書館協会
(新014.1; C )

小野泰博訳
1964

3

クセジュ文庫 哲学関係の本
白水社

Iangufage, ttⅡth and logic.
A. J. Ayer著 V. G0Ⅱancz.
1933
(新101; A‑1a)

風

マルクス主義と疎外
ホイゼルマン著

外国思想の受容と日本 一思想史的考
宰一
森田康之助著 学術書出版会
1970
(新121;M2)

内村鑑三日記書簡全集 全8巻
山本泰次郎編 教文館 1964‑
65
(新121.99; U‑3)

現代の思考と行動 2冊
近藤春雄著 文稚堂

内村鑑三信仰著作全集 全25巻
山本泰次郎編 教文館 19飴一
66
(新121.99; U)

樺俊雄訳青木書店 1967
(新116.4; 02‑1a)
人間

その理想と現実
E.ローゼンタリ著
錦織綾紹訳恒文社 1966
(新113; R)

Operational philosoplty.

A. Rapoprt著 John wney
19脇

ピューリタニズムの倫理思想
大木英夫著新教出版社

1966

歴史理論と歴史哲学(講座哲学大系4)
人文書院 1965 (新108;K)
Science 8nd sanit丁.
A.Kotzybski著
Internatiohal NOD・Aristotelian

土一人間学的考察一
和辻哲郎著岩波 1964
(新121.9 ;訊1‑4)

1960

波多野精一全集全5巻
岩波 1949 (新121.99;H‑2)
波多野精一全集全6巻
宮本武之助等編岩波 1968 9
(新121.99; H‑3)
柏木義円集
伊谷隆一編

未来社 1970
(新121.99K3)

近代日本の哲学と実存思想
湯浅泰雄著創文社 1970
(新121.9; Y5)

Library.1958
(新116.3; K4)
社会科学と哲学 G蒜座哲学大系5)
人文書院 1964
(新108; K)

勁草書房

中央公論社 1970
(新153;の

存在論の諸問題
松本正夫著 岩波

操作主義哲学
A.ラポポー ト著

誠信書房 1967
(新116; R‑2)

土肥昭夫著日本基督數団出版
部 1966 (新121.99;U‑4)

山鹿素行集・吉田松陰集
村上敏治著玉川大学出版所
《西洋哲学》
アウグスティヌス(筑摩叢書)
グリストフ 了
ドーソン三〒者
服部英次郎訳筑摩書房 1969
(新132.171; H3)
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二6けるパ
ウロ書翰と新プラトソ主義一
清水正照著錦正社 19給
(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數団出版
局 1971
(新132.171; S 8)

日本倫理思想史上下(和辻哲郎

西田幾多郎
竹内良知著
1965

東京大学出版会
(新121.9; N‑5)

西田幾多郎先生の生涯と思想
1967

(新111;M2)

眞田淑子訳

筑摩書房 1965
(新121.9;M2)

全集 13,14)
岩波 1961 (新121.9;訊1‑5)

思想学説全書哲学者編

職業の倫理
尾高邦雄著

日本知識人の思想
松田道雄著

内村鑑三(人と.思想シリーズ)

高坂正顕著弘文堂 1947
(新121.9; N‑3)
正統と異端(中公新之57)
堀米庸三著中央公論社
世界観と生き方
森宏一著

1964

バートランド・ラッセル
J.ルイス著中尾隆司訳
ミネルヴァ書房 1971
(新133.54; L)
ペルグソン全集全9巻
白水社 1965‑66
(新135.フ; B‑3)
文化の神学(新教新書 14の
ティリッヒ著茂洋訳
新教出版社 1969
(新134.963; T‑15)
知ある無知

日本青年出版社

クザーヌス ・ニコラウス著

大出哲
《東洋思想》

戦後日本思想大系
筑摩書房 1968‑(新121.9;S)

1966

岩崎允胤訳創文社
(新132.42 ; N)

中世哲学史

中国の思想(NHKプックス)
竹内実著日本放送出版協会
1967

宗教神秘主義ーヨーガの思想と心理一
岸本英夫著大明堂 1958
(旧179; K9)

F.C.コプノレス トン著箕論秀

ー,柏木英彦訳

^,

創文社 1970
(新132; C2‑2)

Dialogue8 0f A.N. whitehead
ι. prjce 著 Mentor Book
1964

ドイツ精神と西欧
E.トレルチ著西村貞二訳
筑摩書房 1970
(新134.795; T‑4a)
道徳と宗教の二源泉
H.ベルグソソ著岩波 1971
(新135.フ; B‑2 b )
デューイ研究
日本デューイ学会編
玉川大学出版著β 1969
(祈133.96; N2)
デューイ選集
春秋社
フォイエルバッハ選集全3巻
法律文化社 19卵 70
(新134.633; F‑4)
フランスの知恵
ストロウスキー著 森有正
土居寛之訳岩波 1952

ギリシヤ思想の起源
J.P.ヴェルナン著
吉田敦彦訳みすず害房 1970
(新131; V2)

行動の構造
メルロ=ボンティ著滝浦静雄
木田元訳みすず書房 1964
(新135.9;M2一の

ギリシヤ哲学と宗教
コルネリアJ ド・フォーゲノレ著
藤沢令夫等訳 筑摩書房 1969
(新131; V)

幸福論(了ラン著作集2)
アラン著新潮社
(新135.9; A‑8)
古典の世界から

ハエとハエ取壺

ヴエト・メータ著
河合秀和訳みすず書房 1970
(新133.5;M)
反文明的考察
オルテガ著西沢龍生訳
束海大学出版部 1967
(新136; 0)
ヘーゲル全集
岩波

(新134.4; H‑3)

ヘルダーリンの詩の解明(ハイデッガ
一選集 3)

悲劇の誕生(ニーチェ全集2)
理想社 1963 (新134.922;N)

スチュアート ・ヒュース'著:
1970

みすず書房
(新135; H)

芸術作品のはじまり(ハイデッガー選
集 12)
理想社 1964 (新134.944;H‑2)
現代の哲学
ラソドグレーべ著
細谷貞雄訳理想社 1957
(旧102; L5‑1a)
現代思想
宮本武之助編

現代ヨーロッパ哲学
ポヘンスキー著

東京堂 1966
(新130;M3)

岩波

現象としての人間
シヤルグソ著
美田稔訳みすず書房 1964
(新135.9; T‑32)
ギリシヤの詩と哲学
田中美知太郎編

平凡社

悲劇論
ヤスハース著 理想社 1963
ジョルダーノ・プルーノの研究
清水純一著創文社 1970
(新132.56; S )
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
創文社 1958
(旧194;訊1)
カント全集
高坂正顕,金子武蔵監修
理想社 1965‑
(新134.21; K‑2)
キルケゴール著作集
白水社 1966‑
(新134.66; K‑6)
キルケゴール全集 全38巻
桝田啓三郎訳 筑摩書房
1962‑
(新134.66; K‑3)
古代・中世の哲学 (筑摩叢書)
速水敬二著 筑摩書房 1968
(新131; H2)

5

講談社 1966
(新131; T)

眼と精神
M.メルロ=ポンティ著滝浦
静雄,木田元訳みすず書房
1967
(新135.9;M2‑2)
ニーチエ全集
信太正三原
理想社
人

理想社 1969 (新134.944; H‑2)

ふさがれた道
荒川幾男等訳

田中美知太郎著

佑吉沢傳三郎編
(新134.922; N)

間
ゴールドシュタイン著
西谷訳誠信書房

人間不平等起原論
J. J.ノレソー著
人間の発見と形成
リッチモンド著
誠信書房 1963

岩波 1966

杉本一義訳

人間像の運命
ヨーゼフ・ガントナー著
中村二柄訳至成堂書店

1965

オルテガ著作集全8巻
白水社 1969‑70
(新136; 0一の
P18to

Betty Radice, Robert
Baldick著 Penguin 1970
プラトン(世界思想家全書)
戸塚七郎著牧書店 1965
(新131.3; p t )
プロテスタンティズムの倫理と資本主
義の精神(岩波文庫)
マックス・ウェーバー著梶山
力六塚久雄訳岩波 19釘

ラッセル;外界世界の知識(世界の名
著)
B.ラッセル著中央公論社
(新081; S5)

世界と世界史(岩波現代叢書)
K.レーヴィット著
柴田治三郎訳岩波 1970
(新134.946; L‑2)

弓と禅
オイゲン・へりゲル著稲富,
上田訳福村出版 1971
(新134.99; H7)

歴史から社会学へ
カノレロ・了ソトーニ著
讃井鉄男訳未来社 1959
(新134; A)

シモーヌ・ヴェーユ著作集全5巻
橋本一明渡辺一民編春秋社
1967‑68
(新135.9;訊1‑フ)

《心理学》

歴史主義とその克服
トレルチ著大坪重明訳
理想社 1968
(新134.795; T‑3a)

ロックにおける人間と社会
平井俊彦著ミネルヴ了害房
1964
(旧194.3; H)
論理哲学論考
ヴィトゲンシュタイン著
法政大学出版局 1969
(新134.99;W‑8)
ルネサンス精神史(世界大学選書)
S.ドレスデン著高田勇訳
平凡社 1970
ルネサンス期の哲学
速水敬二著筑摩書房 1970
(新132 39; H)
ルター著作集
ルター著作集委員会編
聖文舎 1963‑71
(新132.811; L‑3)
サルトル全集
人文書院
西洋近世哲学史
山崎正一

M.ポソティ著竹内芳郎等沢
みすず書房 1969‑70
(新135.9; M2‑フ)

新日本出版社

宗教経験の諸相一人間性の研究一
W.ジェームズ著比屋根安定訳
警醒社 1936
(新133.95; J ‑4)
ストア哲学の研究
鹿野治助著

創文社 1967
(新131.5; K)

哲学の擁護(岩波現代叢書)
M.コーンフォース著
花田圭介訳岩波 1953
(旧167; C2)
Think on these thingg.
J. KrishnamuTti 著 Harper
& ROW 1964

桂

寿一著岩波
(新133; Y)

西洋哲学史1 古代
シ,ベルガー・ヒル著高橋憲
一訳理想社 1967 (新130;Π)

西洋哲学史ールネサンスから現代ま
でー
1967

シーニュ 1.1

史的唯物論入門
西本一夫著

ミネルヴ丁書房
(新133; N)

西洋哲学史
ノぐートラソド・ラッセノレ著
市井三郎訳みすず書房 1969
(新130; R‑1b )

H.ガイヤー著 満田久敏,
泰井俊三共訳 創元社 1965
(新145.8; G )

鶴見訳

(新135.9; S‑5)

1965‑67

野田又夫著

新個人主義
J.デューイ著
河出害房

馬鹿について

テイヤール・ド・シャルダン著作集
みすず書房(新135.9;T‑2の

Client.centered therapy.
Carl R. RogerS著
Houghton MiffⅡn.1965
(新146.8; R)
フロイド選集全17巻
日本教文社 1952‑60
(新145.9; F2‑1D
現代心理学の諸学説
相良守次編岩波 1964
(新140.2 ; S )
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 ‑1め
児童心理学
P.H.マッセン者

岩波

自我と防衛
アソナ・フロイド著夕件木大作
訳誠信書房 1966
(新145.9; F3‑2)
基礎心理学
C..了ドコッ ク著誠一き房

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)
ヨーロッパの知的伝統
ブロノフスキー等著三田博雄
等沢みすず書房 1969
(新130; B3)

6

1968

(新140.1; A3)

子どもの仕事(世界大学選書)
P.ミュラー著深田尚声三尺
平凡社 1971 (新143.3;M8)
心の話
宮城音弥訳ジ,ン・タイムラ
イフインターナショナル 1971
(新140; L)
The

Pgych010宮y of cateer.
D. E. supeτ者 Harper &
ROW 1957

リズムの本質
L ・クラーゲス著杉浦実訳
'すず書房 1971
(斬141 22: K2)
性

性

格
宮城音弥著

岩波 1964

格一卓質とのた北かいー
相場均茗中央公論社 1964

精神分析ノート
小此木啓吾著
1971

日本教文社
(新145.9 ; 0‑2)

三好郁男訳みすず書房 1965
(新1妬.9; B2‑2)

瓢對言.1÷房 1964
(新145; 0)

精神病理学総論
マスペルス著内村祐之等訳
岩波 1954‑56 (旧147.1; J)
精神現象学の研究
樫山四郎著

劍文中1

精神測定法
J . P ギルホード著秋重義治
監訳 培風館 1959
(旧142; G 4)

(

(新140.2;R)
象徴の想像力
G.デュラン著
宇波彰訳せりか書房 1970
(新141.44 ; D)
少年の理想主義
佐藤忠男著

明治図書出版
(新143.3; S 3)

黎明書房 1967
(斬140.72;H)

心理学辞典
園原太郎,柿崎祐一,本吉良治
1船修ミネルヴフ書房 1971
(新140.3; S2)

相談心理学
沢田康輔゜'

朝倉書店 1971
(新146 3; S 4)

適応と意味論
関計夫著

金子書房 1966
(新146.2 ; S )

Vocational psychlogy.
Johno cristeS 著
禅と精神分析
鈴木大拙
幸治等訊

1969

E.フロム著佐應
創元朴 1960

日本祭礼行事集成
日本祭礼行事集成刊行会編
平凡ネ1 1967 (新176.2;N)
日本神話の研究
松村武排碧

培風館 19能

日本神話の起源(角川新書)
大林太良著角川 1961
日本宗教の社会的役割(日本六教史研
ヲ" 1)
堀一郎著末来社 1962
(新160.21; H)
神仏交渉研究
桜井1恵太郎著

吉川弘文館
(新180.21; S 3)

1967

宗教現象の諸相
岸木英夫著

要謀房

1949

宗教社会学(東大学術叢辨4)
小口偉一箸東六出版会 1963
(新161 3; 0)

(旧267; S )

教》

く示

ギリシア・ローマ神話辞典
高津春繁著岩波 1960
(旧293; K4)
波多野宗教哲学
浜田興助著

玉川大学出版部
(1日210.1 ; H )

1949

キリスト教と禅体験
トマス・マートン薯池本,
中田訳エンデルレ書店 1969
(新188.8; M2)
日本仏教史古代編,中世編
家永三郎,赤松俊秀,圭宅諦成
靴修法蔵館 1967
(新180.21; N )
日本近代化と宗教倫理一日本近世六
教論一
R.N .ベラー著堀一郎,池田
昭訳未来朴 1966
(新160.21; B )

7

宗教哲学
1.カント著
元社 1951

豊川昇訳創
(旧201; K‑1a)

宗教哲学(現代キリ スト教シリーズ 9)
武藤一雄著 日本基督數青年会
(旧201; M4)
同盟
宗教とは何か(宗教論集D
西谷啓治著創文社 1961
(1日210.1 ; N2)
教学
岸木英夫著

大明堂 1961
(1日210; K9)

宗

心理テスト入門
堀内,岩井著

培風館 1967ー
(新141.5; Y)

日本の神話(日本歴史新書)
松本信広著 1958

宗

Self・con8i月tenC丁
Prescott Lecky著
Doubleday.1969
(新141 93; L3)
思考心理学全4巻
矢田部達郎薯

八4.ノレシュ ラン著白水社 1970

1964

精神分析と現存在分析論
メダノレト・ポス著笠原嘉

精神病理学入門
荻野恒一著

心理学の歴史

教論
J .デニーイ著
河出書房

中村訳

鈴木大拙全集
久松眞一,山口益,古田紹獣編
岩波 1968‑(新188.8;S5)
多聞院日記
辻善之助編

角川書店 1967
(新185.916; T2)

東京都神社史科
五十嵐書店

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)

1966

《キリスト教》
愛の構造(現代キリスト教選書3)
杉瀬祐著創文社 1969
(新195.04; S 5)

キリスト教会堂
尚樹啓太郎著

東海大出版会

1969

出村彰著日本基督教団出版局
(新197.051; D)

マックス・ウ

内田芳明訳みすず書房

W. V
1968

善光訳
1969

1965

レーヴェニヒ著亦木
日本基督教団出版局
(新197.01; L2)

Chti8tian con刃ert8 and 80ci81

Prote息t in Meiji Japan.
Irwin scheiner 著 CalHornia
Univ. press.1970

英米におけるピューリタンの伝統
A.シソプソン著大下尚一,
秋山健訳未来社 1966
(新198.6; S 2)

教会史概説
カール・ホイシ著 荒井献,
加賀美久夫共訳 新教出版礼
1966
(斬197.01; H)
教会史綱要
ン・シューベルト名・
新教出版社 1963
(1日279 ; S 12‑1a)

ノ、ンス・フォ

井上良雄沢
現代神学の潮流全7冊
新教出版社(新194.08;G)
現代的実存と倫理
ポール・ラムゼイ著武邦保
駒城鎮一訳世界思想社 1970
(新194.8; R2‑2a)
The Geneva Bible: a facsimile of
tl〕e 1560 edition
{.Jniv. Of wisconsin ptess
1969

(新191.018; U)

ヒューマニズムの再発見
E.フロム著飯坂良明訳河出
書房 1968 (新192.018;F)
イエスその人と歴史一
E.シニタウフフ一著高柳伊
三郎訳日本基督教団出版部
1965
(新193.22; S )
イギリス教会史
ベーダ著
長友栄三郎訳

創文社 19釘
(新197 33; B)

キリスト教概説(新教新書63)
熊野義孝著新教出版社

1962

再洗礼派一宗教改革時代のラデd

1970

教会史概論
アウグスティヌス f神の国
茂泉昭男著 教団出版局

Werner shwarZ 著
Calnbridge univ. press
1970
(新191.71; S )

.︑︑

オ.エソグノレベーノレ著
平井篤子訳創文社 1969
(新198.228; F‑3)

Biblical tranelation.

カリストナこちー

古代ユダヤ教1

アシジの聖フランシスコ

Principle8 and problem8 0f

旧約聖書概論
高橋虔,山崎享著
日本基督教団出版局 1969
a92 01; T)
中村獅雄薯作集全3巻
中村獅雄著作集刊行会編 新教
出版社 1968 (新198 6; N)
ナザレのイエス

善野硯之助訳

"ルカム著
新教出版社

1961

Ihe New Engli8h Bible with
ApocryP11a.
O×{ord univ. presS 1970

(新191.018; 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)
日本プロテスタン ト史研究
小沢三郎著 東海大学出版会
1964
(新198.32; 0)

8

聖書講座全5巻
竹森満佐一,船水衛勺編
日本基督教団出版局 1965 68
(新191.8 ; S 2)
聖書のことは
竹中正夫著

創元社 1966
(新191; T)

戦時下抵抗の研究 2冊(同志社大
学人文科学研究所研究叢書)
同.志社大学人文利・学研究所キリ
スト教社会問題研究会
、すず書房 1968
(新197.12, D)
世俗都市
H.コックス著塩月賢太郎訳
新教出版社 1967
(新194.84; C 3‑1a)
社会科学と信仰の間
大塚久雄著図書新聞社 1967
(新194.94; 0)
死海文書ーテキストの翻訳と解説一
日本聖書学研究所編山木書店
1953
(旧011.フ; N)
真人の共同体
竹中正夫著

新教出版 1964
(新194.6; T)

新約思想の成立増補版
八木誠一著新教出版社 1969
(新193.011; Y2)
初期キリスト教ラテン詩史研究
家入敏光著創文礼 1970
(新195.91; D
初期キリスト教とパイデイア
W.イエーガー著野町啓訳
筑摩書房 1964
(新197.0233; J )

宗教改革(社会思想史十講の中)
大塚久雄著 1949
(旧310; S22)
宗教改革と近代社会(みすず新書1)
大塚久雄著みすず書房 1950
(旧279.3 ; 0)

全30巻
(新208; D

自由と文化
J.デューイ著細野武男訳
怯律文化礼 1951

歴史の意味
堀米庸三著

中央公論社 1970
(新204; H5)

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)

スイス宗教改革史研究
出村彰著日本基督教団出版局
1971
(新197.345; D)

近代史学史上下
G . P .グ'ーチ著
林健太郎等訳吉川弘文館 1955
(旧901; G 3)

歴史の名著・日本人篇
山口啓二,黒田俊雄監修
校倉書房 1971 (新204;R)

内村鑑三聖書注解全集
山木泰次郎編 教文館 1964‑
66
(新191 9; U)

古代中世の古文書演習
新居英次著吉川弘文館

歴史の哲学
ドレイ者
伸川正彦訳

文化の危機(過去と未来の問忙)
H.アレント著志水速雄訳
合同出版 1970
プルクハルト(世界の名著 45)
柴田治=郎編中央公論社
1966
(斬081; S 5)

︑︑︑

知の考古学
シェノレ・フーコー著
中村雄二郎訳河出書房新社
1970
(新202.5; F )

19脇

古文書学
伊木弄

薯

ピザンツ社会経済史研究
渡辺金一苦料波 1968
(新209.4;訊1)

中世文化の基調
林屋辰三郎著

慶応通信 19釘
(新202 9; D

古文書学概論
勝崇月渓許

口黒書1上 1930

新潮ネ・い967
(新290.9:1D

束京大学出版会
(旧914; H5)

現代史序説
クラフ薯【、わ村英勝・
妙子訳 岩波 1971
(209 7; B2・D
G .ノぐラ

至文堂 1966
(新204; H)

H .スチュワー ト・ヒューズ著

光文社 1951
(旧909; Y4)

57

岩波

ゲノレハノレト・り"ター著

1949

歴史とは何か
林健太郎編

有斐閣

歴史家の使命

1965

(新209; U)
(旧909; U)

岸田逹也訳創文社 1968
(新201.16; R)

筑摩き

歴史哲学と価値の問題
アノレフレッド・スターソ碧二
'Ⅲ谷貞雄等訳岩波 1966
(新201.1; S ‑1a)

人間の文化
石田英一郎著

日本国民の世界史
上原専緑編

現代歴史学の課題一妖いハ歴史学を
学ぶナこめにー
歴史学研究会等編 青木書店
1971
(新201; G 2)

培風館 1968

歴史主義の貧困
カーノレー R.ポハー著
久野収等訳中央公論社 1966
(新201.1; P‑1a)

歴史と理論
北川善太郎著

共産国東と西
林健太郎薯

人間の歴史全6巻
安田徳太郎碧

現代歴史叙述の問題性について

現代史への試み
序木順=著

1970

工業文明の誕生と現代世界
J.V.ネフ著宮本又次等訳
(新204; N)
未来社 1969

史

歴

(

岩波講座世界歴史
岩波

日本古文書学
巾村直勝茗

角川畔店 1971
(新210 029 ; N)

日本の開花(大世界史12)
石田一良箸文一春耿礼 1968
(新208; D2)
歴史へのアプローチ
フィンバーク猯

市川承八郎等沢創文礼 1968
(新201.16; F・1D

9

川上源太郎訳

竹内書店 1966
(新201.1; H5)

世界歴史全7巻
人文書院 1965‑66
(新208; S2)
世界史と救済史(神奈川叢書)
K.レーヴーツト著
太正三等訳創文社 1964
(新201.1; L )
戦後の歴史学と歴史意識
(日本歴史叢害)
遠11̲1茂樹薯岩波 1968
(新201.2; T)
東洋史と西洋史とのあいだ
飯塚浩二著岩波 1969
(新204; 12)

埋れた古代文明
R.シルヴ丁ノぐーグ著
三浦一郎,清永昭次訳
法政大学出版局 1969
(新202.5; S 4)
増上寺徳川将軍墓とその遺品遣体
鈴木尚,矢島恭介,山辺知行編
東京大学出版会 1967
《日

日本古代文化
和辻哲郎著

産業資本の確立とその予盾
(新日本史講座)
堀江英一著中央公論社 1951
(旧910.8; S 13)

岩波

産業史3(体系日本史叢書12)

古島敏雄著山川出版社 1966
(新210.08; T2)

大日本史料
東京大学史料編纂所編同大学
1901‑
(新210.088; D3)
越前国宗門人別御改帳
佐久高士編吉川弘文館
1966
(新214.4; S )

日本のマニュワアクチュア問題
(新日本歴史双書近世4)
堀江英一著三一書房 1949
日本の歴史
中央公論社

日本の歴史上下
T.W.ホール著
尾鍋輝彦訳講談朴
上中下
石1叟
︑f

デ波
(210 6 ; 14)

1970

一者

ミネルヴ了書房
(新210.6;M8)

井上

日本の戦歴
毎日新閉社

19釘

1968

近世封建社会の基礎構造
朝尾適弘著邦茶の水書房
1967
(新210.52;ヘ.)
明治の文化(日本歴史叢書)
色川大吉著岩波 1970
(新210.6; 12‑2)

日本庶民生活史料集成
宮本常一,原口虎雄,
比嘉春潮編三一書房 1968
(新210 5;N2)
日本人の中国観
安藤彦太郎著

勁草書房 1971
(新210.18; A)

明治の郡像全10冊
三一書房 1968‑71
(新210.58;M2)

日本史研究入門Ⅲ
井上光貞,永原慶二著
東京大学出版会 1969
(新210.1; 1 ‑4)

明治の精神
色川大吉著

増補日清戦争その政治的・外交的
観察

筑摩害房 1970
(新210 04; 12)

太平洋戦争
家永三.郎著

岩波 1968
(新210.75; D

1965‑67

(新210.08; N2)

日本の歴史

近代日本総合年表
岩波書店編集部

(津田左右吉

日本古典の研究上下
全集 1.2)
岩波 1963

(新210.08; T)

中世社会の研究
松本新八郎著 東京大学出版会
1967
(新210.4;M2)

1970

歴史と体験一近代日本精神史覚書
橋川文三著春秋社 1968
(新210.6; H3‑1a)

史》

本

比較近代史の論理
望由幸男著

日本文化史 8巻別冊1
家永三郎等編筑摩書房
1965
(新210.1; N )

信夫清三郎著南窓社 1970

くアジア史》
中国文化大革命をどう見るか
新日本出版社 1968
(新222.07フ; S )
中国革命と毛沢東思想
巾西功著青木書店 1969
(新222 07フ; N)
中国の文化大革命
川添登,犬丸義一編
青木書店 1968
(新222.07フ; K2)
金朝史の研究
外山軍治著
究会 1964

京都大学東洋史研

毛沢東と整風
朝日新聞調査研究室編 同社
1966
(新222 07フ; M)
新中国年鑑
中国研究所編

く西

洋

極東書店
(新059.22 ; S )

史》

(新210.65; S )
紫式部とその時代
角田文衛著

角川書店 1966
(新210 36; T2)

The New gener8tion in Meiji,
JaP3n.
Kennelh B. pyle 著
Stnn「or(1 U」1iv. press.1969

王朝政治史論(日本歴史叢書)
北山茂夫著岩波 1970
(新210.36; K)
歴史と人間(NHKブックス)
堀米庸三著日本放送出版協会
1965
(新210.04; E2)

10

アンシアンレジーム(文庫クセジュ)
H.メティヴィエ著
井上尭裕訳白水社 1965
(新235.05; H)
バプーの陰謀
柴田三千雄著

岩波 1968
(新235 061; S 5)

.

中世における個人と社会
アルマン著鈴木利章訳
ミ才、ルヴ了書房 1970
(新230.4 ; U )

イングランド王国の成立
好洋子著吉川弘文館 19釘
(新233.041; M)
イタリア文明史

中世の秋
ホイジンガ著兼岩正夫,
里見元一郎訳創文社 1966
(新230.4; H2‑1a)
(旧932; H8)

英国近代精神の胎動
斎藤美洲著研究社 1966
(新233 05; S )
フランス現代史全2'
アレグザンタ"ー・ワメぎf

野口名隆,高坂正完訳
、すず書房 1958 59
(1日936.8;IV2)
フランス革命全3巻
マチエ苫岩波

デチオ・ペト エノレロ老i二

南雲堂 1967
古典ギリシア
高津ぎ繁著

(新237: P)

筑摩書房 1964
(新231; K)

古典古代の社会と思想
秀村欣二等編岩波 1969
(新230.3, H)
講座アメリカの文化全6巻別巻1
人橋健三郎,加緜秀俊,斎藤
真編南雲堂(新253;K2)
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)

フランス革命の知的起源上下
D.モルネ著坂田太郎,山田
九朗監訳勁草省・房 1969‑71
(新235.061; M3)
フランス革命とその思想
河野健二著岩波 1964
(新235.061; K)

ミケーネ社会崩壊期の研究
太田秀通著岩波 1968
(新231.1; 0‑2)
入門西洋史学
前川貞次郎編
1965

ミネルヴ丁吉房
(新230;M)

(

ギリシアの文化(ヘルデルレ文庫)
リヒ了ノレト・ハノレダー著松本
仁助訳エレデルレ書店 1965
ギリシャ人
キトー著

房 1966

向坂

寛訳勁草吉
(新231; K2)

、ンニバルの遺産(世界の大思想)
トインビー著'
秀村欣二等訳河出書房 1969
(新081; S 4)
aistoty of Eutope.
H. A. L.トisher 老' Arnold
ヒトラー(二十世紀の六政治塚)
ヴエノレナー.マーザー著
村瀬興雄,栗原優訳紀伊国屋
1969
(新234.074; M‑1゛)

歴史としての末来
ロバート・L

松田銑一訳

ハイノレブローナ著
ぺりかん社 1970
(新2脇.07; H)

ローマ帝国論(ユーラシア文化史選書)
弓削達著吉川弘文館 1966
(新232.8; Y )
ローマ帝国衰亡史
ウォーノレバンク著
吉村忠典訳岩波 1968
(覇232.8;訊1)
ロシア十月革命史
ソ連ず畔斗Nアカデミー歴史研究
所編アジ了・了フり力研究所
訳栢文社 1967
(新238.07; Aーリ
ロシア革命の研究
江口朴郎編

産業革命期の人ぴと
W. H .チョロナー祐
武居良明訳米来社 19釘
(新233.06; C3)
西洋中世世界の崩壊(岩波全書239)
堀米庸三著岩波 1958
(1日932; H5)
西洋中世世界の成立(岩波全'Ⅱ2)
増田四郎著岩波 1951
(1ヒ1932 ; M)
市民革命と産業革命
E . J.d{ブズボーム著
安川悦子等よ岩波 1968
(新230.56; H )
スパルタクス反乱論序説
土井正興著法政大学出版局
1969
(新232.8; D)
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 )
ヴァイマル共和国成立史 1871 1918
A.ローゼンベノレク箸
1969
足利ボ男訳みすす上
(新234.065; R‑3)

The Future a8 1Ei8tory.

Robert. L. Heilbroneτ著
Harper & ROW 1960
(新253.07; H‑LO

ルネサンス期のイタリア社会
森田鉄郎著吉川弘文館 1967
(新237.05;M)

中央公論社 1968
(新238.07 ; E )

ワイマール文化
ピーター・ゲイ著到津十三男訳
みすず書房 1969
(新234.072)
ヨーロッパの形成
H .ヘノレヒ

ソ

成瀬治訳

ク著右川武,
岩波 1970
(新230.4; H5)

ヨーロッパ世界の誕生(名著捌訳叢舎)
了ンリ・ピレンヌ著中村宏
佐々木克巳訳創文社 1964
(新230.4; P )

《伝

記

アインシュタインの生涯
C.ゼーリッヒ著
広重徹訳東京図書 1970
(新289.4; E )

会

アインシュタインと現代物理学
(科学技術選書)
シュポノレスキー等著
佐々木健等訳東京図書 1968
(新289.4; E‑3)

ペスタロッチ研究
ハソス・パ'ルト著杉谷雅文
柴谷久雄訳明治図キ 1961

アレクサンダー q阜大な生涯)
ハミーター.ノゞム著
松谷健二訳筑摩書房 1967
(新288.4931; A)

著

リ

ピエールキュリー伝

科学

社

アジアを見直す(日経新書)
川喜田一郎著日経新聞 1968
(新302 2;K)

マリ ー・キ

渡辺慧訳白水社

アメリカ研究序説
陣崎克博著

ランケとプルクハルト

英潮社 1966
(新302.53; J )

y

アリランの歌朝鮮人革命家の

マイネッケ著
中山治一等訳創文社

1960

生涯一

金山著安藤次郎訳
みすず書房 1965

荘司訳

カエサル(偉大な生涯)
マテ'アス.ゲノレツァー著
長谷川博隆訳筑摩書房 1968
(新289.3; C 11)
K6toku shⅡSui

Fred G. Notehel{er 著
Cambtidge univ.press.1971
名弁護士ナイザーの回想
ルイス・ナイザー著
安部剛等訳弘文堂 1965
(新289.3; N‑1ι0

パウノレ・フレーリヒ著
伊藤成彦訳東邦出版 19能
(新289 3; L‑3)
流氷の記
阪本勝著

と孤独

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)

シーグフ1‑

捷夫沢紀伊国屋 1969
(新304; S5)

吾妻吉房 1961
(旧983.8; S )

河合栄治郎全集全23巻別巻1
河合栄治郎著社会思想社
1967 70
(新308; K2)

S.ゴンハーズ自伝刊行会訳
日本読害協会 1969
(新289.3; G 5‑1a)
スターリン第1‑3冊
トロッキー著マノレミュス編
武藤一羊,佐野健治訳合同出
版 1967
(新289.3; S 19)

生活古典叢書 全8巻
光生館 1970‑71

社会科学の根本問題
宇野弘蔵著青末書店
社会科学入門
大塚久雄等著

サヴィンコフ著川崎泱よ
現代思潮社 1968
(新289.3; S 25)
Titania; the blography of

徳富蘇隆
早川喜代次著
徳富蘇峰伝記編纂会

余暇時代と人間(講座日本の将来5)
清水幾太郎等著潮出版 1969
(新308; K5)

12

《社
アナキズムの哲学
H.リード著

1968

すず書房

計一利用と誤用一
ライヒマソ著浜崎敬治
是永純弘訳法政大学出版局
1967
(新350.1; R2)

Parmenia Mige1 著
Random House 1967

1970

1949
統

テロリスト群像

(新308; S 4)

会

暎著中央公論社 1967
(新289.3; M5‑4)

代

現代の診断
カーノレ・マンハイム着
すず害房

斉藤秀三郎伝
大村喜吉著

現

朝日新聞社 1969
(新289.3; S28)

Isak Dinesen

毛沢東の焦
村松

社会科学研究会

ローザ・ルクセンプルグ

サミユエル・ゴンパーズ自伝上下
ジョンフューイ
エドモンド著

学生叢書
河合栄治郎著

ト

人物評伝(岩波現代叢害)
j.M.ケインズ著熊谷尚大,
人野忠男訳岩波 1961
(1日986; K12‑2)

(新302.53G)

リ

ほんとぅの教育はと問われて
朝日新聞社編朝日新聞社
1972
(新281;A2)

家の光協会 1971
(新289.3; 08 3)

づノ

同志社の思想家たち
和田洋一編同志社大学生協
出版部 1965 (新099.028;W)

ユズル訳紀伊国屋 1971

ロバアト・オウエン論集

A

チェーザレ・ボルジアあるいは優雅な
る冷酷
塩野七生著新潮社 1970
(新289.3; B11)

新しい宗政改革
ポール・グッドマン著片桐

1969

思

想》

法政大学出版局
(新309.フ; R)

.

ドイツ社会民主主義史上下
F.メーリング著足利未男等
訳ミネルヴ了書房 1968
(新309.4; M‑1a)
現代思想上下(岩波全吉・)
清水幾太郎箸岩波 1966
(新309.02; S )
イギリス革命の思想構造
浜林正夫著未来社 1966
(新309 023; H2)
意識と社会
H . S .ヒューズぎi
生松敬一荒川幾屶'大 'す'ず
壮房 1965
(新309.023; H)

民主主義の人間観
塩尻公明著

西ドイツの精神構造
宮田光雄著岩波 1967
(新309.023; M4)
歴史と階級意識
G.ルカーチ著平井俊彦択

太来礼 1962 (新309.3; L2‑2)

近代日本法思想史1
想史大系)
野山良之等i舗

中村よ

1(近代凹人思

社会思想史
出口勇藏著

筑陛吉・房

社会思想史

小極純一著岩・波 1969
(新311.1; K5‑2)

田

水

扮

(

究叢吉)
伊達功著
1970

・平田共著岩波
(新309.02; T)
(旧310; T2の

長洲一二都日本評論社 1970
(新309.3; K4)

近代思想史
奥田八一徳本正彦共著
法律文化社 19鉐
(新309.02; 02)

現代政治学
松下圭一著
1968

現代政治学原理
井上成章著

マルクス・エンゲルス選集全16巻
1.[1川均等よ新潮社 1957
(旧312;M4‑1の

現代政治学入門
篠原
永井陽之助編
有斐閣 19鉐(新311.1, S)

七田

論説資料保存会 1970
(新 P051; C2‑2)

カー

雄着岩波 1961
(旧410 ; 19)

表現の自由
星野安三郎綸
1969

スノー老:

法律文化社
(新316.1; H3)

了佐美誠次郎よ筑摩書房
1954

(1日409.2 ; S 21‑1a)

中国の革命思想(筑摩叢者〕

全3巻
創文社

1969

自由からの逃走(現代社会科学叢筈)
ン

中世の自由と国家
久保正幡編

允よ

ヒ

小島祐馬著筑摩害房 1967
(新316.フ; 0)

イギリスの国家構造
ハーウェイ署北四
合同出版 1960
リ

明治維新の社会構造
堀江英一箸有斐閣 19郭
(旧309 1; H11)

目新出扱 1967
(新311.1; 1 )

現代組織論

中国の赤い星
東京大学出版会
(新309.023; M)

*京大学出版会
(新311.1;M1の

'▲
i口

中国関係論説資料

工

1964

《政

ト

近代人の形成
水田洋.著

昭和思想史への言証
毎日新聞社 1968
(新309.021; M)

ミネレウ了書房
(新309.2; D)

1969

現代の政治と思想
南原繁岩 染京大学出版会
1966
(新304; N2)

閣 19飴(新309.021;K4)

近代社会思想の源流(松山商科大学研

青木占店 1964
(新3Ⅱ 22; N2)

現代政治の思想と行動
丸山夷屶著ボ来社 1964
(新311.2; M)

登編有斐閣

社会思想史概論
園

宮沢俊義人河内一屶編有斐

現代中国論
中島嶺雄著

現代日本の政治過程
岡義武編岩波

(社会科学選書5)
ミネノレヴ了吉:房
(新3的.02;M2‑2)

資本主義 Q苗座マルクス主義8)
近代日本思想史大系全8巻

J . P.メイヤー善t
五十嵐豊作訳岩波 1967
(新311.23; M2‑1a)

新版社会思想小史
水田洋著

島1

近代日本思想史の基礎知識
橋川又・等編有斐閣 1971
(新309 021; H)

フランスの政治思想(岩波現代叢当)

現代民主政と政治学

城塚

有斐閣
(新3仭.021; K4)

田中治男著東京大学出版会
(新311.23; T4)

1970

ローザとマルクス主義
G.ルカーチ著平井俊彦訳
ネルヴ了雷・房 1965
(新309 3; L2)

1970

自由主義と社会行動
J.デュイ
河出吉房

フランス自由主義の生成と展開
社会思想社 1968
(新309 1; S)

フロム

目高六郎訳創兀新社 1968
(新316.1; F一上,)

ノ

生松敬=訳
近代の政治思想
福田歓一著

゛︑

岩
みすず書房 1966
(新311.1; B 4)

アイザイ了

日本青年出版ネ1

リ

歴史の必然性

革命のはなし
米原いえる著

ン

岩波 1970

国家理 性(世界の名著)
F
マイネッケ著中央公論社
1969
(新081; S5)

産業における官僚制
ゴーノレドナー著
ダイヤモソド社
政

マルクスエンゲノレス著

平野義太郎編大月書店 1970
(新310.4; M5)

公務員制度(比較政治叢書)
勁草書房 1969 (新313;H2)
マキアヴェリ(世界の名著1の
会田雄次編中央公論社 1966
(新081; S5)
マキアヴェリの政治思想
佐々木毅著岩波 1970
(新311 23;M4‑5)

明治前半期のナショナリズム
坂田吉雄編未来社 1968
(新311.5; S 5)
ナショナリズムの発展
E.H.カー著大窪愿二訳
みすず害房 1971
(新316.8; C3)
ナショナリズムの政治学的研究
竹原良文等編著二一書房
1967
(新316.8; N2)

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 (UP選害)
石田雄著 東京大学出版会
1970
(新312.1; 16‑2)

治(UP選害)
東京大学出版会 1967
(新311.1; A7)

社会哲学論集全2巻
ハーバマス著細谷貞雄訳
未来社 1969‑70
(新311.1; H8)

市民革命の理論(京大総合経済研究所
叢書 4)堀江英一池田誠
尾崎芳治著有斐閣 1957

政治権力と人間の自由
H ・マルクーゼ編内山等訳
河出晝房新社 1971
(311.1 ; N 7)

知られざる革命
ヴォーリン著
野田千香子訳
1969

政治思想小史(社会科学選書 1の
A井仙一著ミネルヴ了書房
1959
(旧410.9 ; 1 )
政治哲学序説
今井仙一著

清水弘文堂 1970
(新311.1; 12)

政治と文化
石田
1969

(U P選書 27)
雄著東京大学出版会
(新310.4; 13)

政治学原論序説
小林丈児著

政治学研究
田畑

忍、著

野田茂徳
現代思潮社
(新316.フ; V)

疎外と連帯
デ・グレージ了売与
佐藤智雄等訳勁草 房 1968
(新311 1; D‑1a)
The

Symb018 0f 宮0▼etnment.
Tburman w. Arnold

゛ー

Harcourt, BTace & world
1962

青木書店 1967
(新3Ⅱ 1;K4)

大衆国家と独裁
ジグマソド・ノイマン著
岩永健吉郎等訳みすず害房
1960
(旧412.2; N2)

三和書房 1970
(新311 1; T‑2)

帝国主義論(下)
遠藤湘吉著東大出版会

政治学入門
徳本正彦等著
1971

法律文化社
(新311.1, S 15)

増訂政治学新講(有信堂全害)
猪木正道著有信堂
(新311.1; 15)
政治的なものの概念
C .シュミ、,ト著田中・原田
沢未来社 1971
(新311.1; S 8‑3)

1965

帝国主義と現代
G .W. Fノソレガノレテン;蒜述
西川正雄富永幸生鹿毛達雄
編訳未来社 1967
(新312.05; H )
絶対主義論
白杉庄一郎著
1957

政

:'、
J口

日本評論新社
(旧412.フ; S ‑2)
史>

ビヒ モス

政治的ロマン主義
Political ide8呂.

1952

世界市民主義と国民国家1
フリードリッヒ・マイネッケ著
欠田俊隆訳岩波 1968
(新312.34; M)

フランツ・ノイマン

前野吉店 1971
(新304; Nの

有斐閣

1963

阿部斉有賀弘斉藤真著

国家と法

国家と経済
淋波田睿夫著

岡本秀昭等訳

西洋政治思想史
原田鋼著

カーノレ・シュ

Davi(1 Thomson著 Penguin

大久保和郎訳

1970

1970

叫

ミット著
みすず書房
(新311.1; S8‑2)

フランツ・ノ

岡本友孝等訳
1963

ノマン著
みすず書房
(新312.34; N3)

ボリシェヴィキ革命 1917‑1923
第1‑3巻 E.H.カー著
原田=郎等訳 みすず書勇
1967ーフ1
(新312.38; C )
中国共産党史
B .1 シュウォノレツ著

石川忠雄小田英郎訳
慶応通仟 1964 (新315.22; S)

大正デモクラシー史
信夫清=.郎著
1954

3巻
日本評論村
(旧419.1; S6 D

ワイマール大統領論研究序説
小林昭=.著成文堂 1970
(新312.34; K2
J^

1970

ミネルヴ了書房
(新312.34; D)

EconomiC8 and Ⅱrban Problem8.
Basic Book
Dick Nat2er1薯・

フランス革命時代に於ける階級対立
(岩波文庫)
カーノレ・カウッキー著
堀江英一,11̲1口和男典訳岩波

勁草吉房 1969
(新317 1; T 2)

勁草書房 1967
(新317 1;Y2)

1954

政学
(新317 1,ハ)
山釜

ンオドア・ C .'ノレンセン著

大前正臣訳弘文堂 1966
(新312.53; K‑1a)

イ
孑

茗
犬
電

自由民権期の研究全4巻
堀江英一,遠山茂樹編
有斐閣 1959 (旧419 LHの
(新312 41;H)
ケネディの道

明治政治思想史研究
石田雄著未来社

行政学概論上
辻清明茗

有斐閣 1965
(新317.1; N )

行政学講義
足立忠夫著
行政学講義上巻
辻清明薯
1959

東京大学出版会
(旧420; T4)

行政学講義序論
蛾山政道耗

日木評論朴 1950

国際連合の研究全3巻
田畑茂二郎編有斐閣
1962‑66
(新319 92; T)
モスクワにかける虹
松水俊一祷朝日新聞礼 1966
(新319.21. M2)
日米安保条約の焦点
(朝日市民教室〔日本の安全保障〕
10)朝日新聞ネナ 1967

ハーノぐート.ハッシン編

長井善見等訳南雪堂 19釘
(新319.21 P)
日ソ外交関係史第1‑3巻
エリ.エヌ・クタコフ著
ソビエト外交研究会訳
刀江;穿院 1965‑69
(新319.21; K3)
く法

有信堂

1968

明治前期政治史の研究
梅渓昇著未来礼 1963
(旧491 1; U3)

束京大学出版会
(新319.1; B 3)

日本とアメリカ
E.サイデソステッカー等著

行政学序説
長濱政壽苓

行政学講義案
長浜政寿茗

1954

型テ木塗店 1964

1952

東京大学出版会
(新317.1; T2)

1967

イギリス労働党の歴史
ぺりング著小川嘉一訳
日本評論社 1967
(新315.33 ; L ・2)

明治維新の社会構造
堀江英一著有斐閣

吉

イギリス義会政治の発達
中村英勝著至文堂

政

学富

イ丁

封建国家の権力構造
清水盛光,会田雄次編創文礼
1967
(新312 1; S )

日本評論礼 1971

足ウ忠大著

J^

現代外交の分析
坂野正高若
1971

現代行政学
吉富重夫苦

フランス政治史(福村叢書)
炭山信薯福村出版 1968
(新312 35;Y2)

中国民族連動の基本構造
菊池貴晴箸大安 1966
(新319.8. K3)
中ソ論争論
堂清倫薯

現代行政国家論
手島孝就

イ丁

安全保障とは何か
(朝日市民教室(日本の安全保障〕1)
朝日新聞礼 1967

(新318.フ; N7)

1970

ドイツ現代政治史(現代政治シリーズ)
中村幹雄著世界思想礼 1969
(新312.34; N 4)

安保体制と自衛権(文化新書)
田畑茂二郎著有信堂 1960

政》

イ丁

ドイツ現代政治史
飯田収治等著

<国際政治>

アメリカ法のはなし
ロノレド・ J ・バーマン編
川吉右衛門等訳有信堂
1968
(新322.953; B‑1a)

行政学入門(有斐閣双書)
加藤一明等茗有斐閣 1971
(新317 1;G2)

アメリカ法入門
伊藤正己茗

日本の都市問題
宮本憲一茗

別冊ジュリスト

筑序書房 1969
(新318 フ; M4)
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律》

有斐閣

日本評論礼 19鉐
(新322.953; D

(新 P320.1; B )

文献研究日本の法社会学
藤田勇江守五夫編日本評
論社 1969
(新321.3; F )
中世的世界の形成
石母田正薯

現代のアメリカ法
E.N.グリズウォルド著
藤倉晧一郎訳法律文化社
1967
(新322.953; G ‑1a)

東京大学出版会
(旧462; 1の

現代法と市民(岩波講座現代法8)
加藤一郎編 1966
(新320.8; D

英米判例百選(ジュリスト294号)
我妻栄・宮沢俊義編有斐閣
(新320.1; J )

法における常識(岩波現代叢書)
P.G.ヴィノグラドフ著
末延一次等訳岩波 1952
(新321; V)

1969

英米法源理論全訂版(英米法講義
第 1巻)
高柳賢三著有斐閣 1966
(新322.333; T‑2)

英米法概論(新法律学演習講座)
伊藤正己編青林書院 1961
英米法概論
人阪谷公雄茗

1965

1970

法の一般理論とマルクス主義
パシニカーニス著稲子恒夫訳
日木評論礼 19能
(斬321.1; P3)

法と社会(巾公新井)
碧淘純一薯巾央公論礼 1971
(新321; Aの

1959‑60
法

英米法の基礎 (英米法講義4)
高柳賢 著有斐閣 1964
(新322.333; T)
英米法の基礎
田中和夫著

密楽書房 1965
(新322 933; T)

学習・法学小辞典
天野・窪田 ・乾編臼本評論什
1971
(新320.3; G)
現代アメリカ法学
鵜飼信成著
現代法学入門
D ・ロイド著
六本佳平共訳
1968

現代法思想の潮流
矢岫光圀編

有莚閣 1967
(新321;晒1‑2)

末延=次編有斐閣
(折322.933; E2)

束京大学出版会

日木そ平卦什

律(岩波新書)
末川博著岩波 1971
(新321; S‑5)

法律英語の常識
早川武夫著

学
大隅健一郎薯 有信堂 1964
(新321; 0)

法学概論(有斐閣全書)
尾高朝雄著有斐閣 1970
(新321; 04)
法学概論
山本柞一編

有信堂 1968
(新321; Y2‑2)

法学入門
末川博編

有斐閣 1967
(新321; S‑4)

法源と解釈
杉山直治郎著 有斐閣 1957
(旧451; S28)

川島武宜
日本評論礼
(新321.1, L‑1a)

法規範の分析
井上茂著

法律文化礼 1967
(新321 2;Y)

法令全書複製版
内閣官毅局

有斐閣 1969
(新321.1; D
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粒朴

法律学基礎1卯講
天野和夫編

日木評論礼 1971
(新320 3; A3)

法制史論集全4巻
中田燕著岩波

1964‑

(新322; N)
法制史論叢全4冊
滝川政次郎茗

角川井店
(新322.]3 ; T2)

法社会学
藤田・江守編日本評論朴
法社会学上
川鳥武官薯

岩波 1958
(旧451; K15 2)

法社会学方法論序説(学術選書)
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礼 1950
(旧451; K15)
法社会学の現代的課題
湖見俊隆渡辺洋=編 岩波
1971
(新321 3; U2)
法社会学の課題
戒能通孝等著

法律文化社

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;晒1)
法思想史講義
阿南成一編

(新320.91; H)

日本評論社 1965
(新320 フ;H)

法律思想史概説
小野清一郎薯

1967

法の常識
渡辺洋一編

英米法の研究
末延三次著

法律文化礼
(新320.4; H9)

世界思想礼

英米法辞典
高柳賢=

法の変革の理論
平野義大郎薯

法

1970

青林書院新社
(新321.23; A)

法曹と人権感覚(学術選書)
佐伯千仭著法律文化社 1970
(新321.1; S 16)

私法の法社会学
高梨公之編

岩波小辞典法律 第3版
戒能通孝編 1969
(新320.3 ; 13)

私法制度の社会的機能
カール・レンナー著
加藤正男訳法律文化社 1968
(新321.3; R)

科学としての法律学新版
川島武宜著弘文堂 1964
(新321.1; K2)
権利のための闘争

(岩波文庫)
P V.イ
リング著
日沖憲郎訳 岩波 1971
(新321; J 2)

法律文化社 1962
(新321.3; T2)

ソピエト法理論史研究 1917‑1938
(東京大学社会科学研究所研究叢
書第27)藤田勇著岩波 1968
(新321.23; F 2)

工

近代社会と法
川鳥武宜著

岩波 1959
(旧451; K15‑3)

近代法の基磁構造
加古祐二郎著佃藤恭・治田
稲次郎縮日本評論社 1964
(新321.1; K)
マックス・ウェーバーの法社会学
(与!.術選.1÷)
ム尾芳久茗法律文化社 1971
(新321.3; W2‑2)
祭りの法社会学
千葉正士著

弘文堂 1970
(321.3,C)

日本の法学
日本評論社編 1968
(新321.21; N2)
日本人の法意識(岩波新書)
川島武宜著岩波 1971
(新321; K‑2)
農村と基地の法社会学(束京大学社会
科学研究所研究叢書15)
湖見俊隆著岩波 1960
(1日450.4;U)
ラートプルフ著作集
東京大学出版会
口

マ法
船田享二著

戦後の法学
湖見俊隆編

(新320.8, R)

法

《憲

米国憲法略義改訂版
高木八尺著有斐閣 1961
(新323.53; T3)
法と条約(東京大学社会科学研究所
研究叢書)
高野雄ーチ 東京大学出版△
1960
(旧452.1; T12)
憲法と教育基本権
永井憲一茗

日本人の憲法意識
小林直樹編
1968

勁草冉房 1970
(新323.986; N3)

東京大学出版会
(新323.14; K‑3)

司法権独立の歴史的考察増補版
家永'郎著日本評論社 1971
(新323.01; 13)
財政における憲法問題
新井隆一著中央経済社 1965
(新323.147; A)
《1子

政

法》

行政組織法
佐藤
1958

公務員法(法律学全集7)
功鵜飼信成著有斐閣
(新320.8; H)

行政手続法概説
一村彌三次著

自治日報社
(新323.9, N3)

1971

行政法講義
杉村敏正著

有斐閣

1963

行政法講座全6巻
田中二郎原龍之助柳瀬良幹
,有斐閣 1956‑66
(新323.9; G)
行政法教科書改訂版
柳瀬良幹著有斐閣 1966
(新323.9; Y2)
行政法総論(法律学全集6)
田巾二郎薯有斐閣 1965
(新320.8; H2)
法の支配と行政法
杉村敏正茗

自治法と土地法
柳瀬良幹著

有斐閣 1970
(新323 9; S2 4)

有信堂 1969
(新323.92; Y)

察法・防衛法 (法律学全集12)
田上穂治 杉村敏正著有斐閣
1965
(新320.8; H2)
近代日本教育の成立
井上久雄著風問書房 1969
(新323.986 ; 12)
国税通則法精解
志場喜得郎等編

大蔵財務協会

1963

英国行政法の研究
山本正太郎茗

弘文堂 1969
(新323.993; Y2)

コンメンタール国税通則法
杉村章=郎等編=晃朴

1966

岩波 1969‑
(322.315; F )

フランス行政訴訟論(神戸法学双書9)
阿部泰隆著神戸大学研究双書
刊行会 1971
(新323.993; A8)

交通事故と信頼の原則
西原春夫茗成文堂 1969
(新323.981; N)

日本評論社
(新321; U)

行政行為の公定力の理論
兼子仁著東京大学出版会
1964
(新323.95 ; K)

公用負担法(法律学全集14)
柳瀬良幹著有斐閣 1964
(新詑0.8; H2)
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オットーマイヤー行政法学の構造
塩野宏著有斐閣 1962
(新323.9; M2)

英米私法論集
有泉享等編

社会教育法の成立と展開(日本の朴会

演習民法
途藤

教育 15集)
吉田昇編東洋館 1971
(新323.986; N5)

資料教育基本法(教育資料ブ・"ク)

東京大学出版会
(新324.933; E)

1963

1971

総貝1・物権
川井・西原編青林吉院
(新324.1; E )

夫妻の法律
太田武屶著

有斐閣 1968
(新324.6; 05)

片1.1」清一編高陵社 1964
(新323.986; K2)

不当利得・事務管理の研究 1

家族法判例百選
加藤一郎太田武男共編
有斐閣 1966
契約責任の研究
北川善太郎著

契約総論(債権各論上)
加藤正男薯法律文化社 1967
(新324.5; K2 1a)

契約と事情変更(北海道大学法学部叢
ヨ1)

有斐閣 1970 (斬324.5;T2)

所得税法の論理
塩崎潤他著

税務経理協会
(新323.9843)

1969

田巾二郎著有斐閣 19朋

参考室編国立国会図書館 1960

(新320.8, H2)
現代の離婚問題
太田武屶編

租税法体系上
中川一郎編三晃社
租税法要綱

忠佐市薯森山書店 1971
(新323.984; C‑1b)

有斐閣 1970
(新324.6; 0 の

判例演習〔民法〕全5巻

仙木柴谷口知平加藤一郎
編打斐閣 1963‑64
(新324.098; H2)

税法学体系 1総論

五十嵐清著有斐閣 1969
(新324 4; 12)

外国民法・会社法・税法に関する邦文
文献目録
国立国会図書館閲覧部政治法制

租税法(法律学全集 ID

契約法大系
契約法大系刊行委員会編
有斐閣 196265
近代法における債権の優越的地位
(学術選書)
我奏栄薯有斐閣 1964
(斬324.4, W)
公害の私法的研究
沢井裕著

中川一郎編二晃社 1968
(新323.984 ; Z )
税務訴訟資料
国税庁

第1 30号
1950‑1962

判例コンメンタール
我妻栄編薯コソメンタール
刊行会 1963‑70
(新324.098; H)

(新 P323.9; Z 2)
法》

《民

物権法総論
金山正信著

有斐閣 1964
(新324.2; K2)

注釈民法全26巻別巻1

小川善之助等編有斐閣
(新324, C )
代理占有
末川博著弘文常
ドイツ私法概説
一一

ン

︑︑︑

タイス

世良晃志郎等訳

創文礼 1966

有斐閣 1965
(新324.933; T2 2)

判例民事法
民事法判例研究会編
〔年刊

婚姻の届出
太田武男等著

婚姻法成立史序説
熊谷開作著

弘文堂

有斐閣

民

家事事件の研究 1 (ジュリスト選当)
東京家裁身分法研究会編
有斐閣 1970 (新324.6;T2)

民法講義第1巻
川島武宜薯

家庭の法律(岩波新書)
川島武官薯岩波 19弱
(旧453.5 ; K6 3)

民法講義
我婁栄著

家族法
、山正イ

民法の考え方
高梨公之著

1957

(新324.6; K5)
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有斐閣 1971
(新324 6; K1の

酒井書店 1970
(新324 6; K7)

法(有斐閣双吉)

民法風土記
中川善之助著

ミネルヴ丁当房

一粒社 1969
(新328.74 ; S )

遠藤浩等編1970(新324;M9)

破産法・和議法(法律学全集37)
巾田涼一茗有斐閣 1959
(新320.8; H2)

一1

英米契約法新版
仟1巾和夫薯

判例民法の諸問題
末川博著

有斐閣 1963
(新324 5; K3)

1965

日木評論社
(新322.16; N 2)
序説
岩波 1951
(旧453; K3‑2)

岩波 1965
(新324;W‑3)

日本評論社 19鉐
(新324; T)

1971

東京大学出版会
(新324; H3)

末川先生古稀記念権利の濫用
未川先生古稀記念論文集刊行委
員会編有斐閣 1963‑65
(新324.1; S )

有斐閣 1970
(新324; H2)

担保物権法
柚木

民法成立過程と入会権
福島正夫北条沽編著
森林所有権研究会 1968
民法総則
金山正估著

ミネルヴ了;"・房

(新324.1;K)

1966

馨若有斐閣

抵当権の実行
有斐閣

上
1970

約款法の理論
米谷隆

緒下倉Ⅱ房

財産法要説
金 1̲11正イ 谷
1963

民法総則(';律¥<架 17)
川島武宜著羽斐閣 19砺
(新320.8; H2)
親子の法律
太田武屶
1969

久貝忠彦著 有斐閣
(新324 6; 0 4)

(新324.3, K)

ミネウ丁"・房
(新324.2; K2 2)

《商
アメリカ会社法
並木俊守著
1970

債権各論講義上巻
広中俊雄著有斐閣

1965

金山正信著
1965

(

ミネルヴ了書房
(新324.4; K3)

最高裁民事判例批評
末川博編 有斐閣
1947‑55
(新324.098, S 2)
市民のための法律相談
谷口知平石田喜久夫著
有斐閣 1971 (新324;T3‑4)

東洋経済新報礼
(新325.953; N)

ドイツと日本の会社法
河本一郎編商亊法務研究会
1969
(新325.2;訊1)

栄著有斐閣 1959

親族法
谷田貝一郎著

船荷証券法及船舶担保法の研究(海商
法研究第1巻)
大橋光雄著有斐閣 1941
(新325.5,0)

所有権法の理論
川島武宜著

相続法
小川善之助著

岩皮 1949
(旧453.3.Kの

有斐閣

1959

実用株式会社法全4巻
財政経済弘穣社
株式会社発生史論
大塚久雄著

中央公論社 1947

海法会誌
日本海法会編

勁草書房
(新 P325; K)

1916

会社と訴訟上下
鈴木忠一編

有斐閣 1968
(新325.2; S 3)

勁草者房 1955

判例体系保険法海商法
田中誠二原茂著

保険契約法の研究
人森忠火著

有斐閣 1962
(新325.933; K4)

会社法の諸問題
有斐閣 1951

判例商法3

有1戸寔

1961

ミネルヴ了当房

,や央大学出版都
(新325.4; A2)

会計合併手続
財政経済弘報社

船荷証券免責条款論
田中誠二著有斐閣

小町谷操三著

親族法
我妻

イギリス会社法概説
小町谷操三若

ク)

イギリス近代株式会社法形成史論
本間輝雄著春秋社 1963

ハンス・ヴュノレディンガー
債権総論

保険法研究
朝川伸火著

法》

注釈会社法全10巻
大森忠夫等編 有斐閣 1967ー
(新325.2 ; C )

博著岩波書店

千倉書房 1968
(新325.4 ; T)

保険法・海商法(法律学ハ'ドプ
大隅健一郎大森忠夫編
青林圭院 19騎

1967

論

債権各
末川

1970

新版保険法
田中誠二著

民法論集
星野英一著

保険法(法律学全書)
田辺康平著
才、ノレウ丁吉房
︑︑︑

民法論集
広中俊雄著

イヨ斐閣 1969
(新325.4; 0 2)

保険契約法論 1‑2
青谷和夫著千倉沓房
1967 69
(新325.4; A 3,
新325.4; A 3a)

海商法(法律学全集3の
石片照久名有斐閣 1964
(新320.8; H2)
海商法上下
小町谷操三窪田宏共著
青林者院 1959‑60
(旧454.5, K4)
海商法新訂版
西島弥太郎著

海文堂 19釘
(新325.5 ; N )

新版海商法

手形

千倉書房 1966
(新325.5; T)

田中誠二著

海商法原論
森清著

有斐閣 1952
(旧454.6;M2‑1a)

海商法研究 1 6巻
加藤正治著有斐閣
1921‑1943

海商法研究第1巻
小町谷操三著

1943

有斐閣

(旧妬4 6; K4)

海商法研究第1巻
大橋光雄著 有斐閣 19U
(新325.5; 0)
海商法詳論
田中誠二著

勁草書房 1970
(新325.5; T 2)

海商法要義
小町谷操

小切手法
服部栄三著
1967

商事法研究会
(新325.61; H )

定期傭船契約法序説
窪田宏著有斐閣 1968
(新325.5; K3)

刑法綱要総論
団藤重光著

統一船荷証券法論及ぴ国際海上物品運
送法註釈
小町谷操三著勁草書房 1958

刑法講座全6巻
日本刑法学会編

《刑

法》

注釈刑法全6巻別巻1
(新326, C)
有斐閣 1964
現代刑法学の課題
中山研一著

日本評論社 1970
(新326.01; N2)

判例演習:刑法総論 増補版
平野・福田・ 大塚編有斐閣
1971
(新326.098; H‑1a)

著岩波 1932‑60

公企業法・公物営造物法(法律学全集
13)
山田幸男
1965

原龍之助著有斐閣
(新320.8; H2)

水先契約の研究
藤崎道好著

商法講義(青林講義シリーズ)
鴻常夫等編青林書院新社
1970

商法の基本問題
我妻栄等編

犯罪構成要件の理論 (学術選智〕
小野清一郎著 有斐閣 1953
(旧456; 03)
犯罪と刑罰上
団藤重光等編
1968‑69

成山堂 1970
(新325.5; F )

有斐閣 1969
(新325;W)

商法の理論と解釈(学術選書)
竹田省著有斐閣 1959
(新325.01; T)

証券取引法(法律学全集 53)

海商法
法文社

犯罪者処遇法の諸問題
幸野龍一著有斐閣 1963
(新326.5; H)
可罰的違法性の理論
藤木英雄著有イロ堂 1967
(新326, F ・3)
過失犯上下
青木清相等編

過失犯の理論
藤木英雄著

有斐閣 1966
(新326.1;K)

有信堂 1969
(新326.1; F 3)

1955

新版商行為法・保険法・海商法
鈴木竹雄著弘文堂 1968
(新325.3 ; S )

有斐閣
(新326; H2)

犯罪論の新構造上下
木村亀二著有斐閣 1966‑68
(新326.01; K2)

鈴木竹雄河本一郎著有斐閣
1968
(新320.8; H2)
商行為法・保険法
伊沢孝平著

刑法講義総論一
佐伯千仭著有斐閣 1968
(新326; S2)

刑法紀行
団藤重光著

創文社 1967
(新326.9; D)

20

1963‑67

創文社 1967
(新326; D3)

有斐閣
(新326; K)

刑法に於ける期待可能性の理論
佐伯千仭著有斐閣 1966
(新326.01; S 2)
刑法の基礎(東大社会科学研究叢書2の
平野龍一著東京大学出版会
1966
(新326.01; H3)
刑法総論(法学基本問題双書)
西原春夫著成文堂 1968
(新326; N)
刑法と科学(心理学・医学篇)
有斐閣 1970
刑事貴任の基礎
大谷賓著

成文堂 1968
(新326.01; 02)

目的的行為論と犯罪理論(神戸法学双
害)
福田平著有斐閣 1964
(新326.1; F)
日本の犯罪学全4巻
岩井弘融等編 東京大学出版会
1969‑70
(新326.3; N3)
租税刑法の基本問題
板倉宏著勁草書房 1965
(新326 83; D
体系刑法事典
木村亀二編 占林書院新社
1966
(新326; T2)
訳注中国歴代刑法志 2冊
内田智雄編創文社 1964‑70
(新322 22; U)
く司法

判例民事訴訟法
兼子一著

訴訟》

弘文堂 1969
(新327 2; K2‑1の

非訟事件の裁判の既判力
鈴木忠一著弘文堂 1966
(新327.47 ; S )
家永教科書裁判第一部凖備書面篇
第二部証言篇全10巻
総合図害 1970
(新327.209; K)
実務民事訴訟講座全10巻
鈴木忠一三ケ月章監修
日本評論社 1969‑
(新327 2 J)
国家補償法・行政争訟法(法律学全集
9)

如JH一郎碧 力斐閣
(新320 8. H2)

今村成和
1965

講座現代の弁護士
日本評論社

全4巻
1970‑

(新327 14, K)
脚註民事訴訟記録
野問繁編著

強制執行法
吉山大

池井醤1占 1964
(新327 209; N)

民事訴訟法
三ケ月

章著有斐閣

民事訴訟法
染野義信著

勁草書房 1969
(新327 2 ; S 5)

民事訴訟法概説 1(有斐閣双吉)
田中淳一編有斐閣 1968
(新327.2; N・2)
民事訴訟法研究 全4巻
三ケ月 章著有斐閣
1968‑70
(新327.2; M5)

民事訴訟の法理
敬文堂 19鉐
民事訴訟の理論上
有斐閣 1970

民事訴訟法の論点
染野義信薯

(法学論点叢書ワ
法学書院 1970
(新327.2. S 5 2)

民事訴訟法の諸問題(学術選占)
雉本朗造著打斐閣 1969
(新327.2, K7)
新修民事訴訟法体系増訂版
兼子一著酒井書店 1965
(新327.2 ; K2‑1d)

( 327.2, N3)
民事法研究
兼十

下

全3巻
一著酒井占店 1954‑69
(新327 2; K2‑3)

民事訴訟理論の基礎的研究
1[1木戸克己著有斐閣 1966
(新327.2, Y)

ローマ裁判制度研究
柴田光幟ぎi' 1什界思相礼 1968
(新322.315, S 3)

民事訴訟政策序説
木川統一郎著

裁判と法
有斐閣 1970
(新327 2; K5)

ケ月

上干

章編

有斐閣 1967
(新327;M2)

有斐閣 1970
(新327 2; K2‑9)

訴訟物論集 (北海通大学法学部叢.穿)
小↓1 舛著有斐閣 1966
(新327.2, Kの

民事訴訟法 1(有斐閣全書2)
菊井維太名有斐閣 1970
(斬327.2; K2‑9)

司法研究報告書第2輯第6号,第
4岨第8弓
司法研修所 1950, 1954

民事訴訟法上下
菊井維太著弘文堂

証拠法大系
熊谷弘等編

民事訴訟法
兼f

一碧

19腿

(旧455 1, K4‑3a)

法》

く労

不当労行為論(共同研究労働法1)
本多淳亮等著法律文化社
1969
(新328 63; F)
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)
Internationa118bour Ia研,.

民事訴訟法講義(沓林講義シリーズ)
兼子一小山昇緒
青林書院斬礼 1970
(新327.2, K2 7)

郎茗法tl,文化ネ1

1958

田辺公二著作集全3巻
弘文堂 1964‑69 (新327 2;T)

1970‑

日本評論社
(斬327.62 ; S )

Istvnn szR、2y老i

S】jthoH

1968

個別的労働関係法
青木宗也著

日本評論礼 1969
(新328.6, A2 2)

協同自治と団結の諸問題
日本労倒法学会編
総含労働研究所 1972
労働基本権論
沼田稲次郎著

労働基準法
有泉

勁草吉房 1969
(新328.62, N)

亨著有斐閣

1970

労働基準法改訂新版上下
(労働法コンメンタール3)
労働省労働基準同編
労務行政研究所 1968
(新328.64. R 2)
労働基準法 (怯律学全書)
恒藤武 名ミネルヴ丁書房
1971
(新328.64; T2)
労働基準法の研究
山本吉人著
1970

全3巻
綜合労働研究所
(新328.64; Y)

労働基準法とその威力
松岡三郎著弘文堂 1970
(新328 64; M 5)
労働災害の法律相談(法律相談シリ
ズ12)
有泉亨編有斐閣 1971
(新328.64; A4)

労働法上下
石井照久著

労

働法
松岡

(法律学講座双書)
弘文堂 1969
(斬328.6; 1 2a)

郎著日本評論社

1969

国際経済条約集
金田近一編
1965

国際経済組織法
高野雄一
学出版会

労働法実務大系全21巻
綜合労働研究所 1969‑70
(新328.6; R4)

国際商事仲裁
森井清著

労働法講義(青林講義シリーズ)
恒藤武二峯村光郎編
青林書院 1970

国際組織法
高橋

労働法の研究全3巻
石井照久著有信堂 1ρ67ーフ0
(新328.6;ト3)
生活保護法の法社会学的研究
鈴木一郎著勁草書房 1967
(新328 73; S 2)
集団的労働法理の展開
浅井清信著法律文化社 1968
(新328.63; A2)
体系労働基準判例総覧
辻本慶治若林之矩著
労働法令協会 1970
(新328.64; T la)
《国

際

外交関係の国際法
横田喜三郎著

法

有斐閣 1963
(旧"1; Y 6)

現代国際法
小田滋石本泰雄寺沢一編
有斐閣 1971 (新329.01;03)

ダイヤモンド社
(新329.8& K3)

国際法上の自衛権
田岡良一著
筒井若水著 東泉大
1965 (新329 37;T)

東洋経済新報社
(新329 87M)

1970

(法律学全書29)
悠著ミネルヴ丁書房
1970
(新320.8; Hの

国際組織法(法律学全集58)
高野雄一著有斐閣 1961
(新320.8; H2)
国際取引法判例研究
土井輝生著成文堂 1967
(新329.88; D)

有斐閣 1958
(旧441; T9‑2)

コンメンタール国際海上物品運送法
田中誠一吉田昂著勁草書房
1964
(新329.84; T)
日本の領土(東大社会科学研究叢書)
高野雄一著東京大学出版会
1962
(新329.2; T)
当事者自治の原則
折茂豊著

創文社 1970
(新329.8; 0)

海の国際法上下
横田喜三郎 小田滋著有斐
閣 1959
(旧441.9; Y2)

現行海事法令集
運輸省監修

法》

海文堂
(新828.42, G)

国際法 n (法律学全集5の

横田喜三郎著有斐閣

1958

(新320 8 ; H2)

銀行取引法
田中誠二著
1964

国際法Ⅲ(法律学全集57)
田岡良一著有斐閣 1959
(新320.8; H2)

医事法学への歩み
唄孝一著

(法律学講座双書)
弘文堂 1969
(新329;T‑2)

医療過誤の諸問題
唄孝一著

国際法概論上下
高野雄一著

国際法講義上下
田畑茂二郎著

国際法講義上
田岡良一著

有信堂
(新329.01, Tの

海事条約の研究
小町谷操三著
海上衝突予防法論
藤崎道好著

経済法令研究会
(新328.13; T2)

岩波 1970
(新328.74; B)

岩波

有斐閣

成山堂

1969

1969

(新328 42; F ‑2)
有斐閣 1955
(旧441 1;T4 2)

イエルサレムのアイヒマン

ハンナ・アレント著
人久保和郎訳゜すず書房
1969
(新329.67; E )

勁草書房 1964
(新329.1; T)

《諸
国際法1 (法律学全集55)
田畑戈 郎著有斐閣 1957
(新320 8; H2)

1968‑1970

現代国際法の課題
高野雄一等編

国際法学の諸問題
慶応通信 1963

国際法における国家と個人
宮崎繁樹著末来社 1966
(新329.2;M‑2)

改正海上運送法及ぴ関係法令
海事法令研究会編著
運輸省監修成山堂 1968
(新325.5; K4)

航空機事故と賠償任(商事法研究双
国際判例研究 1
横田喜三郎著

有斐閣 1970
(新329; Y)

国際法学上
横田喜三郎著

22

書7)

有斐閣 1955
(旧441; Y5)

小町谷操三著有斐閣 1948
(旧453.4; K7)

空

法

勁草書房

日本航空法学会編
空法概論
池田文雄著

邦光書房 1962
(新328 42; D

明治以後宗教関係法令類纂
文部省文化局宗務課監修
第一法規出版 1968
(新323 986, M3)
水先法の研究
藤崎道好筈

成山畔t 1967
(新328 42; F)

陸上物品運送法論
水口吉蔵著

1930

船舶衡突論
小戸嘉一茗

有斐閣

G .ロビンソソ薯
'尺紀伊国屋 1967
(新331.844, R la)

自由と計画の経済学

占
E . A

山

ネルウ了

(新331 844; S 2)
(1F1341 6 ; S 8 2)

獨占理論と地代法則
白杉庄一郎茗

商業信用状論増補版
伊澤孝平著有斐閣 1965
(新328.14; D

ミネノレウ了

送法の理論と実際
小町谷操三茗

勁草書房 1968
(郭'328 42. K)

済

青11.1秀夫訳至誠堂 1966
(新331.844, C ・1")

白桃書房

1965

(新331 844; 1 )
現代経済学マクロ分析の理論
上下

R .G .D .アレン著新開陽一
渡部経彦訳束洋経済新報料
19朋
(新331.19; A‑40

子ノ

木村憲二訳日本評論社 1968
(新331 19. F I0 2

現代経済学価呑分の理論
J.M へンダースン, R.E.ク
オント著小宮隆大郎訳
創文社 1967
(新331.19, H2 LO

分配理論と資本一その古典と近代一
ガレニャーニ著山下博訳
未来社 1966
(新331.82; G2

現代経済学への道(市民教室2D
名和献三,柳田侃編著
法律文化社 1969
(新331, N9)

微視的経済理論上下
C . E .フ丁ーグスン著

23

ジョージ・N ノ、ノレム^

堀経夫監修

創元社

1962

重商主菱論(改造選書)
トーマス・マソ著堀江英一
河野健二共訳改造社 1958

H.ヘンタ

ーソゾ衝由杉剛訳

尹岡吊

1968

(新331.842. H1 1a)
需要予測の数学(近代数学新書)
ト林竜一著至文堂 1967
(新331.842; K)
価値の理論増補版
白杉庄一郎著

独占的競争の理論

不完全競争の理論
池田一新著

日本経済新聞社
(新330 8;G2)

1970

需要と供給
︑︑︑

亮

1ノ︑

1964

(新328 73;02)

く経

独

E .H .チェンバリン著

戚1口書房

1966

現代の経済学
建元,渡辺綿

1963

社会事業法制概説(村・̲福祉事業シリ

伊藤久秋,榎本弘訳

勁草書房

未来社 1965
(新331.4, T)

1961

ミネルヴフ書房

ト M.レバソソン,S

ソロン^

(331.843; L2 1a)
蓄積論研究
富塚良=著

1931

1971

、4)

J'ルノぐー

勁草害房 1952
(1日341.3 ; S 4)

独占およぴ寡占理論の研究
官川武雄著白桃書房 1966
(331.844; M2)

1

現代経済学の基本問題
占谷弘著岩波書店 1958
(旧341; H4の
現代の価格理論

地代論論争
鈴木鴻一郎著

独占理論の研究
内杉住一鄭茗

船員法解釈例総
=.浦悦円郎茗
社会保障法
荒木誠之著

地代論
リチャード・ジ,ーンズ著
鈴木鴻一郎,遊部久蔵訳
日本評論礼 1932

19釘

ミネルヴ丁考房
(新331.841; S )

価値と資本 1 1
ヒックス著安井琢磨,熊谷尚
夫訳岩波書店 1951
(旧341.6 ; H7)
価値論(青木全書)
宇野弘蔵著青木書店 1965
(新331 841 U)
価値論(社会主義経済学3)
宇野弘蔵著河出書房
価値論の研究
宇野弘蔵著

1947

東大出版会 1965

価値論の問題点(経済学ゼミナール2)
宇野弘蔵著法政大学出版局
1969

価値論論争
鈴木鴻一郎茗

青木書店 1959

価格形成の近代理論
沢木清著 中央大学出版部
1968
(新331.843 ; S 3)

経済分析とOR 上 下
ボーモノレ者 福場 庸訳丸善
1966
(新331 19 ; B4‑1a)

経済学を学ぶ(有斐閣選書)
川口弘,小林昇,辻村江太郎著
有斐閣 1970 (新331;K17)

価格の理論上
G.J.スティグラー著
内田忠夫,宮下藤太郎訳
有斐閣 1968 (新331'843; S)

経済原論(有斐閣双書)
宮木義男編有斐閣 1969
(新331;Mの

経済学新大系
河出書房

価格と資本の理論現代マルクス経
済学の一展開一
大島雄一著未来社 1965
(新331.843; 0)
寡占価格の理論
大和瀬達二著
1969

中央大学出版部
(331.844; 0)

寡占経済の動態分析
小林好宏著 恒星社厚生閣
1970
(新331.844; K3)
寡占経済理論の構造
大和瀬逹一著新評論 1970
(新331.844; 0 2)
寡占の経済学
馬場正雄,新野幸次郎編
日本経済新聞社 1969
(新331.844, B2)
寡占論集
R フりツシュ,J.R

ク

H . V シュタッケンベノレグ著

大和瀬,上原訳至誠堂 1970
(新331.844; F3)
過渡期経済論(ブハーリ ン著作選D
現代思潮社 1969 (新088; B)
ケインズ理論による雇用成長と所得分
配

S.ウエイントロープ著
松坂兵=郎訳ダイヤモンド社
19朋
(新331.88;訊r‑1a)
計量経済学(岩波現代叢書)
L.クライン著宮沢光一
中村貢訳 1958
(旧341; K22‑2a)
経済分析の歴史 5‑7巻
シュンペーター斈苛弓ミ灯Ⅱ半青^司で

岩波 19釘 69
(新331.2; Sの

経済危機一どこへ行く
灘波田春夫著講談社 1971
(新330 4;N4)
経済協力白書
通商産業調査会編
経済の数量分析
村田安雄著

経済学上下 (角川全書24.25)
宇野弘蔵著 角川書店 1956
(旧341; U3 2)
経済学原理論2冊(経済学大系2.3)
鈴木鴻一郎著東京大学出版会
1963
(旧341; S 40 3)
経済学から歴史学へ
堀江英一著有斐閉 1957
(旧341.9 ; H24)

経済学講義
平瀬巳之吉著

1960 65

東京大学出版会
(新330.8 ; K4)

1964

通商産業省

経済史理論の歴史 3冊
ブローグ著久保芳和等訳
東洋経済新報社 1966
(新331.2; B lb)

1967

経済学大系全8巻
宇野弘蔵監修

経済学はむずかしくない
都留重人著講談社

創文社 1970
(新331 19;M1の

経済学研究入門
鈴木鴻一郎編

1953 (旧340 8 ; K7)

経済学四つの未決問題
平瀬巳之吉著末来社 1967
(新331; H4)
経済学史概説
白杉庄一郎著
1966

経済学史講座
内田義彦等編

ミネルヴァ書房
(新331.2 ; S 3)
(1日341.9 ; S 22)

桷斐閣 1964 5
(新331.2,K)

近代価格理論の構造
伊束光晴著新評論 1965
(新331.843; D
近代経済分析一その発生過程と内
容
W'.フェノレナー著 松代和郎訳
創文社 1965
(新331.19; F ‑2)

近代経済学全3巻(有斐閣双書)
東京大学出版会
(新330.フ; S )

未来社 1970
(新331; H4‑2)

経済学の方法(経済学ゼミナール1)
宇野弘蔵著法政大学出版局
1963

熊谷尚夫,大石泰彦編有斐閣
1970
(新331; K1の
個人所得税
R .グード著 塩崎潤訳
日本租税協会 1966
国

富論
A.スミス著竹内謙二訳
東京大学出版会 1969
(新331.42 ; S ‑1d)

経済学のすすめ (学問のすすめ)
伊東光晴 佐藤金三郎著
筑摩書房 1968 (斬330.フ; D

古典派経済学と販路説
溝川喜一著ミネルヴァ書房
1966
(新331.46; M3)

経済学入門
川口悼二,熊谷尚夫等編
有斐閣 1967 (新331;K1の

巨視的分配の理論
児玉元平著

24

新評論 1968
(新331.85; K)

マクロ経済学
アテーエ等著
学研 1971

生産性と技術進歩
公文,堀訳

くマルクス主義》

訊1. E . G .サノレタ

」

晒1. B

ダウェイ著黒沢一清訳好学'{1・
(新331.81 ; S 4 11、)

1969

The

Masg con8Umption Bociety.
George Katona 著
MCGrow・HiⅡ 1964

(新331.87, K 2a)

線型計画と経済分析
ドーフマンサ

ー︑︑︑

改訂新版マクロ経済学国氏所得
の測定・理論浦よび安定政策
ダンバーグマクドウガノレ著
大熊一郎,宇田川璋仁訳好Υ
社 1970
(新331.19, D8 1a)

ユエノレソソ

新しい社会主義(現代の経済第16巻)
名和統一等編河出書房 1966
経済原 論
宇野弘蔵著

ソロー着

1962

安井琢磨等訳岩波 1958
(新331 19; D9)
資本と成長 1.2
J . R .ヒックス箸安井琢磨,
福岡正夫訳岩波 1970
(新331 82, H‑1'0

青林書院新社
(旧341; U3‑1a)

新訂経済原論(現代経済学演習講座)
タ野弘蔵編青林書院新社
1967
(新331.6; u la)
国民経済と世界経済
松井清著有信堂 1970
(新331.6; M13)

消費者行動
トーナ著社会行動研究
タ'イヤモソド社 1964
(新331 87; K)

マルクス経済学 2冊(経済学全集4.17)
鈴木鴻一郎著弘文堂
1955‑59
(旧341; S4の

日本経済思想史研究
長幸男著ボ来仕 1963
(新331 21; C )

所得分配率の理論と実証
'1・1井・リ美箸日本評論礼 1970
(新331 85, Y )

マルクス経済学研究
ヒルフ了ディング緒
長野井芳郎等.沢法政大学出版
19郭
(新331.6, H7)

リカアド価値論の批判(1せ界占典文庫

所得と分配
人村愈

9)

サミュエノレ・ベリー著
鈴木鴻一郎訳日本評論社
1948

利潤論研究
鈴木鴻一郎編
1960

労

東京大学出版会
(旧341.5 ; S 9)

生産性測定論
松田和久著 有斐閣 1964
(新331.81, M)

ロシア経済思想史の研究
田中真晴著ミネルヴァ筈房
1967
(新331.23; T2)
最近の独占研究
越村信三郎著
1967

東洋経済新綴社
(新331.844 ; K )

G .カ

所訳

一1

日本経済の計分析
建元正弘,市村真一編
東洋経済新帳社 1970
(新331.19, TID

日本評論ネ1
(新331.85; K3)

マルクス経済学原論の研究
宇野弘蔵著岩波 1970
(新331.6; U一の

数量経済分析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
(斬331.19;訊13)

マルクス経済学の研究
鈴木鴻一郎編 東京大学出版会
1968
(新331.6, S 9)

1970

体系経済学辞典
高橋泰蔵, 増田四郎編東洋経
済新報社 1965 (新330.3;T)
忘れられた経済学者たち(社会科学セ
ミナール 4)

セリグマン著平瀬巳之吉訳
末来礼 1955 (1日341 9; S23)
安井琢磨著作集
創文社 1970

(330 8 Y )

生産と分配の理論
G.J.スティグラー著
松浦保訳東洋経済新報社
1967
(331.81; S 5)

有効競争の理論
J.M.クラ・ーク羔・
瀬地山敏等訳日本生産性本部
1970
(新331.844, C 2)

生産と分配の新古典派理論上下
C.E フ丁ーグスソ著
木村憲二訳日本評論社 1971
(新331.フ; F4 2・0

財政支出の経済分析(数泉経済学選書

マルクス経済学の諸問題
宇野弘蔵著岩波 1969
(新331.6, U 4)
マルクス経済学大系上下
玉城肇,末永茂喜,鈴木鴻
郎編岩波 1957
(1日341.9; T21)
マルクス経済学大系全3巻
宇佐美誠次郎,宇高基輔,島
ノ太彦編有斐閣 1966 68
(新331.6; M2)
マルクス経済学と近代経済学

玉野井芳郎著日本経済新聞社
1966

労
5)

貝塚畔明薯創文社 1971
(新331.19; K2の
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(新331.6; Tの

価値論史研究
ロンノレド・ L .ミーク

水田洋,宮本義男訳
日木'平論礼 1957
(旧341.6 ; M8 1a)

論双マルクス経済学
P.M.スウィージー著
玉野井芳郎等訳法政大学出版
会 1969 (新331.6;S7‑2)
社会科学としての経済学
字野弘蔵著筑摩書房 1969
(新331 6;U‑3)
社会主義経済学の生成と発展
大崎平八郎,木原正雄編著
青木田店 1965 (新331.6;0)
社会主義経済の諸問題
哉島種典"青木書店 1967
(新3316; S4 3)
資本主義発展の理論
スウィージー著 都留重人訳
新評論 1967
(新331.6; S 7)
資本論五十年
宇野弘蔵著
1970

資本論偏歴
鈴木鴻一郎苫
1971

資本論研究
向坂逸郎純

法政大学出版局
(新331.6; U‑5)

日本評論社
(斬331.6; M 35)

至誠堂 1958
(旧341;M12‑11)

資本論研究:宇野理論を中心とするモ
要フラン論への批判
宮本義男著大月書店 1958
資本論研究全5巻
宇野弘蔵編 筑摩書房
1967 朋
(新331.6; M‑13)
資本論研究序説
宮本義男著
1957

資本論講座全7冊
遊部久蔵等編
1963‑64

資本論の研究
宇野弘蔵著

資本論の論理体系
宮本義男著

ミネルヴ了舎房
(旧341;M12 1の

青木書店
(新331.6; S )

岩波 1949
(1日341.2 ; U‑2)

日本評論社 1971
(羽、33.6; M 8)

資本論の再生産構造
宮本義男著新評論 1968
(新331 6; M‑25)
資本論入門(青木全書)
宇野弘蔵薯青木書店 1968
(斬331.6;M 21)

ケインズー般理論の基礎一つの経
済原論
川口弘著有斐閣 1971
(新331.フ; K‑1の
ケインズ伝

改訳版上下

R . F ハロ・,ド著塩野谷九十
九訳

資本論入門第二巻解説(社=科¥)

東洋経済新報社 1967
(新331.フ; K‑8)

宇野弘蔵著白日書院 1949
資本論体系第10‑12巻(経済学全集)
宇野弘蔵,向坂逸郎等著
改造朴 1931‑32
(旧340.8 ; K2)
資本論と日本
鈴木鴻郎著
資本論と社会主義
宇野弘蔵茗

経済理論入門全3巻
シュナイダー老
山川義雄,大和瀬達二訳
イヤモンド礼 1964 68
(斬331.フ; S 4)
経

済学上下
P.A.サムエノレソン著
都吊重人訳岩波 1971
(新331.フ; S 8 1e)

経

済学
柴村雄吉茗

弘文堂 1959

岩波 1958
(1日300.4.U)

市民革命の理論
堀江英一等箸

有斐閣

1957

1967

東洋経済新斜井1
(新331.フ, K4 2)

(旧411 9;H3)

宇野経済学方法論批判(現代叢書D
黒田雌一著現代思沌畔士 1962
(![1341.1 ; U2)
く近代経済学》
分析経済学入門
辻村江太郎著
1970

弾力性経済学
佐波宣平著

日本評論社
(新331.フ; T3)

有斐閣 1966
(新331.フ; S 12)

経済学原理全4巻
A.マーシャル著馬場轉之助訳
'汗.繹済斬報社 19価釘
(新331.フ; M2 1a)
経済学の考え方
J .ロビンソン著
岩波 1966

宮崎義一択
(331.フ; R3)

近代経済学説史上下
T.W'.ハチソソ著長守善,
山田雄三等訳東洋繹済新報社
1957
(1目341.9 ; H15‑1a)

現代経経学
安井啄磨,青山秀夫編
日本経済新聞社 1968
(新331.フ; Y‑2)

近代経済学上下
ボールディング著大イ三泰彦,
守野健吾鑑訳丸善 1963 64
(新331'フ; B2)

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

近代経済学研究入門
宮崎義一編有斐閣 1965
(新331.フ; M7)

ケインズ(中公新書44)
早坂忠著中央公論礼
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近代経済学の群像
都留重人著
1964

日木経済新聞礼

近代経済学の歴史

^マーシャノレ

ピグーロノぐー トソンケインズー

菱山泉茗

有信堂 19価
(新331.フ; H3)

現代アメリカ資本主義年表(東京大学
経済1学部日本産業経済研究資料
6)

鈴木鴻一郎編東京大学出版会

資本自由化と日本資本主義分析偽羣放
新誓)
杉本昭七著汐文社 1967
(新332.06; S 8‑2)

1969

レ

岩波吉店 1964
(新331.2 ; S 2)
(1日341.9, S 11‑3)

利子及ぴ貨幣の一般理論
J.M.ケインズ筈
東洋絲済新蝦礼 1941
(釘'331.フ, K lb)

岸本誠二郎,都留重人編
東洋経済新報礼 1956
(1L1341.9, K 17)
マーシヤル

馬場杵之助茗勁草書房 1961
(新331.フ;M2‑2)
成長技術進歩
R .M.ソロー著福1岡正夫,
神谷伝造,川又邦雄編訳
竹内鬻・店 1970
(新331.フ, S 24‑2b)

資本主義発達の諸段階
ピレンマ著大塚久雄,中木壊
大訳米来礼 1955
(1日349 ; P‑2)
資本主義発展の研究
瀬尾芙巳子著
1964

現代資本主義

日本評論社
(新332.06; S )

A .シ,ンフィーノレド著

海考沢迫進等、犬オックノ、フ'
ド人学出版局 1968
(新332.06, S 3‑1・0
危機における資本主義の構造と産業循

講座近代経済学批判 1.2補巻

資本

ス

雇用

ト

杉木栄一暫

ヨ

関嘉彦,三宅正也訳
東洋経済新報社 1958
(1日342.9 ; S 2 1n)

近代経済学の展開(経湃学説全集1の
北町熊寓屶和河出轡・房 1956
(旧341 9; K15)
近代経済学史

ン

近代経済学の史的展開
宮岫義一著有斐閣 1967
(新331 フ; M7‑2)

現代.の資主義
シ

近代経済学の生成 (経済学説全集9)
1」̲1田雄三編 河出、房 1955
(日341 9 ; K15)

環

占川晢暑

有斐閣 1970
(新332.06, F4)

近代資本主義の系譜
人塚久雄箸学ιE吉房 1948
(1U349,04‑2)
近代資本主義の起点
大塚久雄著学生吉房

1949

近代資本主義の特質
大塚久雄若 1949
(化1309.1;R)
国家独占資本主義論
池上惇著有斐閣 1965
(新332.06; 13)
日本資本主義発達史
守屋典郎若占木ぎ店 1969
(新332 106; M)

資本主義経済のしくみ
北田寛一著口本1旨年出版1̲1

資本主義の一般的危機獨占資人上
義下の商業と貿易
松井清著'一者房 1950
資本主義の将来
R .フォーセール著師j燮f健二
服部春彦訳岩波 1962
(111342 9, F 3)
資本主義成立の研究
飯沼,富岡著

米来社

資本主義成立史の原型第1分洲
続重商主義政策史論
山杉庄一郎有斐閣 1952

資本主義と農村共同体(社会科学ゼミ
ナール)

ソブール著飯沼二郎等沢
米来社 1964
《経

済

史》

日本資本主義構造の研究(専修大学社
会科学研究叢書1)
太来社 1968 (新332.81;S2)

幕藩社会と商品流通
中井信彦薯塙習房 1961
(新332 105, N2)

産業資本主義の構造理論
堀江萸一著有斐閣 1960
(旧341; H37 2)

ドイツ現代、経済史

く資本主義》
アメリカ資本主義の発展
津田隆著風問書店 1964
(新332 53; T)
アメリカ資本主義と産業革命
楠井敏朗著弘文堂 1970
(新332.53, Kの
独占資本主義の経済理論
平瀬巳之吉茗未東11

1962

世界資本主義の形成
河野偲,飯治二.郎著 岩1皮
1967
(新332 06, Kの
世界資本主義の歴史構造(京都人学人
文科学研究所研究報告)
河野健二等編岩波 1970
(新332.06. K6‑2)
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竹内禽店

1969

ドイツ産業革命(礼会科学ゼミナール)
モテク著人島隆雄誤
末央礼 1968 (新332.34M 2)
フランス産業革命論
服部春彦著未来社 1968
(祈332.35; H)

雄輝村 1967
(新332 22;A)

近世西洋経済史研究序説(重商主義政
策史論)
白杉庄一郎著有斐閣 1950

現代経済史年表(日本現代史年表)
堀江英一編二一書房 1962
(新332.106; H2)

共同体の基礎理論 経済史総論講義案
大塚久雄著 岩波 19弱
(旧349; 04‑4)

藩政改革の研究
堀江英一編

巨富への道西欧篇
大塚久雄等著松田智雄編
巾央公論社 19弱

現代中国経済史
天野元之助著

御茶の水書房

19邪

封建社会における資本の存在形態
堀江英一著日本評論社 1949
(旧609.1; H3 3)

ナチス経済
塚本

健著

1964

東京大学出版会
(新332.34; T)

日本経済史大系 1 6
東京人学出版会 1965
(新332.1; N )

経済史学
角山栄著

日本近代経済形成史
高橋亀吉著 東洋経済新報社
1968
(新332.105; T)

︑︑︑

イギリス近代経済史
W.コート著 荒井政治,天川
ネルヴ丁書房
潤次郎訳
1967
(新332.33; C3‑2)

経済史学入門
井上幸治
1966

東洋経済新報社

入交好脩編 広文社
(新332 01; 1 )

経済史学論集(大学セミナー双書)
大塚久雄,入交好脩編
河出書房新社 1962
経済史入門(有斐閣双書)
堀江英一著有斐閣

1971

近代欧州経済史序説
大塚久雄著日本評論社 1951
(旧349; 04‑1a)

日本の産業革命(日本歴史叢碧ウ
大江志乃夫著岩波 1968
(新332.106; 02)
欧州経済史(経済学全集7)
大塚久雄著弘文堂 1956
(旧349; 04 5)
大塚久雄著作集全10巻
岩波 1969 70
産業革命研究序説
矢口孝次郎著
1967

近代欧州経済史入門
大塚久雄著時潮社 1949
(1日349; 04‑1b)
近代支邦経済史
平瀬巳之吉著
1942

中央公論社
(旧349.2; H3)

近代ヨーロッパ経済史
堀江英一著日本評論社 1960
(旧349;H1の
近代化の歴史的起点
大塚久雄著学生書房 1948
(旧349; 04‑3)
近世封建社会の経済構造
脇田修著枯茶の水書房
1963
(旧349.1;W)

宗教改革と近代社会 4訂版
大塚久雄著みすず害房 1964
(新332.06; 0)
絶対主義論批判
白杉庄一郎著

三一当房 1950

《経済体制,各国の経済事情》
独占理論と地代法則
白杉庄一郎著

ミネルヴ了害房
(1日341.3; S7)

1963

中国経済論
米沢秀夫著

現代中国経済入門
江副敏生著

勁草書房 1968
(新332.822;Y 2)

有斐閣 1967
(新332 822. E 2)

(新332; 0)

(新332.81; G )

ミネルヴ丁書房
(新332.06; Y2)

現代の日本経済(UP選書12)
中村隆英著東京大学出版会
1968
(新332.81; N6‑1a)

究所研究報告14)
高橋幸八郎著岩波 1965
(新332.06; T3)
西洋経済史(経済学全書3)
堀江英一著二笠書房

現代ソピエト経済入門
本間七郎著新生社 1967
(新332.838; H)
現代ヨーロッパ経済論
梅津和郎著ミネルヴ丁書房
1972

1950

(旧349 4; H4)

西洋経済史講座全5巻
大塚久雄等編岩1' 1962 65
(新332.3; S )
(旧349; 04一の

啓文社 1970
(新332.34; D
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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)

現代の経済全18巻
河出書房 1964

産業革命の研究(東京大学社会科学研

世界経済史
今西正雄著

祉会経済史における14・5世紀
リュトゲ著
中村賢一郎訳未来社 1958
(旧349; L)

本邦経済統計
日本銀行統計局編
(経か;N)
イギリス経済構成の転換
船山著未来社 1967
寡占経済と経済成長
奥村茂次著 東洋経済新報社
1965
(新332.853; 0)

経済活動の立地

経済生活を動かすもの
鎌倉昇著講談社
経済体制論
加朏

1967

寛著束洋経済新様社

1971

増補経済体制論序説
野問俊威若有斐閣 1969
(新332.01; N3)
経済統計年報
凹司、銀行統al'1,0
(新359.33, K1の
国民経済
大塚久雄若

弘文堂新社 1968
(新332.06; 0 2め

The l'imit of AmeriC8n

Capitali8m.
R.1‑ Heilbroner 老二
Hafpcr & ROW 1966
(新332.53; H4 1n)
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 D
伊東光晴編廣文社 1966
(新332.81; 1 2)

日本経済の転換点一労働の過剰から
不足へ(数量経済学選書2)
南亮進著創文社 1970
(新332.81; M12)

ソ連邦価格形成史 1917年一1963年

日本経済の統計的分析
木村健康,大内力,宮沢光
岩波 1967 (新332.81;K1の

帝国主義研究
鈴木鴻一郎編

日本経済を中心とする国際比較統計
日本銀行統計局(年刊〕
(新359.33; N )

帝国主義論上
武田隆夫著

日本経済論
鎌倉

外袈

有斐閣 1965
(新332.81; Kの

日本の経済発展上下
W.研『.ロックウッド谷二
中山伊知郎監訳束洋経済新報
ネ1t 1958 (旧349.1;L‑1a)
日本産業構造と中小企業
藤田敬著岩波 1965
(新332.106 ; F )
世界経済白書
経済企画庁編(年川)至誠堂
(新332.8 ; S )
世界の工場
J.D.チェ ンバーズ老
宮崎犀一, 米川伸一訳 岩波
1966
(新332 33 ; C 4)
戦後日本の経済過程一資本蓄積と景
気変動一
大島浩,榎本正敏著束京大
学出版会 1968
(新332.106; 03)

﹂.

フーヴ丁一占
春日茂男沢 人明堂 1970
(新332.9 ; H 2)
エドガーM

ヘ.H.マラフェ

岸本重陳訳竹内書店 19朋
(新332.38; M3)

日本評論什

(新332.06; S 2)

1964

束京大学出版会

1961

帝国主義論下
遠藤湘吉著

東京大学出版会

1965

都市経済地理学
国松久弥谷

11'A、・」11浣 1969
(新332 9 ; K2)

《経済政策》
ニューディールの経済政策
アメリカ経済研究会編
慶応通信 1965
(新333.0253; A )
福祉国家の経済政策混合経済の政
策原理
丸尾直美著中央経済社 1965
(新333;M3)
現代の経済政策上下
E.S.カーシェン等著
渡辺経彦監よ東洋経済新報社
1965‑66
(新333;G2)
一般経済政策論経済政策論の動向
と基本問題
野尻武敏著神戸大学研究双占
刊行会 1965 (新333;N2)

日本経済の分析 1.2
都留重人, 大川一司編
勁苧吉房 1953 邪
(旧340.4 ; T18 2)

市民社会と社会主義
平田清明著岩波 1969
(新332.07; H)

日本経済の重工業化
篠原三代平著

ソ連経済
アレク・ノーヴ若公文俊
日本評論社 1967
(新332.部8, N4)

開発の戦略

勁羊沓房

ソ運経済論 (第 1部〕 歴史篇
岡本 正綱著 日本評論村
1968
(新332 38; 0)

開発と援助の構想
アソソ著大来よ
日本経済新聞社 1969
(新333.8, C )

日本経済の成長と循環
篠原三代平著創文礼 1961
(10348.1; S 12 2)

ソ連経済論(第2筈ゆ 王里言兪1希'
内海義夫編著 日本評論祝
1967
(新332 38; 0)

春秋礼 1964
(新332 81;S)

日本経済の構造変化
日本経済政策学会編
1965
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人口増加と土地利用
コーリン・ク

杉崎真一訳
1969

ラーク着
農政調査委員会
(新334.1; C 2)

ーサー・ノレイ
1972

ス著雄禪社
(新333.8 ; L3)

官人支配と国家的土地所有
平瀬巳之占羔日本評論礼
1949

経済開発と計画
C.ベトウレエイ ス薯雄禪社

(新333; B3 2)

1969

ミ

G

経済理論と低開発地域
ユ

小原敬士訳東洋経済新報社
1970
(斬333.8;M2‑1a)
経済政策概論
黒松厳著
1953

有斐閣
(旧342; KI0‑2)

後進諸国の資本形成
ラグナー.マノレクセ著
士屋六郎訳巌松堂 19弱

低開発国工業化論
小段文一著

後進国開発理論の研究(京都大学総合
経済研究所研究双書)
松井清編有斐閣 1964
(新333.8;M)

低開発国の経済学 改訂版
H.ミント者
結城司郎次,木
村修三共訳 鹿島研究所出版会
1970
(新333.8; M3‑1a)

後進国の経済発展と経済機構
モーリス・ドッブ著
小野一郎訳有斐閣 1965

都市経済学序説

経済政策原理一混合経済の理論一
熊谷尚夫著岩波 1964
(新333; K4)

日本型福祉国家の構想
坂本郎著ぺりかん社 1967
(新333;021; S )

経済政策原理
W.オイケン著 大野忠男訳
勁草書房 1967
(新333; E2)

ニューディールの経済政策
アメリカ経済研究会 慶応通信
1965
(新333 0253; A)

経済政策の原理(有斐閣双書経済政
策D
加慮寛等編有斐閣 1971
(新333; K5‑2)

ニュー・エコノミックスの理論
W.W.ヘラー著間野,小林共
訳ぺりかん社 1969
(新333.0253; H3)

経済政策の型と解明(描座現代の経済
曳策 1)
野田稔,加除 寛編中央経
済礼 1965
(新333; N)

新国土計画論一土地利用計画捉

経済政策の目的
T.W.ハチスン著長守善監訳
東洋冬済新級社 1965
(新333;質)

私的企業と社会的費用
1<.訊1.カップ著
岩波 1970

経済政策論
宇野弘蔵著弘文堂 1971
(新333; U3‑1a)
(旧342; U‑1b)

所得政策論争

ケネディ時代の経済(サイマル双書)
セイモアE.ハリス著
村松増美訳サイマル出版会
1968
(新333.0253; H‑2)

1965

ウィルバーR

伊藤善市等訳
1969

東洋経済新帳社
(新333.8; K3)

トンプソン著
鹿島出版会
(新333.9; T2 1且)

都市化時代の開発国策
伊'善一著春耿社 1969
(新333.91; 12)
世界経済
概説国際経済論
楊井克巳著
1965

東京大学出版会
(新333.6; Y2)

改訂版現代国際経済理論
梅津和郎著杉山書店 1971
(新333 6;U2)

"昌一

宮沢弘著有斐閣 1968
(新333.91;M2)

篠原泰三訳
(新333; K12)

国民経済と世界経済
松井清著弘文堂 1950
(旧340;M3 2)
国際貿易と経済成長
H .G .ジョンソソ著

柴田裕訳弘文堂 1970
(新333 6; J 2‑4)

G.P.シュノレツ R.Z.アリバ

一編金森,丸茂監訳東洋経
済新報社 1968
(新333.0253; S )
The social c08t8 0f private
enterpri8e.
K. wiⅡiam KapP著

国際不正競争と国際法
入江啓四郎著成文堂 1967
(新333 6;1の
国際経済論と日本
中西市郎著

有斐閣 1969
(新333.6; N2)

Harvara univ. presS 1950

国民のための経済政策
J.トービン著間野英雄
海老沢道進,小林桂吉訳
東洋経済新報社 1967
(新333.0253; T2)
国有化問題の研究
西沢富夫著

低開発理論の研究
松井清編

世界経済原理
松井清著
有斐閣

1965

低開発国開発理論の系譜
坂本二郎著アジア研究所
世界評論社 1948

1954

日本評論新社
(1Π341.8; M3)

世界経済のなかの日本
美濃部亮吉著文藝春秋

1967

1961

世界経済の理論的諸問題(社会科学選
厚生経済学の基礎理論
熊谷尚夫著東洋経済新報社
1968
(新333; K4‑2)

低開発国経済論(有信堂叢書)
松井清著有信堂 19釘
(新333.8,M‑2)

書6)

松井清著
1956

ミネルヴ丁書房
(1日341.8; M3‑2)

(峰寓硲.0誇堤)
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産業組織論 2冊
}. S ベイン^ 宮沢健一訳
丸盖 1970
(斬335.3; B2‑2C )
産業組織論
リチャード・ケイ ヴズ著
1968

情報処理の理論と方式
涌田宏昭編税務経理恊会
1970
(新336.1;WID

計数管理の基礎
井尻雄士著

蒋学的管理の基本問題
向井武文著森山書店 1970
(新336.2;M)

Management 8Ccounting
Principle.
R.N.Anthony ‑ R.D.1rwin

東洋経済新報社
社会主義の企業経営
上林貞治郎編

ダイヤモンド礼

1963

社会化発展史論
阿部源一著

同文館 1967
(新335.フ, A)

科学的管理の休系と本質増補版
(経営学叢書)
山本純著森山書店 1967
(新336.2; Y)
科学的管理法
F .W.テーラー著
上野陽一訳編産業能率煽期大
学 1969 (新336.2;T3‑1a)

ユニリーバ物語
ヲ・.、,ーノレズ
上田昊訳

ウ 4 ルソン著
幸書房 1967
(新335.58;W)

く経営管理》

管理会計の基礎(アメリカ管理会計シ
リーズ 1の

朝倉専店 1965
(斬336.64; 0 2)

訊1.B.マクフ了 ラン

経営分析の基礎
嶌村剛雄著

中央経済礼 1969
(新336.83 ; S 4)

Univ. of california press
1966

直接原価計算(了メリカ管理会計3リ
ズ 3 )

染谷恭次郎監訳 日本牛産性本
部 1968
(新336.8; A3)
C08t acc0Ⅱnting analy容i冬 and
Contr01.

G. shiⅡinglaW薯 R.D.GハVin
1967

1970

原価管理会計
番場嘉一郎箸
1968

M.W.サッシーニ等著
森口繁一職訳紀伊国屋書店
1964
(新336.1; S 2)
オペレーションズ・りサーチ入門上下
チャーマソ等著森口繁一監訳
紀伊国屋書店 1958
(旧343 2; C 2)
リサーチ読本
日本評論礼 1970
(新訟6.1; T14)

オペレーションズ
刀根薫茗

産業の社会心理
J.A.C.ブラウン著
伊吹!̲Ⅱ太郎野田一夫訳
タ'イヤモンド社 1965
(新336.4; B5)

(新336.3; G 7)
経営原価会計

現代経営分析
西野嘉一郎著

オペレーションズ・りサーチー手法
と例題(現代経営科学全集2)

^

染谷恭次郎監訳 日本生産性本
部 1967
(新336.8; A3)

BⅡ8ine8S leadership in the large
Corporation.
R. A. GOTdon "'

1970

ト

アーゴノミクス
大宗,正光編

管理会計ハンドプック
神戸大学会計学研究室編
中央経済社 1969
(新336.8; K13)

岩波 1970
(新336.8 ; 14)

中央経済社
(新336.83; N‑4)

中央経済ネ1
(新336.85 ; B4)

原価差異の分析
アメリカ会計恊会編
日本牛産性本部 19釘

ゴート

中珀
1970

ン・シリングロー著
ト等訳日本生産性本部
(新336.85 ; S ‑1a)

経営労働論序説(経営経済学選書1)
古林喜楽著ミネルヴ了書房
1971
(新336.4; K18)
経営数学一会計数理一
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 .ニーター研『.ワッサー、マン
著保田順三郎訳ダイヤモン
ド社 1964‑65 (新336.1; N2)
経営者資本主義の経済理論
ロビソ・マリス著大川勉
森重泰沖田健吉訳東洋経
済新報礼 1971
(新336;M11‑1a)

32

生産計画と在庫管理(現代経営科学全
集 7)
J.F.マギー著松田武彦等訳
紀伊国屋書店 1965
(新336.1; M)
新商法と税法
武田昌輔著

税務研究会 1964
(新336.96; T)

損益分岐点分析(アメリカ管理会計シ
リーズ 2)

アメリカ会計1窃会編
諸井山口訳日本生.産性本部
1965
(新336.8; A3)
財務諸表監査
日下部與市箸
1960

日本評論新礼
(旧689.18 ; K )

ゼイキン報告(日経新書)
邸永漢著日木経済新聞礼

《簸記・会計学
Accountin宮 for man丑宮ement
Contr01.

基準による原価計算
西村民之助矢野宏北チ
ミネルヴ了書房 1964
(新336 93;ハ

C'T. Horngren 著
Prentice‑Ha11 1965

機械会計入門
大塚俊郎著

直接標準原価計算
久保田音二郎著千倉書店
1968
(新336.93; K3‑2)

近代会計の構造
占田寛片

複式簿記の基礎理論
F .シエーラ^ニ̲ニ

戸田義郎監訳中央経済礼
1969
(新336.91; S 9)
現代財務会計
染谷恭次郎薯
1970

原価計算講義
諸井勝之助耕

東京人学出版会
(新336.93; M7)

1965

原価計算論
番場嘉一郎杭
1963

中央怒済村
(折336 9; S 19)

中央経濱礼
(新336.船 B)

実践企業会計原則
木内佳市横山和夫茗
税務経理恊会 1968
(新336 921, K14 2)
新版

会計ハンドプック
中央経済村・ 1967
(新336.903' K5)

会計監査発達史
ウオルター A ・スタウプ箸

大矢知浩司訳
1966

中央経済礼
(新336 鮖, S2)

会計測定の基礎
井尻雄士
1968

新版

、洋経済新帳社
(新336.9 ; 1 7)

会計学一般理論
山下勝治著千倉冉房

企業会計の理論
宮上一男著

巾央経済社 1967
(新336.919 ; 0 )

中央経済 1965
(新336.9, Y4‑2)

近代会計組織(新会計学全書)
佐藤孝一茗赤秋礼 1961
(新336 9, S 4‑2)
コンピュータ簿記入門
吉田信雄樋口信夫薯
中央経済村・ 1969
(新336.91. Y 3)
斬版

例解原価計算
満口一肌茗巾央経消朴 1966
(新336.93; M‑2a)

例解会計簿記精義
井上沌雄辨

連結財務諸表論
稲垣冨士男著
1967

第8次改訂版
1コ桃」+房 1970
(斬336.9; 14‑1a)

小央経済村
(新336.921; 1 2)

リトルドム升発達史
リトルトン著片野一郎
清水宗一助訳伺文館 1966
最新機械簿記
伏見竜署

新公認会計士講座
中央経済礼

中央経済社 1966
(新336 919, F 2)

貿易

為替の自由化(三一新書244)
松片清編三一書房 1960

物価について(中公新書123)
山伊知郎著中央公論礼
1967

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
訳日木経済新聞礼 1970
(新337.253; F‑2)
インフレーションと平価切上げ
波多野真薯グィヤモンド社
(新337.3; H5)

1971

貨幣の理論
W T.ニューリ著小泉明監
修束洋経済新帳礼 1964
(新337.1; N )
貨幣理論
J .ヒックス1'
i[沢太一鬼大
オックスフ

丁

1969

市訳

ド人学出版局
(斬337.1; H5)

貨幣・利子および価格一貨幣理論と
価値理論の統合一再版
D ・パティンキン著
木展生訳勁草書房 1971
(新337.1, P‑1b)
貨幣論研究
鈴木鴻一郎編

青木書店 1959

金本位制の回顧と展望
田中金司薯千倉書房 1952
(1日344.2; T3 2)

全7巻

新版

商業簿記増補版
太田哲=茗産業図1 1969
(新336 91; 03 4)

新訂

財務諸表原則論
山下勝治著巾央経済礼 1970
(新336 921; Y2 5)

金とSDR 一世界通貨の研究 改訂
増補版
松村善太郎箸 日本経済新騰悧
1969
(新337.3; M4)

1966

森1」1 杜店 1965
(新336.9; M3‑2)

マーシャルからケインズまで
エプリーム・エシャグ著
六崎尻一訳才η羊経済新帳ネ1
1967
(斬337.1; E‑1め

《貨幣・通貨》
B丑lance of paymentg year book.
International Monetary Fund

新外国為替論序説
足立禎薯
会

企業会計制度の構造
官上一男筈森1.Ⅱ青店 1964
(新336 9; M3)

1969

外国為纃貿易所究

《経済成長・変動》

アメリカの大恐慌
ぜ1=';カ'
勝茗
に1 妊:→

日本評論仕 1965
(新337.99; Y)

大恐慌の研究
玉野井芳郎苫
1964

東大出版会
(新337.99; T)

英国恐慌史論
エム・ツガン・バラノウスキー著
鍵本博訳日本評論社 1931

経済成長論
森嶋通大
1970

(新338.64,W‑1め

冊

'E:、、

ソ

1960 67

工凡

岩波 1953
(旧341.フ;U)

宇野引、蔵茗

日オミ評論礼 1965
(新337.99, F )

日本の経済成長一成長コンフ了レン
スの報告と剖論一(日本経済研究
セソター双書8)

篠原三代平,産野正三郎編
日木経済新聞社 1967
(新337.91; S 2 3)
The

ムズ著三和銀行圈際経湃研究
会訳東洋雜済新礼 19砺
(新338.61. B )

青木'芋店
q邱37 99;M2)

飯1・田"'、尺

卓 一口

経済成長の理論(経済学全集)
佐藤隆三著勁草青房 1968
(新337.9 ; S 11)

い村嘉一訳束洋径済新報ネニ1
1965

‑h

エリ.ア.メ

1965

経済成長の理論
J.E.ミード著
山田勇訳グィヤモンド社
1964
(新337.9, M3‑2)

アメリカの資本市場

M.ジェームズ B.R ジ
ソ

恐慌の理論と歴史

日本経済の成長と循環
篠原三代平著創文礼 19飢
(N三1348.1; S 12‑2)

経済成長の基礎理論
和田貞夫著 ダイヤモンド礼
1969
(新337.9.W2)

戦後のアメリカ経済
A.H.ハンセソ若
名和献三六川勉訳雄輝礼
1967
(新337.953, H 3)

バンク・オプ・アメリカ

経済成長モデルと経済発展(アジアを
る眼 39)
飯田経夫鶚 アジア経済研究所
1971
(斬337.9 ; 17)

トウ著酒井正三郎
北川一雄訳 東洋経済新帳村

西欧の経済成長
A .'フディソソニ身二
人来佐武郎゛;紀伊国屋 1965
(新337.93; M)

M.H .ウすーターマソ著

恐慌論体系の研究
藤塚知義若

W.研『.ロス

ソロー箸岩波 1971
(新337.9, S 18‑1a)

く金融.金融機関》
伊藤史朗編創文礼
(新337.9; M12 2)

価格変動とインフレーションの理論
J.D.ヒッチフォード著
大住栄治沢勁草書房 1968
(新337.9 ; P‑1司

経済成長の過程

R .晒1

経済成長と資源配分
嘉治元郎編岩波 1967
(新337.91; K8)

慌

技術進歩と経済発展
j.フーラスチエ高
酒井一大訳日ポ評論礼 1968
(新337.9 ; F 2)

岩波 1969
(新337.9, A4)

憲治郎著

ン

現代の景気変動
J .マノレシャノレ著
河野健二溝川喜一訳 岩波
1966
(新337 9;Mの

経済成長論
荒

The c08t of economic growth.
E. J. Mishan praeger.1967

経済成長理論の展望
村上泰亮筑井甚吉編 岩波
1968
(新337 9; Tの

成長理 論

イ

アメリカ経済の発展構造
向山崇著米来礼 1966
(新337.953; Y

経済成長の理論と計測東京経済研
究セソター主催第3回コンフフレ
ンス議事録一
稲田献一 内田忠夫編 岩波
1966
(新337 91; 1 )

Sιages of economiC 宮rowth.
W. W. RostoW著
Cambrid8e univ. presS 1964
(新337.9; R &0

成長の経済学
ホーノレ・バラン著浅野栄一
高須賀義時訳*洋繹済新報÷1
1960

34

ドル防衛白書自由世界経済におけ
るドル価値の堅持一
アメリカ財務省著海老沢道雄
冏珂英雄小沢敏訳ぺりか
ん社 19能(新33897;Aの
ドルと国際通貨制度
A.H.ハンセソ著鈴木浩次訳
東洋経済新報社 1966
(新338.97; H3)
現代国際投資論 一理論と現実
中西市郎苫 ダイヤモンド社
1965
(新338.92 ; N )
現代の金融理論 全2巻
水野正一 山下邦男監訳勁草
書房 1965 66 (新338.01, M2)
N,'

現代資本主義と国際通貨
松井清編法律文化礼 1972
(新338.97; M4‑1a)

イギリス金融資本の成立
生川栄治岩有斐閣 1964
(1日344.9 ; 14)
イギリス信用体系史論
小野朝男著東洋経済新報礼
1967
(新338.233; 02)

時価発行と転換社債
江口行雄著
1967

来洋経済新最社
(新338.14, E2)

貨幣と金融
J.G.ガーレイ, E.S.シ,ウ
薯桜井欣一郎訳¥部身堂
1963
(新338.01; G ‑1a)

金融論講義 (青林誠義シリーズ)
小泉 明編青林考・院新礼
1967
(新338.01, K5)

SDR

金融論講座

資本の自由化
松井沽締

川口
1964

企5巻
弘川合一郎編 有斐閣
66
(新338 08,K)

金融論入門
小当武四郎著

貨幣と信用 a見代経済学叢当・)
デューゼソベリー著

1969

貝塚啓明訳京洋経済新桜仕

東洋経済新報社
(新338.01; K 7)

1967

提'ー
R

ノ」、富σγ何1紅司ぐ

著村野孝
勁草脊房 1967
(新338 97, T3)

金融経済講座全4巻
館龍一郎鎌倉昇編
真§羊i県済斬帳社 1968 70
(新338.08; K3)
金融経済の構造(経済発展研究会叢吉)
鎌倉封・茗創文仕 1970
(新338.01, K8)
金融経済論
B .テュー茗片1̲1.1貞雄等訳
グイヤモンドネ」・ 1970
(新338.01; T4)
金融機構と商業経営
寓オゞ又次薯箔X:',1

(

1967

金融の話
久保田雄太郎老屯洋逢済新縦
社 1963
(§折338.21; K4,'望》; K Y )
金融の見方
内肺・ヒ郎着又推堂銀行研究社
1963 (1[1344; D,経か; N H)
金融政策の理論
J .アツシコ.ハイム若"
小寺武四郎訳束洋経済新縦社
1964 (新338.3, A ,経か; A J )
金融統計図表
日人銀行統三リ,,} 1964
(新359.338; K3)
金融

論 (経済学全集)
川口 弘著筑摩譜房

1969

(新330 8;K5)

ヰi洋経済新桃社
(新338 97.02)

有信堂 1970
(新338.92; M3)

資金循環分析の解説(日経文庫 145)
石田定夫著日木将済新聞社
1970

資金主義
S Mポリソフ■

会

金とドルの危機新圈際通貨制度の

国際金融論(現代金融論選集)
三木邦男箸金融財政躯情研先
1970
(新338.9;Mの

尾ψ何英一谷
1971

及川朝雄等訳刀江轡院

国際流動性論集
鈴木浩次編

新損害保険実務講座全10巻
東京海上火災保険編判斐閣
1964‑66
(新339.5. S 2)

東洋経済新帳村
(新338.97, S )

1964

国際通貨ドルの研究
松村善太郎著
1964

ダイヤモンド礼
(11̲1345.9 ; M2)

国際通貨価値論 60年代の圈際通貨
の動揺

波多野真著弘文堂 1970
(新338.97 ; H5)

信用論研究
鈴木鴻一郎編
1961

1970

法政大学出版尚
(1Π344.5, S 7)

信用取引論
神戸大学有価証券研究センタ
司千倉青・房 1968
Staff paper.
InternatioT】al Nlonelarv FU,.(1

国際通貨改革論
R.ロバッド名堀江池雄艦訳
日本経済新聞社 1966
(新338.97; H2 1a)
国際通貨制度入門
望一

歴史・現状・展

通貨と信用
アメリカ通貨信用委員会柳
日本銀行調査局訳全誠堂
1962
(新338.; 3C )
《財

柴田裕
ダイヤモンド社
(新338.97, T3‑2)

改》

R.トリフィ ン佃

松水嘉・夫訳
1968

体系

金融大辞典
高胴寅次郎監修 宋洋経済新桜
社 1966
(新338.03; T)

日本の金融
三宅丘V心名

グイヤモンド11

1964

ラドクリフ委員会報告
英圈1立印刷励編
局献

人蔵省印刷
('¥か,0)

ロンバード街ロントンの金融市場
(岩波文喧D
バジ,ツト老宇野弘蔵訳
岩1皮 1948
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安定・成長と財政(i捌杢日本の財收3)
1帳田晴牛島正名
東洋経済新桜社 1970
(新342.1; K4)
地方財務会計制度の改革と問題点
宮元義繊著学陽禽房 1963
(旧489;M4‑2)
ドイツ社会民主党の財政政策
廣田司郎著有斐閣 1964
(新343; H3)
International finacial statistics.

Internauonal Nlonetary Fund
公共経済学
レイフ・ヨハン・セン謁

宇田川璋仁訊好学社 1970
(新341, J )

明治大正財政史
財政経済学会編

1938

日本財政の構造と特徴
佐藤進著東洋経済新報社
(新342.1; S 4)

1966

PPBSの基礎知識
金子太郎編 金融財政事情研究
A 1971
(新344; K‑2)
PPBSの理論と実際
金子太郎加藤陸司共編
金融財政事情研究会 1970
(新344; K)
PPBSの理論と手法
D.ノーヴィック岩福島燦人
沢日本経済新聞社 1969
(新344; N)
昭和財政史
財政経済学会編
予

算論
松野賢吾著

財政学講義(肯林講義シリーズ)
大川政三宇田川璋仁編
青林書院新社 1969
(新341; 02)

租税条約の解説(OECD租税条約草

財政学講座全4巻
島恭彦林

租税債務権債務関係の理論

1964‑65

千倉、'房 1969
(新344;M)

地租改正の研究上下
宇野弘蔵編東大出版会 1957
(旧484.4;U)
フランス資本主義と租税
森恒夫著東京大学出版会
1967
(新345.232; M)
法人税法の研究
田中勝次郎著

クスタイン

法

︑︑

^.エ

ソ

ソ

ト

オ

財政学(現代経済学叢書)

国税の構造
西村民之助著

(新345; N)

ホ

」1:.、

佐市著

森山書店 1958
(旧484; TI0 4)

有斐閣 1958
(旧484; S 2の

税についての基礎知識
泉美之松箸 税務経理協会
1968
(新345; D
税法の解釈と適用
中川一郎著

三晃社 1961
(旧484; N13)

読
税務読本
松隈秀雄汐見三郎老
東洋経済新報社 1967

潤訳

中央経済社
(新345.21; N2)

1967

《社会学,社会問題
アメリカ人

国税のしくみ
西村民と助著
1971

加藤秀俊著
中央経済社
(新345.21; N2 2)

講談社 1967

Appraising vocational fitne88.

D.E. super 著 Harper 1949
戦後日本の税制
松隈秀雄箸

東洋経済新報社

1955

所得税の基本問題
林大造著

財政学1 Ⅲ(有斐閣双書)
木下和夫肥後和夫大熊一郎
有斐閣 1970 (新341;K)

租税判例
中川一郎編

政学 (有斐閣双書)
高橋 誠等編有斐閣 1968
(新341; T 2)

租税判例研究
北野弘久著

財

塩崎
1959

中央経済社

平田寛一郎日向寺純雄訳
東洋経済新桜朴 1967
(新341; E )

イ」

1964

1967
ト

金融財政事情研究
(新343.フ; A)

日本租税研究協会

税務行政の法律知識
新井隆一著帝国地方行政学会

税務研究会

1965

R

1968

ム、
コエ

有斐閣 1968
(新343; K3‑2)

1963

須貝脩一著三晃社

租税法総論
租税研究会編

税》

租

税つ

財政資金のはなし
相原二郎編

政論(経済学全集18)
林栄夫著筑摩書房 1968
(新330 8 ; K5)

人

財政政策入門
木下和夫編

勁草白房 1966
(新343; F )

1966

租税法入門
財

ジェームズ M.プキャナソ著
1山之内光躬日向寺純雄訳

勁草吉房 1971(新341; B‑1a)

平尾照夫著日本租税研究協会

租税財政論集第1集
財政学要論(有斐閣双ぎ)
肥後和夫編有斐閣 1970
(新341; H3)

1938

財政理論民主主義過程の財政学一

財政政策の理論
藤田晴著

束夫編有斐閣
(新340.8; Z )

案)

1966

有賀喜左衛門著作集
有賀喜左衛門善
1966‑

税務経理協会
(新345.3; H)

三晃社 1959
(旧484; N13‑2)

中央経済社
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1965

米米社
(新362.1; A )

新しい社会
E . H

カー老

岩波

1953

清水幾太郎訳
(旧304; C 4)

新しい都市理論
L.ライスマン著星野郁美訳
鹿島出版会 1970
(新361.48; R‑1a)

文明の生態史観梅
晦棹忠夫箸

中央公論社 1967
(新361 5;U)

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)
部落の歴史と解放運動新版
部落問題研究所 1966
(新316.4; B・1の
沈黙のことは
エドワード・ T ・ホーノレ著

国弘正雄長井善見藤沢美氾
十訳南雲堂 1966
(新361.6; H2)
断絶の時代
ドラソカー著林雄二郎訳

ダイヤモンド社 1969
(新361.3, D5)
現

代一20田.紀文明の方向一
A ・シーグフリ
ド省
杉捷大よ紀伊国屋 1967

現代アメリカを支配するもの
G .W.ドムホフ著

陸井三郎訳毎日新聞社 1971
(新361.4 ; D 14)
現代のアメリカ社会学

変革期における人間と社会上下
マソハイム著福武直訳
みすず吉房 1953
(旧301; M17‑1b)
人民公社 (AA叢書)
福島 裕著勁草舎房 1967
(新362 22; F )
人民公社の研究
福鳥正夫岩
1960

箱茶の水吉房
(旧611.3; H9)

自由社会の哲学とその論敵
K. R.ホッハーZ 武田弘道訳
(新361.1; P2)
泉厘吉店
家計調査年報昭和如年
総理府統計局編 日本統計恊会
1966
(新359.365; K)
核家族と子どもの社会化上下
T.ハーソンズ R.F.ベーノレズ

箸橋爪貞雄等訳黎明吉房
1970
(新367.3; P I0)
家庭事件の法社会学
湯沢雍彦著岩波 1968
(新367.3; Y3)
経営者革命
J.バーナム岩 武山泰雄訳
東洋経済新板社 1965
(新361.3; B 2)

T.ハーソンズ編

束北社会学研究会訳 誠信占・房
1969
(新361 25; P‑1a)

(

現代社会統計学
足利末男編訳

三一吉房 1967
(新361.9; A・3)

現代社会学
G.V.オシプフ著佐野石川
古城訳青木習店 1971
(新361.23; 0‑2)
現代社会学講座
福武直日高六郎監修
有斐閣 1963‑64
(新361.08, G )

結

婚(岩波新舎)
川島武宣若岩波 1954
(1日327.6; K3‑2)

権力と支配
ウェーバー著浜島朗訳
みすず書房 1954
(1日301; W4‑1f)
近代日本の精神構造
神島二郎著岩波 19釘
(新361.5; K5)
孤独な群衆
D.リースマン著
"、・すず1卦・房 1964

加膝秀俊訳
(新361.6, R)

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書
店 1971
(新361.2. K・2)

今日の社会心理学全6巻
培風館 1962 69
(新361.5; K)
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講座現代社会学
青木書店

全3巻
1965

(新36L K3)

共同体の史的構造論
住谷一彦著有斐閣 1963
(旧301.4; S8)
教養講座社会学新版
日本社会学会編

有斐閣 19釘
(新361; N )

マックス・ウェーノ丈一
R.ベンディックス著
折原浩訳山央公論社 1966
(新361.23;訊1‑2a)
マックス・ヴェーバー研究
大塚久雄編東京大学出版会
1965
(新361.23;W‑4)
マックス・ウェーバーの社会理論
青山秀夫著岩波 1950
(旧300.9;W2)
The Mana宮erial tevolution.
James Burnham著
Indiana univ. presS 1966

(新361.3; B2‑1b)
みんな同じ人間なのだ
奈良市同和教育研究会編
汐文社 1965
未来の衡撃一激変する社会にどう対
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)
もうーつの社会キプツ
H.ダーリン.ドラブキン着
草刈善造訳大成出版社 1967
(新362.28; D)
認知的不協和の理論
L .フェスティ ンガー著

末永俊郎監訳

誠信書房 1970
(新361.55; F )

人間拡張の原理
マーシ十ノレ・マクノレーハソ筈
後靡和彦高儀進訳竹'内吉
店 19釘(新361.5;M・1a)
にっほん部落
きだみのる著

岩波 1967

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;M21)

社会調査ハンドプック(有斐閣双書)
田郎著有斐閣 1963
(新361.9, S 5)

社会学のすすめ (学問のすすめ)
作田啓一 日高六郎編
筑摩書房 19能(新361.07; S )

日本資本主義と 家制度(東大社会
利学研究叢讐 23)
福島正夫着 ネ示大学出版会
1967
(新367.3; F )

社会発展史入門
安藤貞男著

社会学を学ぷ(有斐閣選書)
佐農毅等著有斐閣 1970
(新361; S 21)

女の哲学
福田定良箸
1967

法政大学出版局
(新367; F2)

The open 80ciety and it8 enemie自.
Karl R. popper
Routledge & Kegan paul
1969
(新361; P‑1a)
応用社会学
大藪寿一箸

誠信書・房 1966
(新361 04; 0)

新日本出版社社

社会意識の構造
城戸浩太郎著

新曜社 1970
(新361 5; K7)

社会のしくみ歴史のすじみち
森宏一著日本青年出版礼
社会理論と機能分析(現代社会学体系
13)
マトーン若

木、吾等訳占木当店 1969
(新361.08; G 3)
社会理論と社会構造
ロバート K.マートソ著
すず害房 1965(新361;M4)

社会学的機能主義
新明正道著

社会学的機能主義の研究
佐藤勉著恒星社厚生閣
19n
(新361.16; S )
支

P.F.ラザースフェノレド, E

パワー・エリート

C.W.ミルズ著鵜飼信成
綿貫譲治訳東京大学出版会
1963
(新361.4; M3)
プリズム
Th.W.アドノレノ著
竹内豊治等訳法政大学出版局
1970
(新361.6; A)
ローマ帝国の国家と社会
弓削達著岩波 1964
(新362.32, Y)
産業社会における階級および階級斗争
R .グーレソドノレフ著
富永健一訳グィヤモンド社
1964
(新361.4 ; D3)
成人用なかま
奈良県部落解放研究会

社会組織論(現代社会学体系4)
クーリー著
大橋幸等訳青木書店 1970
(新361.08, G 3)
社会哲学の復権
徳永恂著

せりか書房 1968
(新361.1; T2)

ウェーバ著槌良晃志郎訳
創文社 1962
(旧301,W4 1e)

三一書房

誠信書房 19飴
(新368; S 2)

集団の一般理論
清水盛光老

綜合社会の構想
新明正道若

恒星社厚生閣
(新361; S 12‑2)

大衆社会と社会主義社会(東大社会科
学研究叢書)
辻村明著

会学 (有斐閣双書)
福武 直浜島朗編有斐閣
1966
(新361; F2)

1967
The

社会学辞典
福武直 日高六郎高橋徹
編有斐閣 1964 (新361.03; S )
社会学の基礎知識
塩原勉等編

岩波 19n
(新361.4; S 23)

1966

(新361 9 ; A‑2)
社

正気の社会
エーリッヒ・フロム老
加藤正明佐瀬隆夫訳 社=思
想社 1964 (新361 5; F 2)

1968

社会統計学史
足利末男著

1971

西欧市民意識の形成
増田四郎著春秋社 1969
(新362.3;M)
社会病理学事典
那須宗一等編

社会主義・共産主義の社会
副島種典著日本青年出版社

配(社会学シリーズ)
池田綻祐佐々木交賢編著
川島書店 1970 (新361;15 2)

支配の社会学 1 1(経済と社会)

パーソナル・インフルエンス

カッツ共著竹内旬娘β訳
培風館 1965 (新361.54;K)

誠信書房 1967
(新361; S 12)

有斐閣 1969
(新361; S 19)

雫京大学出版会
(新361.4; T3)

Theory of t11e leisure C1丑呂8.
T. veblen "

AugustU5 M. KeⅡey 1965
ウェーバー社会学の方法と構想
林道義著岩波 1970
(新361;訊1一の
マスコミュニケーション

社会学の理論と応用
池田義祐豊島覚城編
法律文化社 1969
(新361; 15)

38

現代映像論
岡田

=一書房 1965
(新699.9; 0)

現代マスコミュニケーションの理論
藤竹暁著日本放送出版沸会
1968
(新361.51、 F)

金交渉の行動科学
佐野陽子等編

情報社会と人間の解放

金センス
労働省労働絖計調査部編
労勘法令協会
(新359.3664, C 3)

1970

北沢方邦著飢

(新361.6. K3)

1969

MaR in a world at work

束洋経済新報社
(新366.42; S 4‑2)

コミュニケーションの歴史

ホグベン老凋岳文章等訳
岩波 1958 (1H909,H4‑1a)

辻正三合井省吾訳
,i或信書房 19釘(新361.54,)
マスコミ黒書
日本ジャーナリノ、ト会議
労1動旬桜社 1968
(新361.54, N 3)
新版マス・コミュニケーション

U弼弌礼会科学叢害)
W シュラム編
学習院大学社会学研先室よ
東京創允新社 1968
(新361.54, S 3a)

有斐閨 1956
(1日325; K62‑2)

衛生管理
労勧省編
△1970

婦人労働
斉除

労研出版部 1969
(新366 9,R)

名

0＼

一フ

ク

T

J

日高六郎等編有斐閣 1967
(新361 54; H2)
・コミュニケーション心理学
ゲノレハノレト.マレッケ著
NHK放送学研究室訳
刷水於送出版恊会 19鉐
(新361.54, M)

変貌する労働環境
三浦豊彦著

労研出版部 1970
(新366.96; M)

イギリス労働運働史全3巻(岩波現
代叢書)
G . D.H.コール薯林健太
郎等訳岩波 1952 57
(旧325 C6 2a)
インダストリアリズム
カー等著川田
済新報礼 1963

賃

有斐閣 1970
(新366 42; 02)

賃金決定の計量分析
佐野陽十謁 東洋経済新報社
1970
(新366.42 S 4)

企業と労使関係
呼田至孝
房 1970

心1淵英犬軸

労働白書
労働省労鋤統計調査部編
労働法令協会(新366.021;R)
労働時間・休憩・交替制
(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

時間の理論と問題
内海義夫著日本評論新社

労働科学序説(新文化叢書)
内海義夫著法律文化社 1954
(旧325; U8)
労働科学読本
勝木新次強
版部 1964

労僻科学研究所出

労働経済論
隅谷

坑際占

国際労働経済統計年鑑
国際労鋤事務局編日本ILO
協会
(新359.366, K2)

39

Ha11 1959

ン包

(新366.35, M2 1b)

1969

銀

人柯内一劣舌

V

ユノタ

大和チドリ
桑原洋十訳
ネルヴ丁 譜房 1971
︑︑︑

佐獻

A

日本職業訓練発展史上
隅谷三喜男編著 日本労働恊会
1970
(新366.フ; S )

1962

寿訳東洋経
(新366.5, D

寡占体制と労働組合
熊沢誠著新評ネ」 1970
(新366 6253, K2)

︑︑︑

労働・労働問題

釧著東京大学出版会 1967
(新366.021; S ‑2)

日本評論礼 1971
(新366; F 4)

家庭と職業

災害補償
進名〒怠合ウj1動

日本資本主義と労働問題

Occupationalinformation.
C. L. shaTke 著 Prentice‑

現代の労働問題
藤本武著

マス ・コミュニケーショ入門

衛生

(新366.5; N3)

年功的労使関係論(経営経済学選書5)

小央労動災害防止協
(新366.99; R3)

コミュニケーションの効果
NHK放送学研究室訳
日本放送出版恊会 1966
(新361.54; K5)

安全

年報日本の労使関係
日本労働協会

隅谷三喜・男小林謙一兵藤

C .1.ホヴランドイ也若

マス

MHflin 1964

津田真徴著ミネルヴ了書房
1968
(新366.5; T6)

英国労働法理論史
片岡昇著

コミュニケーションと説得

マス

H. BoroW 著 Honghton

禽屶普

日本評論社
(新366; S )

屶谷

冶斐閣 }970
(新366 6;02)

1965

労働組合
人河内

労働組合上下
レーニン著

人月書店 1970
(新366.6; L)

労働組合の賃金政策
A.M.ロス著古米淑郎訳
ミネルヴ了書房 1962

労働組合の経営参加増補版(経営学

産業における精神衛生(精神科学全書
ID
A、

労働組合運動の理論全7巻
大月書店 1969‑70
(新366.6; Rの

労働組合運動史上下
ウェップ夫妻著荒畑突村訳
エツ
明治文献 1968

労働組合法の生成と変転
山中篤太郎著同文館 1928
(旧325; Y3)

労働災害と日本の労働法
桑原昌宏著法律文化社
1971
(新366.96; K2)

中村
1967

︑︑︑

叢書)
木元進一郎著森山書店 1970
(新366 56; K‑1a)

産業民主制論(法政大学大原社会問題
研究所覆刻シリーズ)
ウエップ夫妻著高野岩三郎監
訳法政大学出版局 1969
(新366.6;訊12)

クリ了ン G.テイラー著
豊訳岩崎学術出版社
(新366.9;M)

産業心理学からみた労働と人間
狩野広之著誠信書房 1965
(新366.94; K)
産業心理学講座 全6巻
永丘智郎編 朝倉舎房
1966 卵
(新366'94; S 2)
戦後労働経済史資科篇分析篇
労働省労働統計調査部編
労鋤法令協会 1966 68
(新366.021; R2)

ケース・ワーク記録法
岡村重夫著誠信書房 1965
(新369; 04 2)
ケースワークの原則
F. P.バイステ."ク著田代不
二男村越芳男訳誠信書房
1965
(新369; B‑1b)
ケースワークの理論と実際上下
G.ハミルトソ著三浦賜郎
仲村優一訳有斐閣 1964
ケースワークとカウンセリング
H.H.アプテカー著坪上
訳誠信書房 1964

宏

子ども白書
日本子どもを守る会編
19n‑〔年干ID (新369.4; K1の
子供の権利(文庫クセジュ)
J.シャザル著清水慶子
霧生和夫共訳 1970
(新369.4, C3)

社会主義賃金の理論(経営経済学選書

労働市場(リーディングス・日本
経済論)
西川俊作編
1971

日本経済新聞社
(新366.21; N 2)

労働統計年報昭和4咋
労働省労働統計調査部編
労働法令恊会 1966
(新359.366; R)

フ)

公的扶助ケースワークの理論と実際

海道進著

ミネルヴ了晝房
(新366.433; K)

1970

職業指導研究セミナー報告書 1969
日本職業指導協会 1969
(新366.29; N3)

Mentali11ne88 and 80cial wotk.

就業規則の実証的研究
石井照久編著 日本労働協会
1968
(新366.48; D

Poverty in Britain and
the refotm of 80cia1 8ecnrity
A. B. Atkinson著 Cambridge

労働運動の分裂と統一
アーサー J.ゴーノレドバーク著

松井七郎古米淑郎訳好学社
1965

く社

業心理学講座4)
辻村泰男編朝倉書店 1967
(新366.94 ; S 2)

生活保護(社会事業新書)
明山和夫著ミネルヴ了害房
1971
(新369.2; A)

社会福祉事業辞典
福祉の思想
糸賀一堆著

日本放送出版協会
(新369.021; D

1968

災害・りハピリテーション心理学(産

Penguin 1967

福祉》

労使関係研究会報告書
日本労動協会 1970

E. Heimler 著

Univ. presS 1970

転機に立つアメリカ問題
松井七郎古米淑郎編訳
日刊労働通信社 1960
会

労働運動の理論
S.ハールマン著松井・ヒ郎訳
法政大学出版会 1961
(旧325.6; P7)

シャノレロット・トーノレ著
村越芳男訳全国社会福
祉協議会 1963

児童ケースワーク
大塚達雄等著
1969

塚本哲等監修
房 1966
新社会福祉行政
岸野駿太箸

ミネルヴ了書房
(新369.4; J )

ミネルヴ丁書

(新369; S 6)

良書普及会 1970
(新369.1; K3)

Soci丑I caework.

ケースワーク(社会福祉事業シ リーズ)
仲村優一著誠信害房 1964

和

Noel TimmS 著 Routle(1ge
and Kegan paul 1970

Social ca8ework and admini8
tr丑tion.

An血ony Fordeτ著 Faber

デューイ教育思想の研究
杉浦宏著刀江書店 1962
(新371.25; D‑3)

& Faber 1966

ソーシアルケースワーク(礼会事業新
書)
大塚達雄岩ミネルウフぎ房

フランス革命期における公教育制度の
成立課程
松島釣著亜紀吉房 1968
(新372.35; M)

1964

ソーシャル.ケースワーク
パールマン著松本武子訳
全国社会福祉恊議会 1958
(1日328 ; P5‑1a)

外国の社会教育施設
古木弘造編著

(

育》

文学の授業・その原理と方法
久米井東著日本文学教育迎
盟編 1966
文化と教育
シュフランガー著

玉川大学出

版部

亜紀吉房 1969
(新372.3; S ‑2)

光文書院

1965

学校と社会(岩波文庫)
デューイ著宮原誠一訳

岩・1皮

現代視聴覚教育の理論
上野辰美等箸明治図書 1969
(新375.19 ; G )

学生の歴史学生生活の社会的史的
考祭一
唐沢富太郎著創文社 1955
(旧352.9, K9)

言語教育学叢書第1期全6巻
四尾実石橋幸太郎監修
文化評論出版 1967ー
(新375.8; G )

学習機械

亘e aims of education, other

N .ニレソン著

渡辺茂訳

e88ayg.

A'N. whitehead 著

コロナ社 1967

Ernest Benn 1966

部落をどう教えるか
東上高志著 部落問題研究所
1971
(新378.9; T・1の

現代教育改革
安藤尭雄梅根悟編
東洋館出版 1964
(新373.1, A 2)

中学校・高等学校進路指導の手ぴき
職業指導主導主事編一
文部省日本職業指導恊会
(新375.2; M3)

現代教育の本質と課題
安藤五郎著黎明吉房 1967
(新371 1;A2)

大学の自由の歴史 (塙選書 26)
家永三郎著 塙書房 1969
(新37フ.11; D

(

同所 1966

現代日本の教育思想 1.2巻
柳久雄川合章編
黎明書房 1962‑63
(新371.21; Y )
現代西洋教育史
荘司雅子編

2冊

1963

く教

現代日本教師論
国民教育研究所編

大学の理念
高坂正顕著

創文社

1963

現代教育の人間像探究
桑原作次著明治凶青 1967
(新371.5.K)
現代教育の思想と構造
堀尾輝久著岩波 1971
(新371.2;H)

比較教育学方法論
B.ホームズ著
岩橋文吉権藤与志夫訳
帝国地方行政学会 1970
(新371; H‑1a)
イギリス公教育の歴史的構造
三好信浩著亜紀筈房 1968
(新373 1;M6)
井上毅の教育政策
海後宗臣編
1968

束京大学出版会
(新373.1;ト2)

IntrodⅡCtion to life‑10ng
education.

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)
増補

同和教育の研究
小川太郎著部落問題研究所出
版部 1968 (新378.9;0‑2a)

同和教育の全体像
東上高志著

同和教育

現代教育理論のエッセンス(ぺりかん
・エッ・センス・シリーズ)

金f係IK監修へりかん村
1970
(新370.4, G 3)
現代教育と伝統
右川謙等編

PaU11,en套rand 著 UNESCO
1970

実践進路指導講座
広井甫等編
実業と日本刈

士曽日』幸一1冨iイ虜
1971

(痢移75.6; J )

消談社 19釘
(新370 4;G2)

笠間の教育(同和教育シリーズ 27)
汐文ネ1・ 1969
(新378.9; T‑9)

動の歴史と理論

西 滋勝著部落問題研究所
1971
(新378.9; N3)

岩波講座現代教育学
岩波 1960‑61
現代教育学入門
勝田守一編

全玲巻
(新370.8. D

有斐閣 1969
(新371; K6)

4

笠間小学校著部落問題研究所
1970

(新378.9; K3)

家庭の教育全4冊
勝田守一松田道雄編 岩波
1971
(新379 9; K3)

キプツの教育
A.ラヒン著
大成出版社

草刈善造等訳

教育哲学
松田義哲著

1970

協同出版 1965
(新371 1;M3)

未来からの教育
森昭著

岩波 1970
(新371; K6‑3)

人間形成の論理
上田薫著

(新378.9; R)

近代国家と民衆教育(西洋近世教育研
究史2)
梅根悟著
1967

誠文堂新光社
(新373.1; U2)

教育と教育学
勝田守一著

教育と心理のための推計学
岩原信九郎著日本文化科学社
1958

育委員会社会教育部 1971

鯵坂二大著
1966

教

ルーム担任編
文部省日本職業指導協会
1971
(新375.2;M3‑2)

講座現代民主主義教育 全5巻
青木書店 1969

70

(新370.8; K7)

講座生活綴方全6巻
日本作文の会編
1965

百合出版
(新375.86; K2)

教育黒書
宗像誠也野村平爾宮之原貞
光編労働旬報社 1969
(新372.1; M6)
教育の思考形式
シュプランガー著

明治図当

教育社会心理学一日本人の形成をめ
ぐる問題一
高木正孝等著朝倉書店 1961

了全書4)
ネルヴ丁書房
(新371; A)

黎明書房 1964
(新370.4; U)

人間像と教育 2冊
上田薫編明治図書 1969
(新371; U)
日本教科書大系
,蒜談社 1961

(新375.9; N)

月子

勝田守一"'
教育学叢書全25'
清水義弘等編
1967 71

高等学校進路指導の手びきーホーム

︑︑︑

げんー
大阪市教育委員会著大阪市教

月子

レ

これからの教育同和敏育読本にん

教

︑︑︑

セオドア・ブラメルド著
松浦茂晴山中巌訳慶応通信
1966
(新371.1; B4 10)

(

来たるぺき時代の教育

黎明書房 1966
(新371.M)

当(当店 1968

第一法規
(新370.8; K3)

教育学全集 1 教育学の理論
海後宗臣等編小学館 1967
(新370.8; K4)

日本教師にうったえる
むの北けじ著明治凶書 1970
(新370'4; M2)
日本の成長と教育一教育の展開と経
済の発達一
文部省調査局編帝国地方行政
学会 1962 (旧350.9;M・15)

教育学全集 2 教育の,思想
森昭等編小学館 1967
(新370.8; K4)

親と教師のための児童文化講座
全5巻
坪田譲治等編弘文室 1961
(1日351.4; T9)

教育学全集 3 近代教育史
大河内一男等監修小学館
1968
(新370.& K4)

ペスタロッチー教育学
長田新著岩波

教育者の道一生れながらの教育者一
シュプランガー著浜田正秀訳
玉川大学出版部 1959
(新371' 1; S 4)

ペスタロッチーの道徳・宗教教育の研
究
坂東厭太郎著恊同出版 1967
(新371.23; P‑1の

教育史概説
P.モンロー岩川崎源訳
理想社 1967 (新372;M2‑2)
教科書検定
家永三郎名評論社 1968
(新357.9; D
教師ソクラテスの研究
村井実著牧書店 1966
(新371.23; S )

教育社会学辞典
日本教育社会学編東洋館出版
社 1967
(新371.3; K2)

明治期の府県庁教育行政史料
久原甫編 1962

教育心理学講座全12巻
阪本一郎等編金子書房
1957‑64
(新371.4; K)

民主主義と教育
ジョン.デニL ーイ^
帆足理一郎訳春秋社 1963
(新371.1; D)

1966

ペスタロッチーの教育思想
松田義哲著協同出版 1964
(新371.23; P‑2)
プロイセン民衆教育政策史序説
田中昭徳著風間書房 1969
(新371.1; T)
Re8earch in education.
改司

理論的教育学
篠原助市若恊同出版 1967
(新371; S 3)

最新進路指事典
伊藤祐時等編 第一法規 1967
(新375 2;S)

生活と労働の教育思想史
柳久雄著御茶の水書房
1963

社会教育概説
永杉喜輔
協同出版

藤原英夫編著
1967
(新379; N)

精神薄弱教育実践講座全8巻
全日本特殊教育研究連盟編
日本文化弔1・叫社 1967‑69
(新378.6; S 9)

社会教育法制研究資料 1 Ⅶ
日本社会教育学会社会教育法
制研究会編礼会教育法制研究

精神薄弱児講座力↓5 ヌ
令日木特殊教育研究連盟編

社会教育事典
河野重男等編

n本文化科学礼 1960 64

△ 1971

1971

第一法規出版
(新379; S 2)

(新378.6; S )

ム日木特殊教育研究連盟編
日本文化科学礼 1968
(新378.6; S 2)

西洋古代中世教育史(有斐閣全.)
石山脩平著有斐閣 1961
(新372.3; D
西洋教育思想史 全R巻
栴根 1'著 誠文堂新光礼
1968 69
(新3n.23, U)
世界教育史
梅根

悟若

新評論 1967

(新372; U2‑2)
世界の大学
中央公論社

(

戦後ドイツ教育史
中野光等著
1966

戦後日本教育論争史
1959

東洋館出版社
(1日351.9;H7)

戦後日本教育制度成立史

巾島太郎著裟岫学術山版礼
1970

(新372.1, N 8)

戦後日本の教育改革 全10巻
海後宗閑に修

東京大学出版会
(新372.1; S 4)

社会教育(教育学叢脊第16巻)
磁j十正久編著第一法規 1970
(新370 8. K3)

明治図書 1964
(新371 21; T)

わが国の高等教育一戦後に浦ける高
等教育の歩みー
大蔵省印刷局 1964
(新37フ.21;M)

悟薯

誠文堂新光礼
(新37フ; U)

1966

全書・国民教育全12巻
国民教育研究所編
釡日本社会教育
(斬397; H)

市民のための生涯教育
吉田昇著日本放送出版
1970

心理教育統計学
肥田野直瀬谷正敏 大川信明
著培風館 1961
(旧331; H13)
進路指導
増田幸一

伊藤博編創元社
(新375.2;M2)

心身障害児教育講座
伊藤隆二著福村出版

1971

私立大学企業と学問のあいだ
読売新聞社調査部編日本評論
新社 1963 (旧354.2;Y5)

戦後教育思想の

展望

船山謙次著

社会教育の技術
平沢・日高編
連合会 1971

1964

御茶の水害房
(新372.34 ; S )

天皇制思想と教育
武田清子著

文久書林 1969 (新379;0)

1967

(新37フ.2; C )

東京大学出版会

1966

私の大学論
梅根

社会教育研究の基礎
岡本包治古野有隣編茗

精神薄弱者問題白書

対話民族と教育
南原繁著

1967

く民

俗

明治図書
(新370.8; Z )
学

文化人類学
蒲雄正雄人林太郎オ、、1武精一
編角川書店 1967
(新389; G3)
反文明の世界
深作光貞若 三一書房 1971
(新382 23; F)
人種と歴史
レヴィ=ストロース著
荒川幾男訳みすず書房
1970
(新389; L2‑4)
関西と関東(青蛙選書 2D
宮本又次著青蛙房 1966
(新382.1; M4)

帝国地方行政学
379.1; M)

今日のトーテミズム
レヴィ=ストロース著
仲沢紀雄訳みすず誓房 1970
(新389; L2‑3)

集団の教育(同和教育シリーズ 4)
庄原市教育委員会編部落問題
研究所 1963 (新378.9;S2)

民俗慣行としての隠居の研究
竹田口著未来礼 1964
(新384.4; T)

主体を創造する文学教育
久米片束著日本文学教育連
盟編 1966

宮本常一著作集
官本'常一著

ソクラテス (西洋教育史 1)

日本民族の起源
岡正雄等若

生涯教 育
森 隆夫編著
会 1970

村井

実著牧書店 1956
(1日351.9; S7)

心

未米礼 1967
(新380.8M)

平凡社 1966
(粥、389.1 ; N )

日本民族と南方文化
金関文夫博士古稀記念会

科学論文の書き方
田中義磨田中 潔著
裳華房 19能 (新407; T2)

自然科学概論全2巻
武谷三男編著勁草書房 1969
(新401; T8)

科学思想の歩み

創造性の科学一図解・等価変換理論
入門
市川亀久彌著 日本放送出版協
1970
(新401; 1 4)

Pa↓tern8 0f culture.

'10ughton Mifnin 1959
(新389、 B7)
離島生活の研究
日本民俗学会編

西洋服装史
村上憲司著

タ犬
J、、、

科学

科学思想の歴史
ギリスピー著島尾永康訳
みすず習房 1965 (新402;G)
科学と神ーサイバネテ十,クスと
示教一
・ウ4ーナー著
鎮目恭夫訳゜すず書房 1966
(新401;W‑3)
科学と人間
ハイトラー著岡小天三木
俊f,ノみすず害房 1965
(析401; H)

《自然科学一般》
物質の哲学的概念
梯明秀辨肖("店 1966
(新401, K4)

科学と社会

Doubt an certaint丁 in 8Cience.

科学と宗教との斗争

J. Z. Young
Clarendon presS 1968

E .ツィノレゼノレ●〒

)すずヨキ房 1967

A.D.ホワイ

(新如4;Y3)
ガモフ全集
白揚礼

1963一悦(新408;G)

現代の科学シリーズ
河出害房

情報工学講座全15巻
ナ礼 1970‑
情報理論入門
A.ヤグロム著

井関清志等訳"

ずぎ房 1970
(新401; 1の

科学普及新書
東京図ぎ

占木靖三訳
(新404; Z )

(岩波新書)
ト著岩波 1971
(新404;W5)

科学随筆全集
吉田洋一中谷宇吉郎緒方富
雄編学生社 196169
(新404; K)
科学者の言葉
丹司勘」、弥太著

情報科学講座全62巻
大泉充郎等編共y出版 1968‑
(新401; J 2)

《数

学》

朝倉数学講座全20巻
小松勇作能代
郎編朝倉書店

講談社 1966

人間機械論
サイバネテdツクスと
社会一
N. wiener 著池原訳みす
ずモ身房 1949 (新401;W‑2)
歴史における科学決定版
J.D.バナール著鎮目恭夫訳
みすず害房 1966 (新402; B‑2)
理化学辞典
井上敏等編岩波 1961
(1日503; 12‑2e)
システム設計入門(EDPS 入門シリ

清矢野健太
1960‑62

(新410.8 ; A )

ト

自

吉川弘文館
け邱87. N)

伊東俊太郎等訳岩波 1970
(新402; S 4‑1a)

ノ

1966

創兀社 1967
(斬3部 1;M‑2)

ガー舌二

ノ

屋敷神の研究
11ミ江広治箸

集英社 1966
(新382.1; N 2)

C

Ruth Benedict著

新しい数学へのアプローチ全15巻
小林善一等編共立出版
1966 70
(新410.8; A2)
新しい数学の構造
J.G .ケメニー著矢野健太郎
訳ダイヤモソド社 1964
(新410.1;A)
大学演習応用数学 1
吉田耕作加藤倣夫共著
裳華房1966 (新410.9;Y)
動的計画法 (近代数学新害)
坂口 実著至文堂 1968
(新417.フ; S )
現代数学概説 1.1
彌永等著岩波
現代数学の考え方
遠山斡著

明治図書

現代数学入門シリーズ 全4巻
遠山啓等著 明治図書出版
1964 67
(新410.8; G 3)
技術者の数学シリーズ
東京図書
技術者のための高等数学 1一Ⅳ
クライツィグ著
田島一郎等訳培風館 1970
(新410.9; K3‑1a)

ーズ)

科学の歴史
S.メイスン著 岩波 1967 68
(新402;M)

日木電気情報処理教育部編
日本能率協会 1970
(祈401; NI0‑2)

'14

一般集合論
チ轟垣

(近代数学新書)
武著至文堂 1964
(新415.1; 12)

位相幾可(近代数学新書)
大槻富之助著至文堂 1964
(斬415.6; 0)

自然科学者のための数学概論
寺沢寛一著岩波 1964‑66
(新410.9; T2)

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

位相空間(近代数学新書)
野口広著至文堂 1964
(新415.2;N)

測度とヂ分(近代数学新書)
洲之内源一郎著至文堂

代数曲線論入門(近代数学新醤)
河田敬義著全文堂 1968
(新414.6; K)

確率論(近代数学新書)
鶴見茂著至文堂 1964
(新417.1; T)

数値計算(近代数学新書)
一松信著至文堂 1964
(斬418.1; H・2)

代数学と幾何学
矢野健太郎薯

確率論とその応用 4冊(現代経営科
学全集 5.9)
W.フェラー著河田龍夫,国
沢清典蹴訳紀伊國屋 1969‑70
(新417.1; F)

数値計算
宇野利雄筈

複素凾数
岡水哲史著

近代数学講座全20巻
小松勇作編朝倉書店 1967‑69
(新410.8; K3)

数学新書第1期全50巻
東京図吉

基礎数学シリーズ全20巻
小堀憲等編朝倉書店

1967

高等数学教程
M.スミルノフ著福原満洲雄
等訳共立出版 1958 62
(旧517; S 1の
共立数学講座全25巻
古屋茂一松信赤摂也
編共立出版 1966‑70
(新410.8; K2)

1965

(新415 3; S)

朝倉コ1店

(新413.51; T2)

現代代数学概論
数学通論全4巻
ソヒエト利学アカデミー編
渋谷政昭野中'・',人樋口順四
郎訳商工出版 1968
(1日510.2 ; S ID
統 計(近代数学斬井)
田島郎箸至文地:1966
(新417.2; T)

(新418.4; M2)

ベクトルとテンソル(近代数学新書)
本部均著全文堂 1964
(新413.52; H2)

モンテカルロ法とシミュレーション
津田章夫著培風館 1969
(新418.6; TID

微分方程式を中心とした微分積分学
一松信薯裳華房 1971
(新413.3; H2)

応用数学講義
池原止戈夫著

ノゞーコフ

光太郎
1961

現代の古典解析
森毅著

マクレーン著奥川
辻吉雄沢白水礼
(111512 ; B 4 1b)

現代敬学礼 1970
(新413 3; M4)

行列と行列式(近代数学新)
稲葉三男著至文堂 1965
(新411.3; D

《代数・解析・幾何》

森村英典訳広川

丸善対数表 七桁
丸善 1968

(新413.52; 0)

フーリエ解析(近代数学斬吉)
士倉保著全文堂 1964

代数系入門
信著日本評論社 1968
(新411; H2)

待合せ理論入門
ヒンチン著
書店 1959

ダイヤモンド礼

1968

数学辞典
岩波書店

裳華房 1971
(新411; Y‑2)

新しい数学
一松

行列と行列式(数学選書 D
佐武一郎著裳隼房 1964
(新411.3; S 2)
方程式ーガロアの理一(近代数学新

学術図醤 1969
(新410 9; 1)

論理設計概論
高須逹著裳華房 1967
(新418.6; T2‑2)
新数学シリーズ全30巻
吉田洋一監修培風館 1962 66
(新410.8; S 2)

微分方程式論(現代数学講座)
福原満州雄佐簾1恵意著

共y

出版

微分幾可(近代数学新習つ
穂刈四一一薯至文堂 1965
(新414.フ;H)
微分積分学 1.2
際原松三郎著

45

書)

守屋美賀雄著至文堂 1964
(新4Ⅱ.73;M)
常微分方程式新版
L.S.ポントリヤーキ ン名・
1970

千葉克補訳共立出

(新413

常微分方程式の解法
木村俊房著培風館

; P‑1a)

1958

10ケタ三角凾数表
古賀逸策森口繁一ー
、京大学出版会
解析概論 11
小松勇作著広川、牛店 1966 68

内田老鶴圃新引

(,i413.1; K3)

解析概論改訂三版
高木貞治著岩波 1963
(新413 1; T)
解析学序説
松

上・下
信著裳華房 1962 63
(旧517; Hの

物理数学の方程式 1‑2
S . L .'ノポレフ著功力令二郎
等訳共立出版 1962
(1Π520 14 ; S 8)

変形体の力学(理論物理学講応2)
ゾムマー.フェノレト著
鳥内輝等訳需談礼 1969
(新420 8, S 4)

物理学上下
吉田卯「11

一般相対性及重力の理論
11内才&彦穿著裳華房 1967
(新421.2 ; Y)

" t 1962

詑0, Y2 1a)
関数論(近代数学新)
井上正雄著甲文卓:1963
(・413.52 ; 12)

物理学概説上下
小谷正工筈

裳華

1955

56

近代物理学史
'卓徹筈

地人書館 1966
(新420.2 ; H3‑2)

(旧520 2; K8 Ia)

高等図学
福田正雄筈

マトリックス
'毅箸

裳4'動秀 1966
(棄r414.9, F 2)

リーマン幾可(近代数学斬邊)
柴田稔著卓文崇 1965
(W'414 7, K2)

学術図' 1963
(1 1520 ; T 5)

多田政忠谷

物理学実験
吉田卯

明治図'1

最新代数学と幾何学
施沢粘'.広川,【1店

物理学概説上下

=.省堂 1956
(胴520.フ,Y)

郎輩

物理学の哲学曲基礎
カルナ,プ料
沢仟1允茂等訳

線型代数(近代数学新)
近藤孝一著至文・屯 19価
(新411.3; K2)

物理学読本第21振
朝永振一郎官島竜興共編
みすず書房 1969 (新420,T2)

スミルノフ高等数学校教程全12巻
スミルノフ著福原満洲雄等嗣
訳監修共立出版 1963
(新413; S )

物理学通論 3巻
湯川秀樹田村松平著
大明岸:1955 (旧520.2,Y4)

図学と製図
幸田

ファイマン物理学
岩波 1967

彰著

培風館 1968
(新414 9; K2)

力

学 1(朝倉物理学池序3)
発,'鳥竜興楠川絢告
朝介,+店 1966
(新420.8; A)

力

学"演習(朝倉物凹!学靜網τ4)
'H島晒興楠川絢一若
帆倉書店 1967
(新420.8 ; A)

理論物理学
カンハニエーツ著
山内恭彦等訳岩波 1964
(新421, K)
理論物理学講座
ノーマーフ

1 一Ⅲ

69 (新420;F4)

岩波 1970
(新420; T3)

アインシュタインとの論争
ガーア等著
林一訳東京図害 19釣
(新420.2 ; H4)

現代物理学の自然像
ハイゼンベノレグ著
尾崎辰之助訳みすず害房 1970
(新420; H)

物理の世界
R. E .バイエノレス著井上 健
訳岩波 1967 (斬420; P)

現代科学論(筑摩総合大学)
山内恭彦著筑摩書房 1970
(新420.4; Y)

物理数学 1・1
小平吉男著

半導体物理学
ン

ヨツ

1969

全6巻
エルト茗 H訴談ネ1
(新420.8 ; S 4)

理論物理学入門

現代物理学の論理
富山小太郎著

《物理学》

文献社 1971
(新421.4; K2)

連続体力学(共立物理学講座7)
角谷典彦著共住出版 1969
(新420.8; K)

(祈421; C )

物理学選書全10兆
裳ヨτ房

裳革房 1964
(斯420, K)

1":力叟 1969

1971

(' 411・ T3)

基礎物理学
,{寿郎編

上下
ク レイー著

吉岡書店

1958

46

川村肇訳

スレーター,

フラソク共薯

井上健訳

岩波 1964
(新421; S )

新物理学シリーズ

全16巻
培風武

1968

相対性理論
メラー著
永田恒夫等訳 みすず書房 19餌
(新421 2; M)
相対性理論のパラドックス
(物理学選書)
テノレレッキー著
林昌樹訳束京図書 1966
(新421 2; T)

統計物理上下
(バークレー物理学コース 5)
バークレー箸
久保亮五監訳丸善 1970
(新420.8; B)

《カ

流体力学
植松時"雄著

共立出版 1967

流体力学上下
(岩波講座理代物理学)
今井功著岩波 19弱
(旧520.8; 1 3)

学》
改著

大学演習力学
1̲[1内恭彦末岡清「b'共楡
裳華房 1966 (新423;Y‑2)
非線型振動論
ボフ等者

エヌ.エヌ・ポコ勺J
典△ι出版 1965

流体力学'J正3版
際本武助著養賢堂 1966
(新423 8 ; F2‑1a)

伝熱学概論
藤本武助,佐藤俊著
共立出版

原子スペクトルと原子構造
(エンジニアスライプラリ)
G. Her2berg 著
堀健夫訳丸善 1970
(新425.5; H)
Heat and ma8S tran8fet.2d ed.

流体力学 1 (標凖機械工学講座23)
白倉品明大橋秀雄著
コロナネ1:1969
(新423.8, S 7)

鷺. R. G

HiⅡ,1959
光

(新424, B2)

1963

加艀利'ふ!

解析力学入門(近代数学新書)
斎藤利弥著至文堂 1964
(新423; S 4)
気体力学(物理学業書15)
リープマン・ロシュコ共名
玉田晄訳吉岡書店 1962
(新423.88 ; L)

力

流体力学演習
推貝博芙岩

流体力学序説
畠'田幸雄老

熱伝導論
川下研介老
朝倉"店 1968
(新423 8; S 4)

養賢堂 1971
(新423.8, T2)

流体力学の基礎と演習
比良二郎滝沢英二著
広川害店 1970
(新423.8 ; H5)

1970

講談社 1969

河

ソ

東京凶書 1964
(新423, L ,新423; L‑1a)

塑性力.学
山田沸昭茗
日川工業新1削社 1965
(斬423 フ,Y)
塑性学

学

力
"<

'"11召

ヒル名鷲鄭久一郎山田
工際英明訳培風館

1954

(1F1521 3, H )

R

ノランク老丸暫

イ

力学物語
ナ平井忠二老

岩波

1970

(新423, T4)

渦(うず)(コ U 十シリーズ)
鬼頭史城箔コロナ社

1969

(新423 84, K)

流体力学
友近

棋当店 1964
(新423.8;H)

《光学・熱学》
伝熱概論
甲藤好郎著

力学
莱野誠一著

熱

晋著共立出版
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山海堂 1957
(旧526.5; A2)

力学(岩波全書 124)
芝亀吉著岩波 1964
(新426.5, S)

熱力学概論
森康夫一色尚次河田治男著
養賢堂 1968 (新426.5;M)

《電気磁気学》
場の古典論(物埋学選吉)
りフシソツ,ラソダウ著
広金徹等訳東京凶書 1965
(新427 フ; L‑2)
磁気学
X レイター

養賢堂 1964
(新426.3; K)

オーム社 1966
(新426 3; K3)

電

流体の力学
原田幸夫岩

吉岡書店 1967
(新425; R)

熱伝達特論(技術シリーズ2)
内田秀雄等著裳華房 1966
(新426.3; N)

(新423; S 2)

フシ

(物理学叢書)

熱伝達の基礎
グレーベルエノレクグリグル著
坪内為雄,加農消雄共訳
朝倉書店 1963
(新426.3; G )

熱

初等力学(岩波全占)
坂井卓三著岩波

J

一フ

タ

学ン

力

れ学(岩波全書)
谷一郎著岩波 19釘
(新423 8; T)
学
、マッノ、^
伏見譲訳

(新426.3; E)

(新423.8, D

(新423; Y)

流

学上下

ECRert著 MCGraw‑

ロッシコ1盲t

流体力学(岩波全書)
今井功著]970

一般力学増訂第3版
山内恭彦茗岩波

1956

(旧526 6; H)

柿内賢信誤

・フランク著
丸善 1962
(新427.1; S )

電磁気学
小野健一著

《化学物理・原子物理》
朝倉書店 1970
(新427; 04)

電磁気学
りフシッツ,

井上健男等訳
1965‑67

ランダウ著
東京図書
(新427.1; L2)

電磁気学(新物理学シリーズ2)
平川浩正著培風館 1968
(新427.1; H2)

物性物理学講座全12巻
有山兼孝等編共立出版
1963‑66
(新428; B)
物性定数表第1集一第5集
化学工学協会 1967
物理化学上下
田村幹雄著

至文堂 1970
(新428; T3‑1a)

半導体の基礎技術(物性実験技術シリ
雷磁気学現象理論
竹山説三著

ーズ)

「物性

丸笠 1967
(新427.1; T3)

1966

半
電気磁気学(電気学会大学講座)
電気学会通信教育会 1967
(新427.1; D A‑1a)
改訂

電離気体
A."0" E"ge1 箸山本賢三,
奥田孝美訳コロナ社 1968
(新427.5; E )

転射の子論(物理学叢書)
ハイトラー著沢田克郎等訳
吉岡書店 1961‑63
(新427.5; H2)
放電現象
松元

(上)
崇著

固体物理

レオロジー(岩波全害 249)
中川鶴太郎著岩波 1965
(新428.3; N )
レオロヂーの基礎理論
M.ライナー著山田嘉昭,柳
沢延房よコロナ社 1962
(1U521 3; R la)
子力学
ランダウ
りフシッツ共著
東京図書 1970 (新429.1; L 2)

子力学(物理学叢書)

カー

橋口隆吉等訳コロナ社 1966
(新428.4; D 1司
固体物理学
永宮健夫, 久保亮五編
岩波 1967
(新428.4;N)
固体物理学入門上下
キッテル著
宇野良清等訳丸善 1968
(新428 4; K2‑1a)
固体の電子論
フランク J ブラット著
堂山昌男訳 丸善 1970
(新428.4 ; B2)
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井上健訳吉剛者店 1965
(新429.1; S 2 1b)
子力学(物理学大系)
朝永振一郎著みすず書房 1964
(新429.1; T)
子力学の数学的基礎
J.V.ノイマン著
井上健等著みすず書房 1970
(新429.1; N)
子論
ボーム著
高林武彦等訳 みすず房 1964
(新429.1; B )
自然界における左と右
マノレテ

カー

ト

共立出版

パイエノレス著

確井恒丸等訳吉岡害店 1964
(新428.4 ; P)

ン

誘電率の解釈
下沢隆著

朝倉書店 1969
(新427 15; T3)

ソ

プラズマの基礎
武田進若

高分子の力学的性質
ニーノレセソ著:
小野木重治訳 化学同人 1965
(新428.6; N2)

朝倉書店 1966
(新427 1; F 3)

共立出版 1船7
(新427 15 ; G2)

固体の子論(物理学叢書)

シツフ著:

高分子の化学レオロジー
村上謙吉編朝倉舎店 19卵
(新428.6; M)

固体物性論の基礎
J.M.ザイマン著 長谷川彰訳
丸善 1967
(新428.4; Z )

基礎電磁気学演習
佐藤瑞穂著 培風館 1970
(新427; S4)
プラズマ物理学
後藤憲一著

高分子物理学改訂版
斉藤信彦裳華房 1967
(新428.6; S )

デ

電気磁気学
藤本三治著

体の理論と応用 上中
植村泰忠,菊池 誠著 裳華房
1964 66
(新428 85; U)

東海大学出版会

1968

解説

編集委員会横書店
(新428.85; B2)

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

ナー

坪井忠二,小島弘共訳紀伊
国屋書店 1971 (新429;G)
溶液と溶解度
篠田耕三著丸善 1966
(新428.5; S )
《化

学》

新しい化学全10巻
共立出版ネk 1962‑63
(1日530.8; S )

大学演習電気化学
松浦二郎著

《物理化学》
1960‑

(新430 8; G)

物理化学上

下著

現代化学シリーズ
東京化学同人

裳華房 1965
(新431.フ; M)

ノゞ^ロ^

元素と周期律(基礎化学選書1)
井口洋夫著裳華房 1969
(新430.8, K3)
一般化学上下
L.ホーリング著関集三,
下原秀昭,桐山良一訳岩波
1968
(新430; P)
化学便覧(基礎編・j心用編)
日本化学会淋,1 丸哲 1965 66
(】1'430.3 ; K2)
化学大辞典
典立出版

1960 63

(新430.3; K)
(新430.3; K‑1a)
化学が作る新しい世界
B.ヤッフ工老
局 1969

法政大学出版
(新430; j)

化学の研究と工業化
宗像英二著日刊上業新聞社
1964

化学史談
山岡望君
1968‑69

化学史伝
山岡

内田老鶴圃
(新430.2; Y)

藤代亮一訳東京化学同人 1968
(新431; B3)
物理化学
ダフH 一名近燧
広川書店 1968
物理化学
井本立也著
物理化学上 1
越山季一熟
1965 66

物理化学!
小野<

保等訳
(新431; D)

朝倉者店

1970

来海大学出版会
(斬43L K2)

郎舎谷

電気化学(電気学会大学講座)
'気学会通信教育会 1964
電気化学便覧
'気化学恊会桐

丸善 1969
(新431.フ;D)

電気化学反応
G.シ十ルU一老際永太一郎
佐膝甘愈訳丸善 1966
(新431.73 ; C )

共ゾ出υ又
(1日531; 04 2)

電気化学実験法改訂版
吉沢四郎編いずみ書房 1971
(新431.フ; Y‑1a)

全文堂 1956 59
(1目531, T4)

電気化学の理論及応用全5巻
亀山直人著丸善 1963 64
(新431 フ;K)

物理化学演習
山本大二郎,北出健治,楠兇善
屶著産業凶舎 1968
(新431; Y2)

電気化学の真髄
加藤与五郎,水野滋者
伺文書院 1955 (旧531.フ; K 2)

1961

物理化学上・下
田村幹雄著

物理化学概説
小野米三郎,長谷川繁夫,八木
三郎著共立出版 1969
(新431; 0‑2)

電極の化学(技報堂全書12)
前田正雄著技報堂 1966
(新431.フ; M2)
エンタルピ組成線図(工業物理化学
シリーズ)

望著

1968

化学思想史
松野吉松谷

内田老鶴圃新社
(新430.2; Y‑2)

物理化学実験法
小寺明老

共立出版 1950
(旧530 9; M2)

物理化学実験法新版
皎島実郎老裳華房 1968
(新432.4; S)

化学装便
化学工学協会綸

メし盖 1970
(新430 3;K5)

朝倉吉房 1966
(新432.4; K)

物理化学実験法(共立全青19)
後簾廉平著共立出版 19詑
(1目脇1; G2)
物理化学計算法

ケムス化学
CBA委員会柳
19鉐

電気化学
玉虫伶太著東京化学同人 1967
(新431.フ; T2)

E.A.グッゲンハイ ム,フノレー
共立出版

(新430; C2)

教養課程大学の化学
大学自然科学教育研究会編
東京教学社 1969 (新430;D2)

著際代亮一等訳
1957

内田老鶴圃
(1日531; G3)

物理化学教本新訂版
鮫島実三郎著裳華房 1969
(新431; S )

49

江崎正直著共立出版 1969
(新431.61; E)
不可逆過程の熱力学序論(現代化学シ
リーズ2の
妹尾学著 東京'化学同人
1965
(新430.8; G )
現代物理化学講座全N巻
東京化学同人 1966‑
(新431, G)
反応速度計算法
大岩正芳老

朝倉耆店 1965
(新431 34;0)

反応速度と触媒
パンチェンコフ,レベデフ共著
広田鋼蔵,高井英二共訳
朝倉者店 1965 (新431.34, P)

イオン溶液論
R.W.ガーネイ著鈴木伸訳
産業図書 1966 (新431.71;G)

基礎電気化学
外島忍著

実験化学講座
日本化学会編

高分子の粘弾性
フェリー著村上謙吉等訳
東京化学同人 1964
(新431.9 ; F)

丸善 1956‑
(新432; J )

化学 1・ 1 (われらの科学シリーズ)
L.ポー 1j ング著金関義則,
田達,小沢丈夫訳平凡社
1969
(新431; P)
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)
ト

レ

イ

J

化学反応速度論 1
ース

高石哲男訳産業図書 1965
(新431.34 ; L)
化学結合論
ポーリング著小泉正夫,尺
典立出版 1965 (新431.12; P)
化学熱力学 1
ブリゴジーヌ,デフュイ碧二
妹尾学訳みすず書房 1966
(新431.61; P)
化学熱力学自由エネルギーの理論
とその応用
水谷嘉之著丸善 1956
(旧531.6; M)
化学熱力学概説
(工業物理化学シリーズ)
諸住高著共立出版 1969
(新431 61; M2)
化学熱力学入門
ナッシュ著
フ
書店 1969

北原文雄訳広川

化学の真髄と酸化及び'元反応
永海佐一郎著内田老鶴圃新社
1968
(新431.37; N)

朝倉書店 19鉐
(新431.フ; T)

新物理化学上・下
ウオノレター J .ムーア著
藤代亮訳東京化学同人 1964
(新431;M)
新物理化学問題の解き方
厭代亮一著東京化学同人 1964
統計熱力学入門(広川化学シリーズ25)
Leo0笹d K. N卵h 著北原文
雄訳広川省店 1969
(新431.61; N)
《化学各論》
新しい合成化学全10巻
浅原照等編共立出版
1964 67
(新434; A)
超微

成分分析
産業図書

1 ・ 1

1971 (新433; C)

大学演習無機化学
松浦二郎等著
大学実習分析化学
斉藤信房編

Phy8ical or宮anic chemistry.
Louis p. Hammett著ノY雪書
店 1940
(旧531; H)
ポーラログラフィー
館勇著岩波
立体化学入門
田口胤三

1958

南山堂

1969

(新437; T4)
転位論の金属学への応用
日本金属学会金属結品分科会
編丸善 1964
転位論入門
鈴木秀次著

アグネ 1968

(新434.3; S )
読本

有機合成
小方芳郎

共立出版
(新434.9; 0)

Unit proce88 in or宮anic synthe8i8.
P.H. Grog号inS 編 Kδgakusha
1958

有機化学における物理的方法
大木遭則等編共立出版 1965
67
(新437; Y)

裳華房 1963

有機化学の電子説
M.J. S. Dewa王著南江堂
(旧538; D2)

裳華房 1967
(新433.01; S‑1a)

《地学・生物学・動物学》

イオン平衡
フライシャー著藤永太一
郎, 関戸栄一訳化学同人
1967
(433.01; F)
H

機器分析実験法
日本分析化学会近畿支部編

根書店 1956 (1日533;N4‑2)

あなたは何を遺伝するか
湯浅明著北隆館 1966
(新467.1; Y‑2)
地球上の生命の超原
オパーリン著
岩波 1964

石本真訳
(新461.6 ; 0 )

金属キレート 1‑3
坂口武一, 上野景平編南江堂
1965 67
(新436; S )

人についての生物学1
1(現代生物
学三苗座 9.10)
田宮博等著 共立出版
1958
(旧460.8; G3)

G.フリードランダー著斎藤
信房等訳丸善 1962
(旧531.8; F‑2)

無機化学全書
柴田雄次, 木村健二郎監修
丸善 1958
(旧537; S‑2a)

人の進化
ワイデンライヒ者

基礎物理化学実験
千原秀昭編 東京化学同人 1970
(新432.4; C‑2)

内燃機関とねじり振動の疲れと強さ
富山修著コロナ社 1956
(旧533.4; T2)

人の進化(現代人間学1)
近藤四郎編みすず書房 1961
(新469; G2)

核化学と放射化学
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岩波 1953

遺伝相談(プルーバックス)
田中克己著荊談社 1964
遺伝学に基づく生物の進化
駒井卓著培風館 1963
(新467.5 ; K )
人類を主とした遺伝学
駒井卓著培風館 1962
(1日563; K2‑4)
人

種(現代科学叢書 4の
クーンガーンバードセノレ著
須田昭義,呑原志勢訳みすず
(旧568; C3)
亀房 1957

改橋進化論(山波全書 144)
徳田御稔薯岩波 1966
(新467.5; T)

海水の化学(海洋科学基礎講座 1の
堀部純男等薯東海大学出版会
1970
(新452; K3)
結晶学概論
W.エ.プラック著永宮健大訳
山波書店 1963 (新459.9;B)
基礎人類遺伝学
田中克己薯

裳華房 1966
(新467.1; T)

個体の熱力学
スワりン薯上原邦雄等訳
コロナ社 1967 (新459.9; S)
ミッシング・りンクの謀
ダート著みすず書房
人問であること
時実利彦薯

1960

岩波 1971
(新469; T3)

人問の'伝(NHKプ・"クス14)
田島弥太郎,松永英著
日本放送出版恊会 1967
(新467.1; T2)

人間の生物学(文庫クセジュ)
シュレデール著白水社 1969
(新469; S )

現代精神薄弱児講座
三木・辻村編

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

現代人の精神異常
福田哲雄著

人間はどこまで動物か(岩波新害)
ルトマン著岩波 1971
(新469; P2)

玉人のカルテ

日本民族
日本人類学会

日本民族の起源
石田英一郎等著

岩波 1965
(新469.91; N)

平凡ネ・1

日本人の骨 (岩波新書)
鈴木 尚茗岩波
日本人の顔
山岫

1958

1963

清名,硫光新聞礼 1957

臨床遺伝学
井上英二, 柳瀬敏幸共著
(斬467; D
朝倉害店 1968
生物物理化学実験法
渡辺格,島内武彦共編
培風館 1962 (新464.07;W)
聖書に見る動物の世界
橋本重郎著同志社大学住谷篠
部奨学金出版会 1971
(新482; H)
改訂自然人類学序説
山田忠男著三和書房

1965

ミネルヴ了書房

1968

マイクル・クライトン著
林克己訳早川書房 1971
(新498.16; C )
疲労の研究
大鳥正光著

保健

同文堂 1960
(旧325.9; 03)

体育学講座全5巻
日本体育学会編体育の科学社
1963 65
(新498; H)

医学のすすめ (学問のすすめ 14)
川上武, 松田道雄編筑摩書房
1969
(新490 7; K3)
医学的心理学 1・1
クレッチマー著西丸四方,高
橋義夫訳みすず書房 1955
(旧596; K1の
時代精神の病理学
フランクル著宮本忠雄訳
みすず書房 1961(新595; F2)
人体の話
タイムライフ社
(新491; L)

小川鼎三訳
1971

人体の解剖生理学
福田邦=, 小川鼎三著

南山堂

(新491 1; F2)

1965

ソロモンの指環

日本文化科学社

1971

コンラート・ローレンッ軸

日高訳早川害房 1971
(新481.フ; L )
X線結晶解析
桜井敏雄名

裳華房

人問の来た道一人類学入門一
(アメリカ自然博物館科学叢書)
W.ハウエルズ著石田周三
石田了ヤ訳創元礼 1950
(旧567; H7)

電気生理学(岩波全書 153)
本川弘一著岩波 1964
(新491.3; M)

人間の歴史 6冊
安田徳太郎薯

疫学総論
山本俊一著

條件反射
林課碧

岩波 1960
(旧592, H9 10)

子供のからだ
シュトラウツ著 創元社 1952

《医学》
教養の生理解剖学
田多井吉之介, 長田泰公共薯
(旧592, Tの
光生館 1958
ママの血液型一黄色い赤ちゃんを生

1951‑57

光文礼

まないにめにー

文光堂 1970
(新498.6; Y)

Ue909. Y4)
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立川熊之助編
1966

毎日新聞社
(新491.32, T)

目でみる脳
時実利彦著
1969

東京大学出版会
(斬491.37; T3)

ネウロン説か網状説か
カハール著福田哲雄訳
永井書店 1960 (新491.17; R)
ねずみ・しらみ・文明
ソソサー著橋本雅一訳
"1すず書房 1966
(新491.74; Z )

世界の医学教育
中川米造等薯

医歯薬出版
(新490.フ, S )

1971

世界の医療制度
厚牛省編

医歯薬出版 1962

現代建築家シリーズ
美術出版社 1967
技術英文のすべて
平野進著

死と愛(フランクル著作集2)

技術論文の書き方
ヒックス著塩崎
男訳近代科学社

の話(岩波新書)
時実利彦薯岩波 1971
(新493.フ, T4)

砦霜山徳雨訳みすず書房
1957
(新493 7; F)
神経症 1・1
フランクル著宮本忠雄,小田
晋訳みすず書房 1961
(1日596; F‑1a)

丸善 1967
(新507; H2‑1a)

進,宮川松
1964

(新507, H)
イギリスエ場制度の成立
堀江英一編著
ネノレヴ了国房
1971
(新509.233; H2)
之︑

脳のはたらき(納談社現代新碧・)
占井1当=郎善諸談社 1971
(斬491.37,Y2)

ダイヤモソド礼

1967

社会のなかの医学 (U P選書)
高橋晄正著 東京大学出版会
1969
(新490.4, T2)

ヴ4クトーノレ・ E・フランクノレ
脳

エンジニアへの手紙
岸田純之助編

Industrialism and industri81
脳

と心(創尤新書)
西丸円方箸創尤村

1959

心療内科(中公新書)
池見仙次郎薯巾央公論礼 1964
小解剖学收え
四成市新

乳幼児の精神衛生
ジョン・ポウルビイ著 黒田実
郎訳岩崎学術出版社 1968
(新493 93; B 3)

胎生形態学初川明丕ノkと人器官発
牛全改訂第4版
開正次著杏林書院 19紡
(新491.2; S )

精神分裂病
弐 ンコフスキー岩村上仁訳
jすず書房 1968
(新493.76; M)

輸

創尤朴 1964
(新493.79;W)

分原出版 1959
(1Π591, N 2)

血(ブノレーバソクス)
村上省.薯 N;炎ネ1

1966

学

工

新しい工業材料の科学全24冊
河嶋下尋等編金原出版 1968
(新501 4; A)

精神医学入門
西丸四方著南̲U室 1965
(斬493 7; N)

物性工学講座全16巻
オーム社 1967

高木四郎著慶応通信 1965
神医学的人間像(フラソクル薯作
集6)
フランクル著宮本忠雄,小田
晋訳みすず書房 1961
(旧596; F 4)

岩波講座基礎工学
高橋等編

全19冊

岩波

JIS製図規格とその応用
山中秀男著共立出版 1972
(新501.8; Y)
自動制御計算法改訂版
高橋安人著共立出版 1970
(新501.9; T2‑2)
自動制御基陣里論
増淵正美著

コロナ社 1964
(新531.38; M‑2)

《工学・技術》

精神医学
村上仁, 満田久敏監修
医学書院 1964 (新493.フ; M3)

靖神医学・臨床心理学・ケースワーク

Clark Kerr ‑
Havard univ. Press 1960

日本人人休正常数値表
簑鳥高,「技桜竜 1958
( 1592;MI0 2)

精神衛生入門
和田豊種著

nlan.

(新501.28; B )
物性工学の基礎
田中哲郎著

朝倉書店 1968
(新501 28; T)

大学演習工業熱力学改訂版
谷下11i松編裳華房 1970
(新501 26; T 2a)
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自動制御工学 1
椹木義一胤修 養賢堂 1969
(新501 9;Jの
自動制御の理論と演習
市川邦彦著産業図書 1966
(新501.9; 1 2‑2)
自動制御の数学
高橋利衛著

自動制御理論
高橋安人薯

オーム社 1967
(新501 9; T5)

岩波 1957
(旧654.11; T2 5)

自動制御理論
高井宏幸著

オーム社 1961

自動制御要素
J.ギプソン等著伊沢計介,
森永智昭訳丸善 1964
(新501.9; G)
磁性体・誘電休の物性工学(物性工学
講座6)
沢田正共著オー
高木
ム礼 1967
(斬501.28; B)
」^

科学技術者のための基礎数学
矢野健太郎石原繁著 裳華
房 1971
(新501 1;Y)
海難審判制度の研究
森清著中央大学出版部
1968
(新558.85; M)
金属の疲労
河人

突著

朝倉禽店

1962

(新501 41; K)

金属の疲労
日木材料学会編丸善 1964
(新501 41; N4)
金属の疲労と破壊の防止
右橋正著養賢堂 1967
(新501 41; 1 2)
金属の摩耗とその対策
佐藤健児著養賢堂 1965
(新501.539; S )
金属材料概論
三島良積著
1964

日刊工業新聞礼
(新501.41;M)

金属材料の強度と破壊
U本金属学会強度委員会編
丸並 1965 (新501.41;N2)
基礎伝熱工学
M.ミハイエフ著内田秀雄,
鎌田重夫訳柬京図吉 1966
(新501.26; M)
基礎鉄鋼材料学
宮川大海著

工学の創造的学習法
高橋利衛著オーム社 1965
(新507.フ; T)

応力測定法
応力測定技術研究会編 朝倉書
(旧651 4; 05)
店 1955

工学のための熱力学
後藤休吉著朝倉書店 1970
(新501 26; G3)

ラプラス変換法入門
高井宏幸,長谷川健介著 丸善
1964
(新501 IT3)

工業熱力学基礎編・応用編
谷下市松著裳華房 1964
(新501.26; T)

例題演習自動制御入門
若山伊雄著産業図書 1969
(新501.9;訊12)

工業熱力学演習
小林恒.和著

レオロジー

産業図書 1970
(新501 26; K)

工業熱力学演習
小林恒和著

産業図害 1970
(新501 26; K)

工業振動学
S.チモシエンコ著谷下市松
渡辺茂訳東京図書 1968
(新501.24; T3)
工業材料のクリープ
フィ ^, ヘラー著鈴木房幸
三尺コロナ礼 1965
(新501.4; F)

レオロジー要論
小野木重治著

旗書店 1957
(新501 33; 0)

最適計画の理論と応用
R.ベルマソ編渡辺 茂訳
コロナ礼 1967 (新501 9; B 2)
設計を主とした金属の強さ
石橋正著養賢堂 1964
(新501.41; D
線形制御理論(自動制御工学1)

椹木義一,砂原善文著養賢堂
クリープ変形理論と設計
官川松男著日1'11工業新聞社
1963

ものをきれいにする方法(「物性実
験技術シリーズD
物性編集委員会棋書店
1969

熱およぴ物質移動
篠崎平馬,泉
当店 1965
人間機械論
社会一

亮太郎著朝倉
(斬501.26; S 3)

サイバネテイックスと

・ウィーナー著池原
止戈夫訳 みすず書房 1955
(旧650;訊1‑2)

ノパ'ート

朝倉書店 1970
(斬501 42; M)

日本の技術革新
見野芳郎著

裳華房 1971
(新501 26; T 3)

日本の建築
佐藤辰

勁草害房 1966
(新502.1; H)

工学基礎熱力学
谷下市松薯

中川鶴太郎, 神戸博太郎共著
みすず青房 1963
(新501.33; N)

著読売新問礼
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1968

1969

(新501.9; J の

温り空気と冷却塔 (技術シリーズ D
内田秀雄著 裳華房 1963
(新528.3; U)
ソ連工業発達史
1・ハービン著刀江書院編集
部訳刀江書院 1968
(新509.238; K)
塑

性学
R・ヒル著鷲池久一郎等訳
培風館 1968

体系自動制御理論
市川邦彦著

朝倉書店 1966
(新501 9; 12)

適応制御プロセス
R .ベノレマン著 渡辺茂訳
共立出版 1966 (新501.9; B)
Thermodyn8miC8
K. S. pilzer A. L. Bre圦,er 著
Mcgraw HiⅡ 1961

若い技術者のための機械金属材料
矢島悦次郎,市川理衛,古沢浩
一共著丸善 19釘
(501.41,Y)
X線応力測定法
日本材料学会編養賢堂 1969
(新501.5 ' N 2 1a)

ボイラと蒸気原動機
吉原英夫著養賢堂

伝熱工学演習
槌田昭,山崎慎一郎,秋山光
学献社 1966
(新533.1, T)

伝熱工学資料
日本機械学会編

材料科学要論

1956

同学会 1966

L . H

ディーゼル機関の設計と調整
児玉重幸薯コロナ村

材料強度工学ハンドブック
川田雄一等編朝倉書店 1966
(新501 32; Z )

ディーゼル機関設計法
人道寺逹著工学図主

1964

材料の腐食と防食の工学
村料学会 1968
材料力学上
陽浅亀一著

標準機械設計図表便
小架IY, k雄茗

材料試験法
山田良と助上
1964

《公

安全性の考え方
武谷一男著

ノ『、

典住出版 1969
(判i531.9, H lb)

飛行の理論
内卜H老鶴圃新〒1
(斬501 5, Y)

岩波 1970
(×1i538, K3)

J IS機械工学便・新訂版
機械協会 1970 (新530.9; J2)

害(東大公開講座7)
東大出版会 1966 (斬081;T2)

空気汚染の化学
寺部本次著技報堂 1968
(新519.55 ; T3)

大気汚染の実態と公害対策
浅川照彦著昭晃堂 1967
(新519.55 ; A)
大気汚染測定法の実際
寺部本次著技報堂 1969
(新519 55 ; T3‑2)
大気汚染と自動車排気ガス
景山久著技術書院 1970
(新519 5;K3)

化器
吉田

隆著

鉄道日本礼 1970
(新533.416 ; Y )

工業熱力学(岩波全書6の
片原芦雄纃岩波 1959
(旧654 21; S 2 2b)
航空宇宙工学概論
三木鉄太編 森北出版 1968
(拶538;M)

カルマンぎf

谷一郎H尺

生》

岩波 1967
(新519.5 ; T4)

機械要素の疲労と設計
川田雄一編日刊工業新聞社
1963
(新531.3, K2)
機械材料とその試験法
日本材料学会 19釘

放射化学ハンドプック
三宅泰雄等編朝倉耆店 1966
(新539 18; H)

コロ十朴 1964
( 501 32,Y 2)

機械振動論改訂版
デン・ハノレトック著谷口修
藤井澄二共訳コロナ社 1966

気

渡辺亮治,相馬純吉訳アグネ
1966
(新501 4, V)

機械設計全書全10巻別巻1
近代工学出版 1965
(新531 9; K7)

自動制御基礎理論
(標準機械工学講座)
増渕正美薯コロナ社 1964
(新531.38; M・2)
蒸気ターピン
首原菅雄箸

蒸気

養賢堂 1967
(新533.35; S )

表
日本機械学会編 1968
(新533.1; N A 2)

機械工学便覧改訂第5版
日本機械学会 1967
(新530 3, K3‑1a)
機械工学最近の10年
日本機械工学会

1969

高速ガソリンエンジン
糾1蔵イロ雄薯丸善 1960
(1日654.34; K)
高速空気力学
河村竜馬著
1958

日刊工業新聞
(新538.1; K)

構造物と機械のための振動工学
ジェコブセン,エーア共箸
後藤尚男,金多潔共訳丸善
1967
(斬531.8; J 2)
空気力学序論
守屋富次郎著

培風館 1964
(新538.1; M)

空冷ディーゼルエンジン
吉田毅著山海堂 1961
(旧654.36; Y 3)
巻上機及起重機上
ヘソヒエン著:
1'ヰ寸俊夫等訳

下

コロナ社 1967
(新536.91; H)

《機械工学》
ボイラ便
日本ボイ升窃会編

丸善 19釘

機械設計製図演習 1 Ⅲ
オーム社 1970
(新531.9; K la)
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内燃機関(標準機械工学講座15)
渡部一郎著コロナ社 1958
(新533.4;訊1)

内燃機関ハン ドプック
養賢堂 1964

ロソグウェル著

大谷寛治訳共立出版 1970
(新534 1, L)

内燃機関ハンドプック
八田桂三,浅沼
朝倉書店 1969
内燃機関潤滑油
小播武

強編
機械工学における空気力学実験法
ホフ著村田暹等訳
朝倉書店 1969

山海堂 1962
(1日654.3; 02)

基礎水力学
安藤常世名

内燃機関工学
柴野誠一著

内燃機関工学
古?兵j主一谷

1̲U海堂 1965
(新533.4; A2)

産業1凶轡・ 1970
(新5認.4; F)

第3次改著内燃機関講義上
長尾不二夫著養賢堂 1970
(新533.4; N2‑1a)

内燃機関燃料
小播武三著

内燃機関測定法
酒井忠美,熊谷清一共著
養賢堂 1953 (旧654.3;K3)

朝倉書店 1970
(新533.1; N2‑2)

熱工学データプック
谷下市松著山海堂

1959

UH654 2; T2 2)

プロセス機器構造設計シリーズ
化学工学恊会丸善 1970

応用流体力学
岡本哲史祐
1970

遠心ポンプと軸流ボンプ
A.J.ステパーノフ岩

白倉邑

明藤井澄二訳丸善

1956

(1日654 495; S )

水力機械工学便覧
水力機械工学便覧編集委員会編
コロナ礼 19能(新脇4;S)
水

力学
板谷松樹著

水力学 1 11
刎1/t五鄭岩

例題演習水力学
笠原英司著

産業凶当 1968
(新534 1; K3)

流体機械演習
原田幸大弦

共、.出版 1964
(新534 1; K)

水力学演習
笑編

水力学概論
藤本武助著

主業図吉 1966
(新534 1; S2)

養賢堂 1963
(新534.1; F )

水力学およぴ流体力学演習
太田英一著学献社 1964
(新534.1;
新編

流子工学
原田正一 1で岫省太郎編
養賢堂 1969 (新534H2)

朝倉当店 1966
(新534.1; 12‑1a)

水力学 U志用力学双書)
植松時雄著産業凶吉 1963
(新534.1; U)

于

例題演習 流体機械
辻 茂著実業図轡 1966
(新534, T)

新編

(新534 83; 1 )

誠文堂新光社
(新脇4.1; 02)

1968

(新530 8 ; K2)

下坂

1966

1967

岩波 1963
(新534.4 T)

ボンプ機械設計図集上
東京製図工業礼

《流体工学》
遠,L唖由流送風機と圧縮機
生井武文箸朝倉当店

改岩流体の力学と流体機械
際本武助箸養賢堂 1964
(新534.1; F‑2)

理]二学社 1968
(新534 1, A)

キャビテーションの話(OHM文庫)
鬼頭史城著オーム社 1968
(新534 12, K)
応用ボンプエ学
寺田進著

流体工学大要
藤本武助著養賢堂 1963
(新534; F)

流体力学(基礎機械工学全ぎ)
平山直道著森北出版

空気機械工学便覧
空気機械工学便覧柳集委員会和
コロナ社]965
(新534.9 K)

養賢堂

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533 4;N3)

熱機関工学
西脇仁一編著

新編

化学技術者のための流れ学

水力学大要
藤本武助茗

養賢堂 1969

真空技術講座全玲巻
H川1業新開村

1964
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(新534 93; S)
1111」二業新聞礼

(新534. H)

流体機械大要
艇水武助名養賢坐 1970
(新534, F 2)

流体工学
古屋善正,村上光沽,山田 」ヨ.
共著朝倉占店 1967
(新534; F2)

真空工学ハンドプック
申'又等細訓倉U店 1965
(新534.93, S 2)
ターボ送風機
A.J.ステパーノフ薯寺田進
草問秀俊訳丸善 1958
渦巻ボンプの設計と製図
寺田進著理工図書 1967
(新534.43; T)

油力学
竹中利夫,浦田暎三著
養賢堂 1968 (新534.1;T2)
《電気工学》
部分放電検出
F. H. Kreuger 著岡田亨,
内藤克彦共訳コロナ社 1968
(新540; K4)
C400形交換設備(技術叢書5)
廣田憲一郎著電気通信協会

電気材料
上田実
朝倉書店

中井達人共著

交流理論
森沢一栄著

同期機回転変流機(電気学会大学講
座)
電気学会通信教育会編同学会
1964
(新542.3; D)
エレクトロニクス講座 1‑6
共立出版 1957 (旧655.79; K6)
Electronic and Radio En宮inee.

交流理論演習
尾本義一, 高井宏幸
典立出版 1953
交流整流子機
柴田岩夫著
局 1968
強誘電体
川辺和夫著

rlng

19釘

竃丸害院 1965

1966

東京電機大学出版

共立出版 1971
(新541.6; K2)

Termam 著好学社
大学演習回路
高橋秀俊編

雷磁気学応用
熊谷寛夫等著

裳華房 1965
(新541; T)

回路網解析
ヴ丁ンブルグ箸
鍋島敏等訳コロナ社 1966
(新541.14; V )

朝倉書店

1965 66

電気回路 1‑1(現代電気工学講座)
飯島健一,中西邦雄,関口 dコ
著オーム社 1962
(1日655.11; D2)

回路網の基礎理論
クライン著
小林夏雄等訳

.U、

電気回路過渡現象解析増補版
石塚喜雄著コロナ社 1970
(新541.17; D
電気回路計算法
早田保実著森北出版 1966
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電気回路・交流現象理論
熊谷三郎著共立出版 1952
電気回路論
安宅彦三郎著

コロナ社 1965
(新541 1;K)

基礎電気回路(電気通信学会大学'座
13)
川上正光執筆コロナ社 1964
(新541.1; K3)

雷力工学概論(電気通信学会大学講座
3の
宮地巌碧コロナ社 1965
(新543;M)
電気工学ハンドプック
電気学会編同学会 1967
(新540.3; D)

論理数学とディジタル回路
宇田川銓久著朝倉書店 1964
(1日654; 673; U)
子エレク トロニクス
宅間 宏著オーム社

1967

SCR 一基礎と応用一
小津厚二郎編オーム社 1966
(新542 8; 0)
SCRハンドプック
SCRハンドブック編集委員会

SCRマニュアル

東京芝浦電気株式会社訳
オーム社 19聞(新542.8; S3)

基礎交流回路
川上正光, 中島友正著
1961

SCRとその応用
築地謙次,相川 1告共著
日刊工業新聞社 1966

共立出版 1962

電気理論演習
高木亀一等著 オーム社 1964‑
(新540.フ; T2)

1959

編丸善 1966 (新542.8;S2)
基礎雷気回路例題演習(標準電メV電
子工学例題演習シリーズ)
川上正光等著コロナ社 1968

共立出版

電気回路論(電気学会大学講座)
電気学会通イ言教育会編同学会
1963
(新541.1;DA)

日本の電気化学工業の発展
、気化学協会編技報堂

小形回転機ハンドプック
電気書院 1966 (新542.13;K)
工業電気加熱ハンドプック
日本電熱工学委員会編電気書
(新545.8; K)
院 1968
交流現象理論
熊谷三郎著
改訂

共立出版

交流回路計算法
山田直平著コロナ社

交流理論
熊谷三郎, 手塚慶一著
共立出版 1962
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サイリスタ応用工学
武内志郎訳電気舎院 1970
(新542 8;M2)
最新電気工学演習集成
学献社 1968

全20巻

精解演習交流回路論
宇田川錐久,赤尾保男著広川
書店 1966 (新54111;U2)
1966

シリコン制御整流器便
Gemeral Eleclric company
東京芝浦電気株式会社訳オー
ム社 1964
(新542.8; S )

照明のデータプック
照明学会編オーム社 1968
(新545; S 2‑1a)
水銀整流器('気学厶人学而制坐)
電気学会通イ言教育'会綿信r戸会
1963
(新542.8; D)

データー通信システム入門(EDPS
入門シリーズ)
日本電気惜報処理教育部編
日本能率恊会 1969

マイクロ波アンテナ(実用マイクロ波
講座)
森田清著オーム社 1959
マイクロ波回路(竃子回路設計シリ

音響工学原論士
伊膝毅著

ズ)

コロナ社 1970
(新547 19 ; 1 )

右井宗典等碧
1969

日刊工業新聞社
(新549.3;Mの

単相回路
大河内

治君

オーム社 1965
(新541.11; 0)

通信方式(竃気通信学会大学諭座19)
滝保夫叡筆電気通信学会編
コロナ社 1963

誘導機・交流整流子機(道気学会大字
満座)

磁気学会通信教育会俄Ⅲ同学会

通信方式の基礎
尾佐竹等岩

オーム社 1964

(新542.4; D)

1964

通信用電源(技術叢当2)

原田安雄著電気迦1口恊会
《通信工学》
学気音振動学(施気辿信学会人学論
座9)

四巻正部著コロナ社 1963
(新547.19; N)
電気通信実験
田中末雄等著

コロナ礼

電気通信工学実験(竃気通信学会人学
講座)
小池勇二郎等著コロナ社 1964

(新547.39. H )

1970

通信用ケープル(技術叢吉D
橋本貞瞳著電気通信恊会
1968
(新547.33, H)
新版有線通信工学
小島哲,大谷 1衣,辻沸二
著電気醤院 1968
(新547; K3)
雑音解析
宮脇一男祐

電子通信部品(電気通信学会大学講座

伝送回路(竜気通信学会力学講座)
佐藤利三郎著コロナ社 1963
(新547.Ⅱ, S)
伝送回路 (基礎屯気工学゛座7)
慮 保夫名共Υ出識 1960
(新540.8, K)

マイクロ波回路の基礎知識
小西良弘著産報 1967
マイクロ波回路入門
黒川兼行著丸善 1963
(新548.1; K)
マイクロ波工学の基礎
牧本利夫,松尾幸人著広川書
店 1964
(新548.1;M)
マイクロ波及びミリ波回路
小口文一箸丸善 1964
(新548.1; 0)
マイクロウェープ通信(技術叢書3)
松本高士著電気通信協会
1964

8)

喜田村善一箸コロナ社 1965
(新547.4; K)

削倉者店 1968
(新5岬 19 ; M)

マイクロ波回路(実用マイクロ波
講座)
末武国広,林 周一著オーム
社 1964
(新548.1; S )

《無線工学》

電波伝播(岩波全書 185)
岩i皮
(1日655 75; M5)

前田憲一,後藤'男著
1953

電波工学
目'利省台老

心業凶吉 1962

電波応用(屯支U血1[ゞ1公人'γ:i苗1生.)
岡倒實等弦 JUナ村.]9鉐

伝送回路網学上丁
永井健三,神谷六郎名 コロナ
社 1963‑64 (新547 11; N )

寺磁波概i冊

電話宅内設備(技術叢当4)
水沢慶太郎著電気辿1幽恊△

工業電子計測(屯気通信学会人学納座

森田

消諾

令涼出版

196」

無線工学
松尾優, 杉浦寅彦共著
共立出版

1964

無線通信工学
谷村功執筆電気通イ幣学会編
コロナ礼 1960
IV丑Ve Generation and shapin宮
Leonald strausS 碧二
MacGraw‑HiⅡ 1960

(斬548 1, M2)
《電子工学》

1966

データ伝送回路('十回路設計シ1j
ズ)林龍彦,藤森昇治,鹿又光
男著日刊工業新聞社 1968
(新547.51; H)

西野治著コロナ村・ 1965
(新548.18 ; N )

アナログ回路(電f回路設計シリーズ)
浦武雄,横沢典男著日刊工
業新聞社 1969 (新549.3;M5)

高周波測定(確気辿信学会大学論座12)
山本博著コロナ社 1963
(新548.18 ; Y )

超高周波回路(現代竃気工学講座)
板倉清保,熊谷信昭著オーム
社 1963
(新540.8; G)

24)
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超音波回路(電子回路設計シリーズ)
石渡昭一,谷沢公彦,谷村伸一
著日刊工業新聞社 1968
(新549.9; D

半導体IC論理回路(電子回路設計シ

Jacob MiⅡman. HeTbert Taub

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)

大学課程半導体工学
山口次郎等著オーム社 1967
(新549.8; D2)

半導体回路
黒部貞一著

大学課程基礎電子回路
大越孝敬著オーム社 1967
(新549 3; 02)

半導体工学
和田正信箸

電子回路
池上等著

半導体電子工学(屯気通信学会大学講

オーム社 1965

半

電子回路
米山正隹著コロナ社 19鉐
電子回路演習 1
小郷寛著

2(典ウ全ぎ)
1964 65

電子回路ハンドプック
丸善 1964

電子工学実験(竃気迪信学会大学講座)
宇都宮敏男等著コロナ社
1964

雷子工学通論
榊米一郎著

Jacob MiⅡman, Taud Herber
共著 MacGTaw‑HiⅡ 1965
レ

朝倉書店 1966
(新549.8;訊1)

ザ
スミス

一他訳

・ソローキン著霜田光
好学社 1968
(新549.34; S )

座5)
悩吐予包雄杖笹コロナ社 1966
(新549.8; Y)

レーザ応用技術
小林春洋著

体工学演習1 (最新電気工学演習

レーザとその応用(電子科学シリーズ)
島津備愛著産報 1969

集成)
田中昭二,小林嶺夫共著
学献社 1967 (新549.8;T3)
非線形電子回路(エレクトロニクス基
礎回路講座6)
奥村功著 日刊工業新聞社
1968
(新549.3; E)
IC活用辞典 (ラジオ技術全書)
柳沢 健監修ラジオ技術社
1970
(新549.3; 12)
計測制御回路(エレクトロニクス基礎
回路講座8)
野村民也著 日刊工業新聞社
1965
(新549.3; E)
固体電子工学上下
アノレノぐート.バンデノレ.ジイエ

ル著和田正信訳近代科学社
(新549; V)

1969

日刊工業新聞社
(新549.9; K4)

Scientific foundation of vacum

technique.2nd ed.
S. Dushman & J. M. La丘erty
編 John WⅡey 1962
精解演習電子回路論
服部秀二,山本外史共著 広川
書店 1966‑69 (新549 ; H4)
線形電子回路(エレクトロニクス基礎
回路講座5)
柳沢健著 日刊工業新聞社
1969
(新549.3; E )
線形電子回路論
コート等著
武藤文昭訳

コロナ社 1967
(新549 3; C2)

1959‑62

朝倉書店 1965
(新549; S3)

広帯域信号回路(電f回路設計シリ
ズ)

ディジタル制御回路(電十回路設計シ

片方善治著

日刊工業新聞社
(新549.34; K)

1968

リーズ)

原田尚文,島田良作著日刊工
業新聞礼 1968 (新549 3;H2)
エレクトロニックスの基礎
霜田光一著裳華房 1964
(新549; S 5)
半導体ハンドプック
オームネ1:1964

Pulse, Di宮ital and switcMn筈

朝倉書店 1970
(新549 8; K4)

(新549.3; D)

電子回路基礎講座全4巻
オーム社 1969 (新549.3; D4)

共著 MCGraw HiⅡ 1956

Waveform8

電子回路 I V (共'全、・)
川上正光碆 共立出版 1964
(新549.3; K)
雷子回路 1 2
山本賢,山本外史著
、店 1966 67

PU18e and Digital circuit8

リーズ)

(新549.8; H)

新トランジスタ活用辞典
(ラジオ技術全書)
池原典利監修ラジオ技術社
(新549.82; Sの

(新549; P)

トランジスタDA・AD変換器
(電子科学シリーズ)
今井聖著産報 19釘
(新549.82 ; 12)

パルス応用回路(エレクトロニクス基
礎回路講座2)
川又晃著 日刊工業新聞社
1962
(新549.3; E)

トランジスタ回路の設計
(ラジオ技術全書)
池原典利監修 ラジオ技術社
1969
(新549.82 ; 13 2)

パルス技術便覧
日州工業新聞社

58

1966

トランジスタ回路入門(エンジニアス
・ライプラリ)

柳沢健著丸善 1969
(新549.82; Y)
トランジスタ回路設計の基礎
荒木庸夫,高見宏彦著
東京電機大学出版局 1969
(新549.82; A)

情報処理受験講座全5巻
西村真一郎監修オーム社 1970
(新418.6 ; J 2)

金属便覧改訂31振
日本金属学会編

計算機のための数値計算
宇野利雄著朝倉害店

1963

金属物理学 (金属工学講座)
ナKi111; 澄等著朝倉妻店

計算機制御の基礎
大川善邦著

1968

コロナ社
(新418 6; 07)

トランジスタ高周波回路(電子同路設
計シリーズ)

鈴木五郎,松井乎夫,久保大次
郎著日則工業新聞社 1968
(新549.39; S )

コンピュータハンドプック
コンヒュータ活用技術研究会編
中央経済礼 1969
(新418.6; K7)

トランジスタパルス回路(電子回路設
計シリーズ)

片方善治,木納 ■卦 金子豪男
著日刊工業新聞社 1968
(新549.3; K5)
^,

トランジスタパルス回路

小柴典居著産報

1967

トランジスタパルス回路演習
小柴典居著産報 1966
《電子計算機》
COB0エプログラミング入門 W)
(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

電子計算機(電気通信学会大学講座27)
平山博小原啓義執筆 コロ
ナ社 1965 (新549.92,H)

新川電子計算機教科書全5巻
山下英雄,中森寅二監修
日本電子計算センター
電子計算機りアルタイム

J.マーチソ著北原安定訳
日本経営出版会 1968
(新418.6;M4‑1a)
FORTRAN 入門(電子計算機のプロ
グラミングD

浦昭二著培風館 1967
FORTRAN プログラミング入門柁)
(EDPS 入門シリーズ2)
日木電気情報処理教育部編
日木能率恊会 1969
(新418.6; N6 3)

プログラム学習によるCOB0ι 6冊
日本電信電話公社編電気通信
協会 1968 (新418.6; N4)
プログラム学習による FORTRAN
日本電信電話公礼編電気通信
恊会 1968 (新418.6;N4 2)
図解電子計算機入門

J.S.マーフィー若森口繁一
耽訳紀伊同屋 1966
(新549.92; M2)

丸善 1971
(新563; K‑1め

1970

金属工学講座全W冊
橋口隆吉等編 朝倉書店
1968 70
(新563; K6)
金属の機械的性質
D.マック リンー著田中実

米谷茂
版 1967

布村成具訳共立出
(新563.6; M2)

金属組織学
吉岡正三著

コロナ社 1967
(新563.6Y)

プラスチックによる防食設計とその応
用

官崎,山崎典著

アリ・フノク

1968

ス

新金属ハンドプック
川口寅之柿著
1969

化学工業礼
(新弱5; S)

塑性加工概説
鉱山工学
物理冶金学
B .チャノレマース著 山本美喜
雄訳丸善 1965
(新563.6; C)
電析と腐食
J.M.ウェスト著石川達雄,
柴田俊夫訳産業図書 1968
(新563.フ;W)
腐食反応とその制御
H.H .ユーリック若松任張或吾
松鳥巌訳産業凶帖 1968
(新563.フ; U)

田制一著誠文堂新光社 1969
(新566 ; 1 )
転位論の金属学への応用

日本金属学会編丸善

1957

(旧645 1;N3)

溶接アーク現象

女藤弘平,長谷川光雄著産業
図書 1968 (新566.62,A)
《化学工業》
新しい電池
吉沢四邨舮
1970

東京電機大学出版
(新572.1;Y)

腐食科学と防食技術(標準金属工学講
座)
伊藤伍郎著コロナ社 1969
(新563.フ; 12)

物質移動論

イギリス鉄鋼独占の研究
高梧哲雄著ミネルヴフ冉房
1967
(新564.09; T3)

物性定数
化学工学恊会゜補丸畔 1963
(新571 019 ; B )

59

DB

彦沢

スポルデング著藤縄勝
産業図〒耳 1968
(新571 01; S 3)

物性定数推算法
佐藤一雄著

丸善 1963
(新571.019 ; S 2)

液体物性と無機溶液反応(工業物理化
」、シリーズ 1 ‑11)
井上嘉亀著共立出版 1969
(新571 01、 1 )
粉粒体の貯槽と供給装
粉粒体供給委員会編日刊工業
新長ヨネ十 1968 (新5712;F)
粉体工学ハンドプック
井伊谷鋼一編'削倉邊店 1965
(新571; F2)
粉体のフルイ分け
二輪茂雉茗

化学肥料(産業化学シ リーズ)
久保輝一郎著 大日本図書
1968
(新574.9 ; K)

高分子分析ハンドプック
神原周,藤原鎮男編
朝倉書店 19砺(新578;K3)

化学機械技術

工業分析化学概説
舟阪渡著

恊会゜

丸戴 1969
(新571; K15)

新版工業化学概論上
功刀・吉沢・田村著丸善 1969
(新570; K‑1a)

化学工学 1 4
藤田重文,東畑、F一郎編
東京化学同人 1972
(新571; K3 1a)

改訂新版無機工業化学
久保輝一郎箸朝倉書店 1966
(新571.01; K7 2)

日川工業新1削礼
(新571.2 M)

・ダラバアル共箸那田
処田光雄訳産業図書
(新571 01,03)

化学工学通論 11
井伊谷鋼一,沖兪茂雄出学'
朝倉奔店 1969 (新571;12)

粉体の測定
オアー

明徳
1968

粉体粒度測定法
粉体τ学研究会編養賢堂
1965
(新571 01, F2)

化学工業
崎川範行料

ゴ

化学装置の材料と設計
奥田聡著朝倉書店 1968
(新57110)

ム(産業化学シリーズ)
山田準吉著大日本図書 1968
(新578 2,Y)

合成繊維
桜田一郎等編

反応工学計算法
井本立也編

朝倉書店 1967
(斬578 フ; G )

朝倉書店

1963

(旧660 92,1 )

3

化学機械の理論と計算
亀十
斈業図,書 1964
(新571, K・2)

化学工学便覧
化学1学恊会編丸善 1968
(新571; K4)
(新571; K4 1a)

1965

1

広川書店 1967
(新570.フ, F )

ダイヤモンド;に

1968

(新570; S )

化学装設計者必携
化学装謂研究会;覇
1963

無機工業化学 (近代工業化学)
P森・ 清水・坂井著朝倉審・店
]970
(新571.01; K4)
無機工業化学(工業化学基礎講座5)
吉沢円郎等編朝倉書店 1969
(新570.& K)
無機工業藁品(産業化学シリーズ)
久保郷一郎薯大日本図煮
1968
(新574.フ; K)
無機製造化学
亀谷哲治薯

入門反応工学
南宮寔著

産業図害
(新571; K7)

解説化学工学演習上 下
化学工学協会編 槙害店
1960 63
(新571. K2)

広川書店 1969
(新574; K)

工学図書 1963
(新571.8; N )

燃料と燃焼の化学(産業化学シリーズ)
神谷佳男薯大日本図書 1968
(新575.11; K2)
熱交換器(フロセス機器構造設計シリ
ーズ1)

イオン交換膜
小坂勇次郎. 清水博編共住
出版 1963
(新578 45; K)

乾燥装置
桐栄良=編

実用化学製図
化学製図研究会編 産業図害
1957
660.92 ; K3)

近代工業化学
小田良平等編

化学技術者のための反応工学
W.スタンレイ著大竹伝雄等
訳丸善 1965 (新571.8;W)

基礎化学工学
亀井=郎編

化学技術者のための移動速度論
城塚正,村上昭彦共著 オー
ム社 1966
(新571 8 ; S )

1966

日川工業新聞社
(新571 6; K)

化学工学恊会丸善 1969
(新571.フ; K3)

朝倉書店
(新571 01; K4)

熱交換器ハンドブック
熱交換器ハンドプック編集委員
会編日刊工業新聞社 1965
(新571.フ; N)

いづみ書房 1963
(新571; K)

プラスチックスのメッキ
呂戊辰著日刊工業新聞村
1965
(新578.46; R)

高圧技術ハンドプック
末沢慶忠等編朝倉書店 19鉐
(新571; K9)

プラスチックの劣化
栗原福次著 日刊工業新聞礼
1970
(新578.4; K3)

1966‑72

最近の化学工学
化学工学協会

丸善(年刊)
(新571; S2)

型造工程図全集
通商産業省.化学工業局プロ
セスフローシート研究会編
化学工業社 1968 (新570.8; S)
接着と接着剤(産業化学シリーズ)
金丸競著大日本図書 1969
(新579.1; K)

いづみ書房
(1 660.9: K3 5)

触媒工学講座全10巻
地人書館 1964

産

1970

詳論化学工学 1
森芳郎, 吉田文武編朝倉書
店 1962 67
(新571;M2)

1966

タ'イヤモンド村
(新602.1; N3 2)

誥談礼 1970
(新600; Y)

(新572.8; S )

集塵装新版
片伊谷鋼一茗

1965

大規模時代の終り(ダイヤモンド現代
中村秀一郎著

英国国有化産業の研究
布目真生著東洋経済新帳社
1962
(1U609.3; N5)

レイモン.了ロン著二

荒地出版

1970

材料と水分ハンドプック
高分子学高分子と吸湿委員会編
共立出版 1968 (新57&Z)

基幹産業社会化の動向
藤服進著東洋経済新祁社
1958
(旧601; H11)

《繊維工業》

近代の産業一その発達一
大塚久雄玩毎日新聞社 1952
(旧紋)9; 0)

中国近代産業発達史
厳巾平著校倉書房 1966
(新586 222 ; G )
江戸商業と伊勢店
北島正元薯

吉川弘文館
(新586 2;H)

近代産業史研究
堀江英一薯

日本評論社 1949
(1日釘6.6;H2)

1963

合成繊維(産業化学シリーズ)
相父江寛著大日本図書
1968
(新586.6; S 2)
西陣機業の研究(京都大学経済調査所
第2集)
堀江英一,後藤靖共著
冷斐閣 1950

日本産業の課題と展望
向坂正男等著 東洋経済新報礼
1967
(新602.1; N4)
日本産業と寡占体制
中村秀一郎,杉岡碩夫,竹中一
雄著新評論 1966
(新602.1; N 3)
産業構造論
篠原三代平著

筑摩書房

西陣機業の研究(同志社大学人文科学
,産業心理学σ斯t心理学体系9)
研究所研究叢書)
豊原恒男薯共立出版 1956
黒松巌編1 ミネルヴ丁書房
1965
(旧601; T12)

飢

業》

東京大学出版会
(新612.53; 0)

地価と土地改策
新沢嘉芽統等著岩波 1970
(新6Ⅱ 23; S 2)
中国農村の家族と信仰
内田智雄著清水弘文堂 1970
(新612.22; U)
現代アメリカ業の構造
見明著日本評論礼 1965
(新612.53, F )
現代文明と業問題
栗原藤七郎著

変貌する産業社会
日刊工業斬聞礼
(新571.4; D

《

アメリカ業論
大内力著

業

脱活字化の世界
弥吉光長著

68

産業組織
馬場正雄田口芳弘編
日本経済新聞社 1970
(新602.1; B )

繊維の科学
桜田一郎, 谷口政勝共著
共出版 1967 (新586;S2)

選書)

初歩化学工学
化学工学恊会編
1964

繊維放射線高分子
桜田一郎著 高分子刊行会
1961
(新586.6; S )

未来礼 1968
(新612 1; K7)

技術革新と日本業
神谷慶治編大明堂 1969
(新612 1; K6‑2)
封建的小民の分解過程
新保博著新生.社 1967
(新611.921; J )
イギリス地主制の研究
吉岡昭彦著未来社 1967
(新611.22 ; Y )
イギリス業革命史論
楠井敏朗著弘文堂 1969
(新612.33; K2)
イギリス盤民一揆の研究
富岡次郎著創文礼 1965
(新612.33; T)
十八世紀イギリスにおける農業問題
ハバカク著未来社
近代ドイツ農業の形成
藤瀬浩司著枯茶の水吉房
1967
(新612.34; F )
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,加藤譲編東京大
学出版会 1970
(新612 1; K3‑2)

東洋の米西洋の小麦
栗原藤七郎著 東洋経済新報礼
1964
(新611.3; K)
商

日本農業と農業理論
鈴木鴻一郎箸

御茶の水害房

1951

日本農村経済の実態
宇野弘蔵編 東京人学出版会
1961
(旧611.91; U)
日本資本主義と農業
東畑精一,宇野弘蔵編
農業総合研究所 1959
(1F1611.91,T2‑2)

業

イメージと近代経営
林周二著 ダイヤモソド引
1960
(新673.2; H2 2)
実用英語ハンドプック
森沢三郎,笹森四郎,安達愽吉
編善大修館 1964
(新670.93; J )

未来村・ 1967
(新612 1; 13)

小売商業の立地
田松久弥熟

Lべ

.一

J

ン

J

ア

イ
ラ

日本商業史概論
官木又次料

農村問題序論
1哩刊厶蔵茗

大阪町人論
宮本

1947

林業経営と林業労働
東京大学社会科N研究所編
林統計協会 1954

也界思想礼 1954
(旧688.1;M2‑5)

ミネルヴ丁書房

次

商業経済学概論
松井清勢

商品流通の史的研究
宮本又次箸 ミネルヴ了書房
19釘
(新672.1,M)

カー ノン

新潮社 1964 (新615.朋 C)
成長メカニズムと農業
農政調査委員厶編
1970

将来の食糧と農業
産業計画会議編
ソヴェト農業政策史
大崎平八郎薯

御茶の水書
(新611; N3)

消費者の心理と販売管理
ニューマン著松井頁夫,金平
文二,村上昭二訳誠信書房
1963
(新673.2; Nの
消

者心理の研究
小嶋外弘碧

日人牛産性本部
(新673 2; K)

1964

大成出版会

有斐閣

1960

(旧611 93,02)

易

貿易実践入門
右田貞夫著 春秋社 1964
(新678.4, D
貿易実務
浜谷源蔵獣

同文館 1964
(新678.4; H)

上坂丙

薯

1963

東洋経済新報礼
(新678.4; K2‑2)

貿易実務辞典
上坂西=箸 青林妻院新礼
1964
(新678; K)
貿易慣習

有信堂 1951
(旧681,M4)
(旧681; M4‑1a)

農

茗

生と死の妙薬

《貿

貿易実務

1959

レーニンの農業理論
渡辺寛薯 浦茶の水書房
1965
(新611; L)

売手競争の経済学一売手行動のモデ
ル分析一
ワりツツ・マッハノレプ著
服部正愽訳下倉書房 1965
(新673.2;MID

西岡久緋町訳大明堂 1970
(新672 9; B)

増袖隈業問題序論
・B野弘峨軸 青木出店 1965
(新612.1; U)

'女j冉11

古今書院 1970
(新672.9; K)

小売業・サーピス業の地理学
ブ

農業近代化の理論
T .XV シュルツ北・逸兒目k :.訳
*京大学出版会 1966
d折611, S 2 2)

取引所
M.ウェバー著中村貞二,柴
田固弘訳未来朴 1968
(新676;W)

これからの消費者像
小嶋外弘当 グイヤモンド子1
1967
(新673.2; K‑2)

農業革命論
劃財11‑'心"茗

食品流通の経済分析 一競争と価格形
成一
森宏薯 東洋経済新報社
1970
(新673.5 ; M2)

証券投資の理論
住ノ江佐一郎,嶋田昭孝,杉江
雅彦著東洋経済新報礼 1968
(新676.3 ; S 4)

62

上坂酉三著
1962

貿易経営論
浜谷源蔵著

貿易契約
上坂酉

薯

貿易理論の研究
松井清著
貿易政策論上下
平岡謹之助著

貿易商社論
松井

東洋経済新報社
(新678.4; K2‑3)

同文館 1964
(新678.4; H・2)

痕洋経済 1964
(新678 4;K2)

有斐閣

1938

有斐閣 19騎
(新678.1; H)

清著 有斐閣 1952
(旧687;M 2)

貿易論入門
松井

沽谷山挑書房

1959

Chin8 trade pr08Pects and u. S.
Policy.
A. Eckstein " praeger 1971

美

通商白書
通商産業調査会編通商産業省
(新678 21; T2)

美学事典
竹内敏雄綿

交

Diraction of trade.

通

Intrηational Nlonetary Fund
Essay8 0n international trade
Ma!sui Kiyoshi箸 The science
0{ counC11 0f Japan 1958
(1[1687 91; M‑3)
近代日本貿易史(京都入字総合経済研
究所研究叢害12‑15)
松井清編右生閣 1959 1963
(新678.21; M 2)
工業発展と世界貿易
メイゼルズ著
春1火礼 1970

渡部福太郎監訳

地域経済と交通
大塚久"雄等編

日本貿易論
係一
松井

一資本主義発逹史との関
清緒

日本貿易読本
松井清編
1955

有叟閣 1950
(旧687.9; M9)

東洋経済新報社
(旧687 91;M)

紕海事史料叢書
円人海斗'史学会編成1」、1堂
1969
(新683.21; Z )
海上労働講座
士井智宮・薯

成山堂 1967
(新683 8, D)

海難の処と処理
寺島博愛岩

コンテナ輸送の理論と実際
飯田香雄著成1̲11堂 1968
(新686.61,D
日本海事慣習史
金指正三碧

冷'斐惜1 1965
(新678.01' K 4)

吉川弘文館 1967
(新683.21. K2)

日本交通史概論
大島延次郎薯
1964

吉川払文館
(新682 1,0)

芸

世界貿易の発展
片Ⅱ」謙二著

成山堂 1969
(新683.フ, T)

術
新しいものの伝統
ノ

^

・訳

(芸術論双書)
ク著東野芳明
せ伊鬮屋 1965
(新704; R)

美の位相と芸術 増楠 1反
今遭友信著 東京六学出版会
1971
(新701.1,12)

弘文堂 1965
(新701; B2)

美学入門
.ノ、 1jl

白水礼

1965

美学新思潮講座
竹内敏雄監修

レ若古見日嘉訳
(新701.1; P)

美術出版村

1965‑66

美術選書
美衛出版判
美術と視覚 2冊

(美術選書)
ム箸波多野完治,
関計夫訳 美術出版社
1963 64
(新701.4 ; A2)
アノレンハイ

抽象芸術
マルセル.ブリヨン著洗口修
造等訳紀伊国屋 1968
(新701.11, B3)
抽象芸術論
カンディンスキー著西田秀穂
訳美術出版社 1958
(旧701; K7‑1b)
ダダー芸術と反芸術
ハソス・りヒター著針生一郎
訳美術出版汁 1966
(新701.2 ; R ‑1a)
榎型技術時代の芸術
ベンヤミン著川村'一郎等訳
、ι伊1'叫屋 1965 (新704;B3)
ガントナーの美術史学
ヨーゼフ・ガントナ原著中村
納綿a尺勁草書房 1967
(新701.2,G)

H

美

学

}

芸術形式の起原

戦後日本の関税政策
岡茂男碧日本評論社 1964
(新678 3; 0)

木幡順三訳勁草
(新701.1; L3‑3)

美学における自然と現実
金田民夫著創文社 1970
(新701.2; K2)

シ,ン

海事史料叢書複刻'仮
住田正一和成山堂 1969
(新683 21, K3)

日本の貿易 (岩波新書 162)
松升 清著岩波 1954
(1日687 9, M9‑2)
日本の貿易と国際収支
渡部福太郎荒木イ'義若
東洋経済新帳社 1967
(新678 21,工入)

東京大学出版会
(新680.1; 02)

1971

(新678 2;M)
国際貿易政策思想史
松井清著有斐閣 1941
(旧687.2;M3)

学 11
ルカーチ著
書房 1970

新稿日中貿易通信文
矢野春隆著光牛館 1971
(新670.92; Y)

ード

竹内敏雄訳岩波

ヘーゲノレ著

63

伊国屋 1966

瀬戸慶文訳紀
(新701.11; R2)

芸術空間の系譜 (SD選書 19)
高階秀爾著 鹿島研究所出版会
1967
(新701.11; T2)
芸術の世界
井島

ーその鑑賞と理解一
勉編創文社 1964
(新701.11; D

芸術の哲学
オルドリッチ著
培風館 1968
芸術論集
加藤周一著

川野等よ

岩波 1967
(新704; K3)

芸術哲学概論
R.G.コリングウッド著三浦
修訳紀伊国屋 1969
(新701.1; C2‑2)
芸術と芸術批評
フリートレンダー著千足伸行
訳岩崎美術社 1968

芸術はなぜ必要か
E.フィツシャー著法政大学
出版局 1969 (新701.11; F2)

現代芸術の言葉
大岡信著

現代芸術の空間
栗田勇者
限界芸術論
鶴見俊輔著

東京大学出版会
(新701.1; T2)

晶文社 1969
(新704,0)

インドの美術
上野照犬著
1964

勁草書房 1968
(新704; T)

中央公論美術出版
(新702.25; U)

イタリアの美術
A.ブラント著中森義宗訳
鹿島研究所出版会 1968
(新702.05; B4)
人類の美術
新潮社
形の生命
アン

1965

(新708; J )

フォシーヨン

マルクス・エンゲルス芸術論
りフシッツエノレペンベック編
瀧崎安之助訳岩波 1962
(新704;M)
中井正一全集
久野収編

近代芸術の革命
ハンス.ゼーデノレマイヤー著
石山公一訳美術出版社 1962
(新701.11; S )
近代芸術と文化
グリーソバーグ著 瀬木慎一訳
紀伊国屋 1965
(新704; G)
近代芸術観の成立
高橋義孝著 新潮社 1965
(新701.2; T)
古寺巡礼第1‑3集
土門挙著美術出版社

1968

黒人アフり力の美術
シエル・レーリス,

ジヤク

j ヌ・ドランジュ著
新潮社

岡谷訳

マニエリスム全3巻(美術名著選書)
ハウザー著若桑みどり訳
岩崎美術社 1970

財

美術出版礼 1964‑
(新701.1 ; N2)

奈良六大寺大観全N巻
奈良六大寺大観刊行会編岩波
1968‑72
(新702.13; N2)
日本美術の特質
失代幸雄苫

日本の美術
東京
館編

岩1皮 1965
(新702.1 ; Y)

京都・奈良
全文堂

各山立愽物

Rococo to cubigm.

IvyⅡe sypher著
1960

Random House

数奇な芸術家たち(美術名著選吉)
ウイットコウアー著中森義木
清水忠訳岩崎美術社 1969
点・線・面

カンデ'インスキー著西田秀穂
沢美術出版社 1959
(旧701; K22)

秀太郎訳岩波 1969
(新701.1; F2)

、、

書房 1964

岩波 1960
(旧701; K25)

一ノ

芸術と狂気
エドガー・ヴィン ト著高階秀
爾訳岩波 1968 (新704;訊13)

いきの構造
九鬼周造著

1967

リ

芸術と芸術家
カソディンスキー著西田秀穂
西村規矩夫訳美術出版社 19
62
(旧704; KI0‑1a)

1967

グロテスクなもの
ヴオルフガング・カイザー著
竹内豊治訳法政大学出版局
1969
(新701.1; K3)
秘境のキリスト教美術
柳宗玄著岩波

芸術作品とその場所
河本敦夫著あぽろん社 1964
(新701.11; K)

現代芸術の美学
竹内敏雄著

原色版国宝全13巻
毎日新聞社「国宝」委員会事務
局編文化財保護委員会監修
毎日新聞社 1968‑69
(新709.2; G)

東洋

美こころとかたち
長広敏雄著美術出版社 1967
(新702 2;N)

東西芸術精神の伝統と交流
(哲学全書2)
山本正男著理想社 1966
(新701.2 ; Y)
ヨーロッパの闇と光
高橋厳著新潮社 1970
(新702.3 ; T)
図録日本美術
角川書店編

1965

(新702.1; K3)
《芸術・美術史》
美学史研究叢書第一輯
今道友信編東京大学文学部
美学芸術学研究室 1970

美術批評史

精神史としての美術史(美術名著選筈

リオえ、ロ

H

辻茂よ

エ'トウーリ諭

3)

す一吉房 197]
(新702.3; V)

美術の流れ
八代修次著

三杓、井当店

1964

M.トヴォルシ十,ク著中村
茂夫訳岩岫美術社 1966
(新702.3; D‑1a)
世界美術史
村出訳美術出

ジ十ンソン老二

美術の歴史
H .W

監修

永遠の現在
木村重信訳
1968

d

S .ギーテ

オン著江上波夫
東京大学出版会
(新702.02, G‑1a)

Fout stages of Renai8Sance style.
Ivylie sypheτ著 Doubleday
1955
(新702 05; S)
現代美術ーホU、,ク以後一
東野芳明著美術出版社 1965
(新702 05; T)

絵画の論理
植田寿蔵著
《彫刻・絵画・工芸》
アジアの彫刻
小川岫場著

暁売新削礼

1968

美術様式論(美術名著選吉)
アイロメ・リーグノレ著長広敏
雄訳岩崎美術社 1970
(新757.フ, R )
仏像百態
渡辺旦乱宏著

淡父新社

吉

幻想芸術
マルセル・プリヨン著坂崎乙
郎訳紀伊国屋 1969
(新702.06; B3)
イタリア・ルネッサンス美術史
(美術名著選書)
M ドヴリレシヘック箸中十1
茂夫訳岩崎美術社 1966
(新702.37, D)
迷宮としての世界
ホッケ著矢川治f,種村孝引、
訳美術出版社 1966
(新702.05, H2)

見えるものとの対話全3巻
ルネ.ユイグ著中山公男,高
階秀爾訳美術出版礼 1967‑68
(新702; H4 2)

石川利光よ

仏像の起源
高田

修著岩波

創文社 19釘
(新720.1, U)

絵画と社会(美術名著選書)
ピエーノレ・フラソカステノレ著
人島清次六岩崎美術社 1968
(新720.1, F )
近代美術への天才たち
吉川逸治著新潮社 1964
(新723, Y)

1964

1967

近世日本絵画の研究
士居次義著美術出版社 1970
(新721.02; D)

(新718; T)
増訂

中国仏教的彫刻史研究
松原三郎著吉川弘文館 1966
(新718 4M)

デザイン宣言
現代の美術史哲学
パッサルゲ著守屋謙一訓
川弘文館 1964

絵画鑑賞入門
ウェントウーリ著
0 すず害房 1965

版社 1965

絵画・彫刻・建築一
ジャンソン著村田潔
美術出版社 1964
(新702; J )

中心の喪失
ハンス・セ'ードノレマイヤー老
右川公一,阿部公正訳美術出
坂礼 1965 (新702.06;S3)

風景画論
ケネス・クラーク若佐々木英
也訳岩崎美術社 1967
(新723; C)

近世初期風俗画
角f.文"' 1967
日本の工芸
坂本万七著

涜売新聞社

1968

ティーグ著 G .K .インダスト

リアルデザイン肝究所訳美術
出版礼 1966 (新757.2;T)
デザインとはどういうものか
パー・デーヴィッド著中村敏
屶沢美術出版礼 1967
デザイニング・プログラム
ゲルスト十一著削倉1自巳訳
美術出版朴 1966
(新757.2,G)
ドイツルネッサンスの画家たち
上方定一著美術出版礼 1967
(斬723、34 H )

レンプラント(美術名著選書)
ヨーゼフ・ガントナー着中村
二柄訳岩崎美術社 1968
(新723.35; R2‑1a)
ロダンとミケランジェロ
J.ガソトナー著海津忠雄訳
昭森社 1966 (新712.35;R)
ルネッサンスのイタリア画家
ベレンソン岩山田,吉川等訳
新潮朴 19給
世界の写真史
ヘノレムート・ゲノレシャイム,ア

リソン・ゲルシャイム共著伊
除逸平訳美術出版社 1967
(新740.2, G)

絵巻物研究
梅沸次鄭老
フィレンツェ絵画とその社会的背景
(美術名著選害)
フレデリック・アンタノレ普'小
森義宗訳岩崎美術社 19能

価

セザンヌの手紙
ジョソ・りウオルド論池上忠
治訳築摩書房 1967
(新723.35; C2)

写真芸術論(美術選書)
重森弘淹著美術出版社 1967
(新740 1;S)

音楽はいづこへ
ジノレノぐーマンi身

障壁画(日本歴史新書)
土居次義著至文堂 1966
(新721; D)

音楽美の構造
渡辺護著

浮世絵 7巻
講談社 1965

《音

楽》

演奏の論理(哲学全書)
士田貞夫著理想社 1971
(新761; T)

音楽之友社 1966
(新760 3;H)

日本の民謡(岩波新書)
浅野建二著岩波

音楽の起源
クノレト・ザソ クス著皆川達夫

柿木吾郎共訳 音楽之友社 19
69
(新762; S )
音楽社会学
ウェーバー著 安藤・池宮・角
倉訳創文社 1968
音楽社会学序説
アドルノ著渡辺健,高辻知
義訳音楽之友社 1970
(新760.13; A‑1a)
音楽創造の美学
ジゼール・プルレ著海老沢敏
笹渕恭子共訳音楽之友社
1969
(新760.1; B)
音楽と文学
白水社 1967

音楽史の哲学 1600‑1960
ウォレン・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
委員会編音楽之友礼 1969
(新760.4; N )
ルネサンスとバロックの音楽
ブルーメ著和田・佐膝訳白
水社 1971 (新762.05;B)
Schube豐t, musik 丑nd lyrik.
T. G. GeorgiadeS著 Vanden・
hoei1ζ and Ruprecht 1967

1966

音楽の偉大さ
了イソシュタイン著男沢淳
福田達夫訳紀伊国屋 1965
(新760.1; E‑1a)

シュタイガー著

映画美学入門
音楽之友社 1969
(新760.1;訊12)

芦津丈夫訳
(新760.4; S )

西洋音楽史全4巻
柴田南雄等編 音楽之友社
1967
(新762.3; S )
世界音楽史一四つの時代一
ヴ丁ルター・ヴィオラ著柿木
吾郎訳音楽之友社 1970
(新762;W)
世界宗教音楽史
野村良雄著

春秋社 1967
(新765; N)

主題と変奏
ブルーノ・ワルター著内垣啓

ー,渡辺健訳白水社 1965
(新762.53 ;訊1)
Ie TemP8 mU8ical. Tonle l,2
Gisele Breket著 Presses
Univ. de France 1949

(旧781; B1の

ドウブリ著

映画の理論

・バラージュ著佐々木基
学芸書林 1970
(新778.01, B2)

映画理論史
アリスタルコ著吉村信次郎,
松尾朗訳みすず書房 1963
(新778.01; A2)
映画とシュルレアリスム上下
了ド・キルー著飯島耕一訳
美術出版社 1968
(新778.01; K)
映画とは何か
アンドレ・バザン箸小海永二
訳美術出版社 1967
(新778.01; B)
エイゼンシュタイン 2冊
マリ
シートン著佐々木基

ー,小林牧訳美術出版社
1966‑68
(新778.238; E )
演劇芸術の問題点
山本修二著

あぽろん社 1971
(新770 4Y)

演劇の理念
フランシス ・フ了ガソン著山

《演良」・映画》

66

1965

映画言語(現代科学叢書)
マルセノレ.マルタン著金ナf政
男訳みすず書房 1957
(1日798; M4)

内登美雄訳

アイルランド演劇研究
山本修一著あぽろん社 1968
(新772.33; Y)

すず書房

映画芸術論
J .H .ローレンス著 岩崎昶
沢岩波 1967
(新778.01; L2)

べ一

標準音楽事典
堀内敬三編

カワイ楽譜 1969
(新760.4; T2)

1966

美術と映画
H ・ルメートル著小海永二訳
紀伊国屋 1965 (新778.01;L)

ラ訳

非在の響き
士田貞夫著

紀伊国屋

末来社 1969
(新770.1; F )

演劇とその形而上学
了ントナン・ 了ルト著白水社
1966

(新770.1. A)

演劇学の基本問題
小畠元雄著

風問書房 1969
(新770 1; 02)

芸術としての映画
アノレンハイム著
1965

美術出版礼
(新778.03; G)

1967

現代のギリシャ悲劇全2巻
新閥良三著東京堂 1968
(新772.31; N)
現代世界映画
佐藤忠男著

評論社 1970
(新778.03; S )

現代文章心理学
波多野完治著

Phy8ical EduC丑tion
CoweⅡ France 著

現代文体論
吉武好孝著

ソピエト体育理論
コリャコフスキー編飯野節夫
正木健雄,山本斌訳明治図
書 1964
(新780.1; K)
運動生理学入門
猪飼道夫箸
1965

野球(キネシオロジーによる新体育ス
ポーツ選書)
神田順治,高木公三郎著学芸
出版礼 1960
=ロ

ギリシャ・ローマの演劇
新関良ご著東京堂 1960
(旧793; S I0)
入lasterpieces of the lnodern
theater.

Robert corrigan 茗'・ C0Ⅱier

体育の科学社
(新780.193 ; 12)

(新778.2 ; S )
シェイクスピアの劇場と舞台
管泰男若あぽろん礼 1963
(新771; S )

プノレーム・フィーノレド著ニゴ宅
鴻,日野資純訳大修館書店
1962
(旧890.1; B4 4)
言語学原論
フエノレヂナソド・ソシューノレ著
小林英夫訳岡書院 1928
(旧890; S 2)
言語学の方法
服部四郎薯

岩波 1960
(新801; H9)

1958

三省堂 1937
(旧890; K)

大日本図書
(新801.04; H‑3)

比較言語学(岩波全書)
高津春繁著岩波 1950
(旧899; K 2)

T. savory 茗 DUFour

1965

言葉の秘密

文章心理学の理論
波多野完治著

大日本図書
(新801.04; H 2)

1966

文章心理学入門
安本美典箸

協同出版 1969
(新801.6; Y)

語

昌言吾学^^
小林英夫著

The 急rt of tranElation.

文章心理学新稿
波多野完治著
丸尾定訳

大日本図書
(新816; H‑2)

学

BookS 1967

世界映画史
G .サドゥーノレ著
みすず書房 1964

1966

一昌

現代映画事典
岡田晋等編

みすず書房

日本スポーツ文化史
木村毅著洋々社 1956
(旧390.9; K)

E.ユソガー著

局 1969
^^言^学!

誠信書房 1966
(新816; Y2)

太田

法政大学出版
(新804; J 4)

(テーマと研究3)
朗著研究礼 1969
(新801; 02)

《体育・スボーツ》
遊ぴと人間
カイヨウ著
山波 1970
保健体育理論
酉井好消就修
1964

清水幾太郎等訳
(新790; Cの

柬海火学出版会
(新780.193 ; S )

ホモ・ルーデンス
ヨハン.ホイジソガー著高橋

英夫訳巾央公論礼 1966

文休美学一批評の一方法としてー
鍋島能弘著篠崎書林 1966
(新801.6; N)
文体論入門
日本文体論恊会編三省堂
1966
(新801.6; N2)
A contempor8ry rhetoric.
R. W. Danie1著
Little, Brown 1967

IangU急ge h8bitg in human
affair8.

Irving J. Lee薯 Harper &
ROW 1941
(新801;しの

王an曾Uage in thoug11t and action.
Hsyakawa, S.1.著
George AⅡen & unwin 1966
(新801.2; H‑1b)
Language, rhetoric and gtyle.
Damon, Espey & Mulhauser.
MCGraw‑HⅡ11966

(新781.9; H)
Early theorie80f tr丑nelation.
攻撃の力ーベース・ボーノレー
同志礼大学保健1本育研究宰編
=和ぎ房 1963

F. R..へmoS著
The Folcroft pre豁 1969

(新801.フ; A2)

67

On tran8tion.

R. A. Brower著
Harvard univ. presS 1959

言語学と日本語問題
くろしえδ出版

1971

史(講座国語史3)
阪倉篤義薯大修館書店 1971
(新810 2;K)

People in quandaries.
VJ. Johnson "

HarpeT & R0剖 1946
(新801.2, J )
Power of word邑.

Stuart cl〕ase ぞ
Harcourt, Brace & world 1954
(新801; C4)
Rhetoric.

橋木進吉博士著作集
橋木進吉著岩波 1949・
(新810.8, H )
平安鎌倉時代に於ける漢籍訓読の国語
史的研究
小林芳規杵 束京大学出版会
1967
(新811.6, K)

A, craig BaiTd者
Ronald presS 1965

国語学への道
時枝誠記著

=省堂 1959

国語学概論
橋木進吉著

岩波 1946

語

音声学(岩波全書)
服部四郎著岩波 1969
(新801.1; H )

国語学概論(角川全書)
佐藤喜代治著角川書店 1957
(旧891; Sの
国語学原論 2冊
時枝誠記薯

岩波 1966‑67
(新810.1; T3 2)

国語学論説資料
論説資料保存会

1966

平安朝文法史

(新801 6、 B)

山田孝雄薯

賓文館 1952
(旧891 4; Y‑5)

講座現代・国語学
岩渕悦大郎

東京堂 1964
(新818, F )

講座現代語全6冊
時枝誠記,遠藤喜基胤修
明治書院 196364
(新810.8; K)

筑摩書房

1957

Rhetoric.

J. W. corder '
Random House

最近の文章心理学
波多野完治薯
1965

1965

大日本1送1'H
(新816; H)

方言研究法
j係原行一茗

方言生活の実態
松川正義X

明治脊院

1962

(旧891 6;M9)
S.1.ハヤカワ著

方

一言

思考と行動における言語第2版
大久保忠利訳岩波 1963
(斬801.2 ; H la)
(旧899; H)

学
藤原与一若

省え;t 1962
(新818, F 3)

京言葉(京都叢書5)
,1t珀実箸高桐書院 1946
(旧891.6;U)
奈良時代東国方言の研究
福田良輔茗風問書房 1965
(新818.3; F )

方言学概説訂正増補版
同語学会武」成野妻院 1968
(新818; K2)

奈良朝文法史
山田孝雄著

《日本語》

方言学講座全4巻
遠藤嘉基等編

日本文法文語篇 口語篇(岩波全圭)
時枝誠記箸 岩波 1967
(新815; T2

尼門跡と言語生活の調査研究
井之口有一薯風問書房 1965
(新814 9; 1)

改撰標準日本文法
松下大郎著

創作心理学
波多野充治著
1966

美学的文体論
小林英夫著

大日本図書
(新801.04; H 4)

東京堂

1961

(旧891 6; T 7)

日本文法講座
紀兀村

1928

な

1957ー

正続10巻明治書院
(旧891.4; M17)

岩波 1968

日本文法教室
芳賀綏著

秋田屋 1948
(1日891; K9)

日本文法の話
阪倉篤義著

中国地方五県言語地図
広戸惇著風間書房 1965
(新818.フ; H )

新訂増補国語音韻論
金田一京助著刀江書院 1963
(新811.1; K2)

日本文法論
U田孝雄著

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 )

国

文章論研究
時枝誠記著

か

広済堂出版 19能
(新816; K3)

小松茂美若
国語の歴史
国語学会編

山田害院

語

島輿

学築N

硲著

東京大学出版会
(新810.1; T )
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宝文館 1954
(旧891.4; Y一の

束京堂出版 1969
(新815;H2)

創元礼 1952

宝文館 1908
(旧891.4,Y)

日本文法要説古語篇上下
佐藤喜代治著日木書院 1962
(新815; S )

日本文法学概論
山田孝雄著

宝文館 1936
(1日891.4 ; Y‑2)

日本言語地図第1集一第6集
(国立国語研究所懐告)
国立国語研究所編
人蔵省印刷局 1966
(新818; K)
日本方言学
"i条

中国語 11Ⅲ
白水社 1963

フランス文法事典
朝倉季雄著

中国語への招待
安藤彦太郎, 新島淳良著大学
書林 19価
(新820; A)
中国語会話入門
大河内康憲著

海文堂 1971
(新827; 0)

占川弘文館 1954
(旧891.6 ; T‑4)

現代中日辞典
香坂j慎一,太田辰夫共著
光生館 1965
(新823;G)

(岩波新書307)
武著岩波 19認
( 1日891.6 ; S 3)

漢字の運命(岩波新書)
倉石武四郎著岩波 1971
(新820.9; K)

日本語(岩波新書265)
金田一春彦著岩波 1957
(旧891; K14)

NHK 中国語入門
相浦杲著 日本放送出版恊会
1971
(新820; A2)

日本の方言
紫田

楳編

日本語の歴史
士井忠牛等著

英
季.文堂 1957
(旧891; D2 2)

日本語の歴史全7巻 別巻1
土井忠牛等編 〒凡礼
1963 66
(新810.2; N )
女房詞の研究
田百合子箸

音韻論と正書法
服部四郎薯

風間書房
(新814 9 ; K)

岩波 1951
(旧894.1; H2)

大阪弁の研究
前田勇著

A Bibliography of American
Iin宮Ui8tiC8,1900 1964.
P. R RU小erford 箸 Center
for Applied l'jnguisticS 1968

朝日新聞礼 1949
(旧891.6 ; M6‑2)

琉球先島方言の綜合的研究
平山輝男,大島一郎,巾本正智
1七著明治〒号院 19釘
(斬818 99; H 2)
琉球与那国方言の研究
〒山輝男,,や木正智箸
柬京叫t 1964 (新818.99;H)

英語学辞典
1"河二喜編

北星堂書店

フランス基本語辞典
ジヨノレジュ・マトレ著
野卞卜滑川訳白水社 1970
(新853; F)
フランス語への招待
田辺保著至誠堂 1970
(新850; T2)
フランス語のこころ

田辺保著至誠堂 1971
(新850; T2‑2)

1971

篠田俊蔵, 佐藤房吉典箸第一

国

(新855; S )

書房 1966

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 )

」..气

文

研究社 1940

子

For writing Engli8h.
C. W. MUⅡigan M、 P.
Kammer茗
Loyola univ. presS 1965

アリストパネス(世界古典文学全集
12巻)
高津春繁編築摩書房 1964
(新908; S )

KenyU8h急'g new EngHsh・JaP8ne8e
dicttionary on bilin宮Ual
Ptinciple8.

文学概論(カレ、" ジブックス)
猪野謙二編 有信堂 1969
(斬901; 14)

Iwasald Tami11ei, Kawamura

Jujir0 編 Kenlwusha,1964
(新833; K2)
シェイクスピア及聖書の英語
大塚高信著研究社 1952
(1日894 ; 03‑2)

文学序説
士居光知著

《フランス語》

岩波 1964
(新901; D2)

文学空間
モーリ

則雄
《中

1965

基準ふらんす文.典

doctoral di月8ertation8 in

原田敬一訳

フランス文法覚え書
朝倉季雄著白水礼 1967
(新855; A)

フランス語初級文法クラス
田辺保著新東京皇房

語》

英語論文の手引
1964

白水社 1967
(新855; F)

1962

ス・ブランシ,著粟津
出口裕弘訳現代思想礼
(新904; B)

語》

増補中国の文字改革
貪藤恵秀茗 く乃しえ6出版
1971
(新820.9; S )

中級フランス語・フランス現イt作家10
人集
士居寛と等著打箔督せ 1971
(斬857; C 2)
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文学の論理
R .ウェレソク

A .ウすーレン

箸太田三郎訳

筑摩書房
(新901;W2‑2)

1967

文学理論の研究(京都大学人文科学
研 t所報告)
原武夫編岩波 1967
(新904、 K5)
文学思潮
鈴木幸夫編

文学史の研究
矢野峰人茗

清水弘文宅
(新901 9; H)

1971

東京;k 1967
(新902 S2)

R. F. G】eckner & G. E.

勁草書房 19朋
(斬902 02,1 )

ホメーロス(世界文学大系1)
筑摩書房 19釘(新908;S3)
ホメーロス(世界古典文学全集1巻)
茂一高津春繁訳築摩書
1964
(斬908; S )

呉房

松柏礼 1958
(新902, Y)

1930

天人村

The 11iad of Homer.

中国現代文学選集
ト野忍等編

全20巻
平凡孔 1962‑69
(旧820.8, H2)

R. Lattimore 訳
Univ. of chicago PresS 1951
An lntroduction to sC丑ndinavian

Classica11iterary critici8m.
T. S. DorRCI】'告・ pen育UiΠ 1965

畔犯9] 1, D)

Iiterature ftom the eatlie8t

time to out day.
醗lias BredsdorH等イ"f EjnιU
＼1Un1給qanTd 1951

The cla8Sical tradition.

GⅡbert HiE}1et ゞf;

Oxf01'd

Univ. presS 1949

ドストエフスキー全集全20巻
小沼文彦訳筑序書房 1968‑
(新983; D一の
ドストエフスキイ論
M.バフケン著冬樹ネ1 1968
(斬980 281 ,Db)
現代心理小説研究
エデル著龍口直太郎高橋
道典訳評論社 1934
( 901.3; E)
言語にとって美とは何か 11
吉本隆明著勁草書房 1965
(斬901; Y2)

プラトン(世界文学大系3)
筑摩書房 1959 (新908;S3)
Rom丑ntici邑m.

比較転向論序説
磯田光一著

文学史と文芸学
マーノレ:芝1

比較文学講座1一Ⅲ
中島健蔵等編

児童文学論
リリアン ・スミス才i イけ卜桃イ

瀬田貝二
1965

渡辺茂勢訳岩波
(新909; S )

The metamorphoses.
Betty Radith &

Baldick

Penguin 1964

Robert茗

Metamorphoses.2冊ぐr11e Loeb
Classica11ibrary,42‑43)
Publius ovidjus Nas0 著

Enscoe 編 PTentice‑HaⅡ 1962
(新902.02, G)
Romantici8m in per8Pecive.
Lilian R. Furst箸
MacmiⅡan 1969

(新902.02 ; F2)
千一夜物語(世界古典文学全集31‑34)
佐藤正彰訳築摩書房 1964‑70
(新908; S )
詩学の根本概念
E.シュタイガー箸法政大学
出版局 1969 (新901.1; S3)
小説の技術 0見1弌小説作法)
P ラボソク著佐伯彰一訊
グヴィノドネ1:1970
(新901.3 ; L2)
小説の構造(現代小説作法)
E.ミュアー薯佐伯彰一訳
ダー、.ド礼 1970
(新901'3 ; M2)
小説とは何か(現代小説作法)
E.M.フォースター薯
米田一彦訳ダヴ'ツドネ1t
1970
(新901.3 ; F )

＼uiⅡiam Heinemann 1960‑64

(新992.1; 0)

Streame of conscioU8ne88.

M. J. Friedman著
ミメーシス G扣肇双書75,7の
アウェノレバッハ著篠田一士
川イ、、1二郎訳筑摩書房 19釘
(新902.3, A)

ギリシア悲劇全集 全4巻
呉茂一等編 人文書院
1960
(1日881.2,K2)

ニュークリティシズム概二兪
川崎寿彦著研究礼 1966
(新901; K4‑2)

ギリシア喜劇全集全2巻
人文書院 1931 (旧8817,Z)

The odeg of Ⅱorece.
James Michie著

Yele U乃iv. ptesS 1955

タキトゥス(世界古典文学全集22)
国原吉之助訳筑摩書房 19紡
(新908; S)

《日本文学》
芥川竜之介未定稿集
葛巻義敏著岩波 1968
(新914.6; A2)

Penguin 1967
比較文学
太田三郎著

研究社 19弱
(1日801.9,02)

The odes of pindar.

C. M. Bowra老 PeDguiΠ 1969
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文学と宗教の間
佐藤泰正
1968

国際日本研究所
(新910.26; S ‑2)

現代日本文学大事典
久松潜一等編

現代日本文学大年表
久松潜一等編

明治書院 1965
(新910 3 ; G )

近代日本文学史研究
猪野談二著未来社 1964
(新910.26; D

国木田独歩全集
学習研究社

明治書院 1968‑
(新910.26; G)

近代日本の文学と宗教
久山康著国際日本研究所
1966
(新910.26; K7)

まほろしと現実
竹山道雄若 新潮社

現代日本文学大系全97巻別冊1
筑摩筈房 1968‑
(新918.6; G3)
源氏物語の基礎的研究 増訂版
(人物叢書131)
今井源衛著 日本歴史学会
1965
(新910.28A ; Mi)
源氏物語の基礎的研究
岡一男著東京堂 1966
(新913.36; M)
平安時代の文学と生活
池田亀鑑著至文堂 1966
(新910.23; D
百人一首評解
石田吉貞著

古文芸の論
高木市之助著

岩波 1952

古代歌謡と儀礼の研究
土橋寛著岩波 1965
(新911.63; T)
古代歌謡論
土杵

d〒著

=一宇房 1960
(新911.63; T‑2)

古代日本文学思潮論
太田善磨著桜楓社 1961‑66
(新910.23; 02)
古事記の構造
神田秀夫著

明治書院 1959
(旧911; K‑41)

有精堂 1970
(新911.147; D
古事記新講
次田

岩波講座日本文学史

明治書院 1966
(新913 2; K‑3)

潤著

岩波 1958 (旧810.9;119)
上代日本文学概説
大久保正著

秀英出版 1967
(新910.23; 03)

殉教の美学
磯田光一著 冬樹社 1964
(新910.26; 12)

国語国文学研究史大成
13:藤村花袋
14:鴎外湫石

唐木順三全集
唐木順三著
1967‑68

火山列島の思想
益田勝美著

明治書院 1968
(新9Ⅱ 64;A)

築摩書房
(新910.8; K)

筑摩脊房
(新914.6;M4)

きけわだつみのこえ
日本戦残学生手記編集委員会
東京大学出版会 1949
(旧818.フ; N13)

抗

萬葉集大成
平凡社

1953‑56

明治文学全集全99巻別巻1
筑摩書房 1965‑
(新918.6;M)
明治初期の文学思想上下(明治文学
研究4‑5)
春秋社 1965‑66
(新910.26; Y2‑4)
明治期の文芸評論
谷沢永一著

浩著

1954

物語史の研究
=谷栄一著

ロロ

高木俊明著文芸春秋

古典文学研究の基礎と方法(池田亀鑑
選集)
池田亀鑑著至文堂 1968
(新910.23; 1 ‑2)

有桔堂 1968
(新910 23; 0‑2)
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三一害房 1971
(新913 3; N‑2)

ミネルヴフ書房
(新913.3; N)

有精堂 19釘
(新913.3;M‑2)

1966

好色と花(筑摩叢書)
越知保夫著筑摩書房 1970
(新914 6;04)

古典の再評価
岡一男著

八木書店 1971
(新910.26; T‑3)

物語文学 2冊(池田亀鑑選集)
池田亀鑑著至文堂 1968
(新913.36 ; 13)

物語文学概説
南波浩著

13‑14

1962

萬葉集注釈全20巻
瀉久孝著 中央公論社
1959‑69
(新911.124; 0)

平凡社 1956‑58
(旧911; K‑4の

(新910.フ; K)
閑哈集研究大成
浅野建二著

(新913.6; K)

物語文学
南波

古事記大成
久松潜一等編

1964‑67

日本書紀通釈
飯田武郷著

畝房書房 1940

日記・和歌文学(池田亀鑑選集)
池田亀鑑著中田剛直編
至文堂 1968 (新915.3;1‑2)
日本文学研究資料叢書
日本文学研究資料刊行会編
有精堂
(新910.8; N2)
日本文学の近代と現代
猪野謙二著未来社 1965
(新910 26; 1 ‑2)

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)

《日本文学作家研究》
評伝夏目激石
荒正人苫

実業之日本社
(1 810.99 ; N‑4)

1960

日本の現代小説
中村光夫著

岩波 1968

日本人の心の歴史上下
(筑摩総合大学)
唐木順三著筑摩書房 1970
(新910 2 ; K2)
岡崎義恵著作集全10巻

宝文館 1969 (新910.8;02)
連歌史の研究
島津忠夫著

角川書店 1969
(新911.2; S )

新古今和歌集全註解
石田吉貞著有精堂 1967
(新9U.145; S )

回想の石川啄木
岩城之徳編

激石の世界
宮井一郎著

激石私論
越智山雄並

八木書店 1967
(新910.28L ; 1D

北村透谷研究 2冊
平岡敏夫著有村" 1967ーフ1
(新910.28K ; K3h)

岩波 1966
(新910.28; D

13D
紫式部(人物取
今井源衛著 日本歴史学会
1965
(新910.28A ;Mi)
中野重治と林房雄
1967
清水昭三"神ξ、{
(新910 28M; NS)

角川書店 1971
(新910.28K ; N02)

激石とその時代 11 (新潮選書)
江藤淳著新潮社 1970
(新910.28K ; Ne‑3)
藤村私記
島崎翁助若

明治の作家
猪野謙二著

講談社 1967
(新910.28K ; Nm)

河出害房 1967
(新910.28K ; SS2)

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)

《英米文学》

1

昭和文学史論
小笠原

克著

八木書店 1970
(新910.26; 08)

昭和批評大系全4巻

福田
夏目激石
有精堂

1970

村松剛佐伯彰一大久保典
夫編番町書房 1968
(新910.26; S 7)
高見

高見

順文学全集
川端康成等編

夏目激石増補版
江藤淳著勁草吉房 1965
け冊10 28K ; Ne)

1964‑66

(新915.6; T)
転向と浪曼主義
大久保典夫著

刈田編

チョーサー研究
吉田新吾著

金量堂

あぽろん社 1966
(新930.28A ; cy)

A ctitical history of Engli8h
Iitetature.

講談社
(新913.6; T3)

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)

順日記

勁草書房

Alnerican Poetry.

審美社 1967
(新910 26; 07)

わがいのち月明に燃ゆ
林尹夫著筑摩書房

日本英文学の学統
矢野峰人若

作家以前の激石
吉田六郎著

David DaicheS著 Secker &
WaTbnrg 1969 (新930.2;D)
ダンの世界
川崎寿彦著

研究社 1961
(旧810.99; Y)

勁草書房 1966
(新910.28K ; Ny)

研究社 1967
(新930 28L ; DI0

デフォー・スウフィト
(世界文学大系15)
筑摩書房 1959

(新908; S3)

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)

英米文学史講座全12巻別巻1
福原麟太郎西川正身監修
研究社 1966‑68
(新船0.2; E)

河出書房新社
(新914.6; N3‑2)

遉遥・鴎外一考証と試論一
関良一著有精堂 1971
(新910.28 J ; TS)

英米現代詩の鑑賞
安藤一郎,高村勝治共著
研究社 1956 (新931.フ;A)

随筆文学(池田亀鑑選集)
池田亀鑑著至文堂 1968
(新914.3; D

改稿激石の精神分析
北垣隆一著北沢書店 1968
(新910.28K ; Nk3)

英文学の特性
矢野峰人著

吉野の鮎
高木市之助著
全体小説と想像力
野間宏著
1969

1967

岩波 1941
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松柏社 19的
(新930.4; Y2)

英文学のよろこぴ
石田憲次著

非政治的人間の政治論
研究社 1965
(新930.4; D

エクスタシーの系譜
高橋康也著あぽろん社 1966
(新部0 4;T)

ド著増野正
衞山内邦臣訳 法政大学出版
局 1970
(新934.フ; R‑4)
ハーバート・リ

イギリス文学
児玉実用著
1970

ミネルヴ了害房
(新930.1; K2)

Middle En宮li8h romancee.
A. C. GibbS 著 Edward
Arnold 1966

20世紀英米小説論
W.アレソ著渥美昭夫渥美
桂子訳鹿島研究所出版会
1967
(新933.フ; A)

Engli8h Hterary ctitici8m.
Daniel G. H0丘man & S.

HyneS 編
Appleton‑century‑cro{ts
1963
(新934.6; H)
Engli8h literatute of the late
Se▼enteenth century.
James sutheTland 著 Oxford
Univ. presS 1969
The

Engliah rom丑ntic poet8.
Marius Bewley 編
Moden L北rary 1970
(新931.6; B3)

フォークーナー研究
速川浩著研究社 1965
(新939 028L ; F)
現代英文学の展望
D.ディシズ著上田 勤
平野敬一共沢研究社 1960
(新930 27; D)

イギリス文学試論集
平井正穂著研究社 1965
(新船0.4; H)
イギリスの文学とキリスト教
著研究社 1965
(斬930.4; K)
イギリスの社会小説
ルイ・カザミアソ著石田憲次
臼田昭共訳研究社 1958
(新船3.6;C)
イギリス小説の伝統
郎苫

南雲堂 1965
(新933; 0)

人間とは何か
マーク・トウェン著百瀬文雄
松本唯史訳南雲堂 19釘
(新939.47; T)
On the cla8Slcal tTad託ion.

(The complete pTose work of
Mattew Arnold, V01.1)
M.<τnold著
Univ.0{ Mich. presS 1960

オスカー・ワイルドの生涯
平井博著松柏社 1966
(新930 28 J ;wh)
オーウェル著作集

ジェイン・オースティンの文学
田辺昌,美著あぽろん社

1967

JeW8 and American8.

Irving Malin著
SoutheTn 1Ⅱ. univ. PTesS 1965

1一Ⅳ
G.オーウ エル苫平凡社
1960 71
(新938 7; 0‑1a)

Palgtave's golden treasury.
CeCⅡ Day‑LewiS 著
C011inS 1959

(新939.02; M)
現代の英文学
G.S.フレイザー著
等訳研究社 1952

A panorama of American

上田勤
(旧840; F)

Engli8h liter8ture.
F. W. Bateson 著 Longmans

A Guide to

1968

ハーディ文学の研究
大沢衞著研究社
破壊と創造
八木敏雄著

ハムレットの悲劇
大山俊一著

1966

南雲堂 1968
(新鰐9.028H ; py)

篠崎書林 1966
(新船0.28C; S O‑2)

ハワーズ・エンド(世界文学全集1の
E .M.フ寸スター著吉田健一
訳集英社 1965
(新908; S 4)

Joutnel to ste11a.2 VOIS.

Jonathan swift著
Oxford univ. PTesS 1948

Iiterature.

田島松本若朝日出版社 1969

神の沈黙
寺田建比古著筑摩書房 19飴
(新939 028H ;Mt)

A panoralna of English

この人を見よ
マーサ N.タッカ箸
基苔教学従兄弟団 1971
(新939.37; T2)

The pilgrrm'8 ProgreS8.
John Bunyan著
Kenlwusha 1928
(旧843; B I0)

コールリッジ評伝と研究
岡厶夫著あぽろん社 19鉐
(新930.28G ; C O)

The poem8 0f John DTyden

荒野と文明
大橋健三郎著

町野荒井著朝日出版社 1969

4 VOIS.

John, Dryden著
Oxford univ. presS 1958

研究社 1965
(新船9 37; 0)

Iiterary criticism.
Wimsatt & C. BrookS 著
Knopf 1964
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Iiterature.

Prelude.

IVⅡⅡam lvordsworth 著
E. de selincourt 編
Oxford univ. presS 1959

(新931.6;W2‑1a)

ルネッサンスとイギリスヒューマニズ
ム

ブッシュ著

南雲堂 1967
(新930.25; B)

シェイクスピア(世界古典文学全集41
‑4の
中野好夫等訳 筑摩書房
1964 67
(新908; S )
シェイクスピア案内
日本シェイクスピア協会編
研究社 1964
(新930.28C ; s n)
シェイクスピア批評史研究
中西信太郎著あぽろん社
1962
(新930.28C ; s n3)
シェイクスピアの心象研究
大山敏子著篠崎書林 1969
(新930.28C; S 02)
西洋古典とイギリス文学
青木巌著研究社 1965
(新930.2; A)
世界名詩集大成 9‑10:イギリス
平凡社 1968 (新908.1;S2)
世界の中の世界
スティーヴソ・スペンダー著
高城楢秀等訳南雲堂 19釣
(新船0.28M; S)
Selected litetar丁' e888yg.
L. S. LewiS著 Cambridge

The w'otks of George Herbert.
George Herbert著
Oxford univ. presS 1953

ぐ 931.5; H)

《ドイツ文学》
ドイツ表現主義全5巻
前田敬作等訳河出由・房新社
(斬948.フ; D)
ファウスト(ゲーテ全集4,5)
改造社 1937‑39
(新942; G2 4)
ゲーテとべートーヴェン(新潮文庫)

グリム兄弟
高橋健二著

記念論文集
平井, Tomlin編研究社
1967

A t81e of tⅡb.

Jonathan swift著

新潮社 19能
(新940.28G ; G3t)

20th centuty AmeriC8n authorg.
大橋,小山編金量堂

ヨーロッパ教養世界の没落
飯塚信雄著理想社 1967
(新940 28 L ; z i)

《フランス文学》

1957

(旧862; A2‑2)

バルザックー人間喜劇の平土間から

寺田透著現代思潮社 1967
(新950.28G ; Bt)

ハイネ序説
井上正蔵著

末来社 19釘
(新940 28G ; H)

非政治的人間の考察上中
T.マン著前田敬作等訳
筑摩害房 1968‑69
(新944;M2‑5)
ジョセフ・フーシェ(ツヴ了イク全集
9)

ステフ了ン・ツヴ丁イク著み
すず書房 1961 (新948;Z)

藤戸正二著白水社 1967
(新940.28L ; Kf)
全6巻
'1フッ クス・ブロード編新潮社
1968
(新943; K2)

カフ力全集

賢人ナータン(岩波文庫)
レッシング著岩波 1971
(新942; L‑3)

Oxford univ. presS 1958

Ttan81ation, an EliZ丑bethan art.
F.0. Matthiessen著
Octagon 1965

ツヴァイク全集 全19巻
辻理等訳 みすず書房
1961‑65
(新948; Z)

アヌイ作品集
白水社

カフカーその謎とディレンマー

T. S. Eliot

トラークル詩集 「原初への旅立ち
畑健彦訳 国文社 1968

ン・ローフン

Univ. presS 1969

象徴主義と英詩
ルイ・カザミャン著岡本昌夫
竹園了元共訳松柏社 1965
(新931.6; C)

シラーの芸術論(哲学全書13)
金田民夫著理想社 1968
(新940.28G ; s k2)

詩人ハイネ生活と作品
舟木重イロ著筑摩害房 1967

(新940.28G ; Hf)
詩人シラーー研究と随想一
新関良三著筑摩書房 1967
(新940.28G ; s n)
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ジロドウ作品集
白水社
言葉と小説(現代文芸評論叢書)
J.りカルドゥー著野村英夫
訳紀伊国屋書店 1969
(新950.2; R‑1幻
モリエール(世界古典文学全集47)
鈴木力衛編筑摩書房 1965
(新908; S)
日本におけるバルザック書誌
原政夫著駿河台出版社
1969
(新950.28G ; Bh3)
ヴァレリー全集全13巻
落合太郎等監修 筑摩害房
1967ーフ1
(新95LV2‑2)

あとがき
"びぶり浦てか"別冊号をここ1てえδ届けいナこします。

今回は,過去7年間忙わ北り教員各位から,こ推薦いナこだきましナ、図書を総括的にりスト化し,特集いナこしまし北

分類記号の記枝されてぃる図書はすべて図書館で所蔵してガリますので,学生諸君の積極的な利用を期待します0
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