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　近ごろ，・日本国内で出版される図書の

なかでも，日本語書名のほかに，英語や

フランズ語などあ欧文タイトルを持ち，

内容も，和文（日本語）と欧文とが併記

されているものや，その一部が欧文で書

かれているものが多く見られるようにな

ってきている。

　このような欧文併記資料に対しては，

現在のところ，まとまった書誌を見つけ

ること，はできず，合理的な検索手段はな

い。

　また，欧文書名だけが分かっている場

合でも，J－Biscができるまでは，特に検

索方法がなく，探し出す手段がなかった。

『そこで，国立国会図書館所蔵の資料の

なかで，1980年ごろから1990年ごろまで

に整理した図書のうちから人文科学系の

資料を中心として約500冊の資料を調べ

出し，「簡単ながら書誌を作成することに

した。

　全ての欧文併記図書を網羅しているわ

けではなく，結果的には同館所蔵資料の

うちでも限られた一部のものしか調べ出

せなく，内容的にも，図面・目録などの

類が多く，必ずしも満足できるものとは

ならなかったが，利用に際して，なんら

かの一助になれば幸いだと思う。

　本書誌は，、各資料をNDL分類に従っ

て主題別に分類した後，同一主題内にお

いては，欧文書名のアルファベット順に

配列した。ただし，芸術作品・文学作品

等，著作者が重要な要素である場合にな，

同一著作者の作品はまとめるよう配慮し

た。

　なお，』各データの先頭に記している

〈〉内の記号は，国立国会図書館にお

ける図書請求記号である。

　また，末尾たは欧文書名による書名索

引を付した。
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1．　POLITICS
　　　　　　　x

’　’

hN」lrERNATIONAL　RELATIONS

　　　　　　　　　　　　〈GG381－4＞

Bridge　between　Japan　and　the　Neth

　erlands

日蘭のかけ橋　1～5　門真　関西日蘭

　協会事務局　1979．7～84　5冊

　21cm

ADMINISTRATION

　　　　　　　　　〈AZ－1311－E411＞

A　Guide，　to　living　in　＄uginami－ku　’

外国人のための生活便利帳1東京都杉並

　区企画　東京　東京都杉並区　1990②

　200p　26cm　英・中・韓文併記

　　　　　　　　　　くAZ－523－E41＞

The　Foreign　workers’　handbook

外国人労働者ハンドブック、日本で働く

　外国労働者のための　東京都労働経済

　局労政部労働組合課編　東京　東京都

’労働経済局労政部1989．4．107p

　16cm　’

　　　　　　　　　　〈AZ－1569－E2＞
　　　　ち　　　　　　　　と

Sewerage　in　Tokyo

東京の下水道　東京　三景都下水道局馳

　1988．3　61p　31cm

・PEACE　ISSUE

　　　　　　　　　　　　〈A75－195＞

Hir6shima　and　N　agasaki　through　the

　eyes　of　the　American　reporters

米人記者の見たヒロシマ・ナガサキ〔第

　1集）一～　広島　広阜国際文化財団

　1980．6～　印刷　54p　31×44cm
　Akiba　project　1979一一

　　　　　　TEN’NO

　　　　　　　　　　〈AZ－237－E8＞

“Taiso－no－Rei”　the　funeral　ceremony

　of－Emperor　Showa

昭和天皇大喪の礼写真集　大喪の礼委員

　会編（東京〕　大喪の丁丁二会〔1989〕・

　1冊（頁付なし）26×27cm

II．　ECONOMICS　・　INDUSTRIES

・INDUTRIAL　FAIRS

　　　　　　　　　　　〈YQ2－1177＞

Fairs　＆　exhbitions　in　Japan

日本の見本市　日本貿易振興会編集　東

　京　日本貿易振興会　1983．11188，

　188p　21×30cm

　　ECONOMIC　HISTORY　AND
　　　CONDITIONS

（　’　〈DC55－790＞
　Japan　handbopk

’ジャパン・ハンドブック　ジェトロの日

　　本経三三百科　和英対訳・日本賀丁丁

　　興会編・東京　日本貿易振興会

　　1985．4　477p　19cm　．

　　　　　　　　　　　　〈YQ2－1681＞
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This　was　Minidoka

This　was　Minidoka　Jack　Yamaguchi

　　〔著〕　〔長岡〕〔山口肇〕c198977p

　22　×　31cm

　　　　，・CITY　PLANNING

　　　　　　　　　　　　　　〈YQI－L－75＞

Planning　of　Tokyo　1988

東京の都市づくり　1988　東京都都市計

　画局総務部相談情報課編　東京　東京．

　都都市計画局1988．386p　21×
　’　30cm

’　INTERNATIONAL　ECONOMICS

　　　　　　　　　　　　〈DE231－E22＞

How　to　succeed　in，　the　Japane＄e　mqr－

　ket
日本市場で成功するための方法　東京商

　工会議所編　東京　東京商工会議所

　1989．8　114p　26cm

ENTERPRISE・MANAGEMENT
Business　histery　’

　　　　　　　　　　　　’＜D耳13－E70＞．

JapaneSe　excellent　companies　oPser－

　ved　by　Jeff

ジェフの見た日本のエクセレント・カン

　〉・e　＝一　ジェァリー・A．キャンプ著

　　大野陽子訳東京　有斐闇　1989．6

　　215p　21cm

Business　management

　　　　　　　　　　　　〈DH432－E27＞

　The　Art　of　Japanese　matchbox　labels

ヤッチラベル　明治’・大正・昭和・三三

　　博物館　下島正夫著　東京　駿三三出

　　版，1989・10185P　29・m

　　　　　　　　　　　　〈DH475－E198＞

　French　dishes　and　restaurants

フランス料理とレズトラン　シェフと料

　理とインチりア　斎藤武著　東京　商

　店建築社　1989．4174p　31crp（別冊

砺建築シリーズ `旧432－E2、〉・

How　to　wrap’@5eggs－traditional

　Japanese　packaging　．
「5つの卵はいかにして包まれたか一日・

　．本の伝統パッケージ」展　目黒区美術

　面素　〔東京〕　目黒区美術館　c1988

　151p’29cm会期：1988年10月9’

　日～11月6自

　　　　　　　　　　　　くDH435－108＞

Kusuri　kanban

くすり看板　青木允夫，小山みか子編著

　川島町（岐阜県）　内藤記念ぐすワ博物

　館　1986．10　104p　26cm（くすり博
　物館収蔵資料集　1　）’

　　　　　　　　　　　　　．＜YQ2－906＞

New　concepts　in　window　display・

銀座・和光のウィンドーディスプレイ

　勝見勝〔ほか〕著東京三三堂
　1981．121冊（頁付なし）27×37cm

TRANSPORTATION　COMMUNI－
　　CATION

Tourism

　　　　　　）　　　　　＜DK261－E150＞

Selected　world　resorts

世界のリゾード森拓之編　東京　商店

　．建築社1989～19902冊30cm’（別
　　冊商店建築）1マリンリゾs一・一・ト　2ス，

　　キー＆々ウンテンリゾート

Communication
　　　　　　　　　　　　　〈DK321－66＞

cosit　accounting　in　th6　postal　service

郵便事業の原価計算　郵便事業原価計算

　　研究会編集　東京　通信文化振興会
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1978．361，53P28。m　　　　’32・m折三図3枚はり略図61枚
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　紙見本9枚貼付

　　　　　INDUSTRIES　．　・　’〈W991－254＞
　　　　　　　　　　　〈W373－72＞　Tesuki　washi　shuho

T。，uki　n。　k。mi一 @、　　手齢糠芳久糠生州凍京雄・
手漉の紙後藤吉郎著東京鰍社　松魚店・98・珊3・・fu
　インターナショナノレ1984．3176p

　　　　　　皿SOCIAL　AFFAIRS・EDUCATION

　　　　　SOCIOLOGY

　　　　　　　　　　　〈EC225－459＞

Hidden　differences

摩擦を乗り切る　エドワード・T．ホー

　ル，ミルドレッド・R．ホール著，国弘

　正：雄訳東京　文芸春秋　1987．23

　冊19¢卑〔1〕日本のビズネ．X〔2〕ア

　メリカのビズネス〔3〕Japan　for　Amer・

　icans（摩擦を乗りきる・英文版）tt

　　　　　　　　　　　〈EC225－433＞　・

Japanese　and　international　relations

白本人の国際感覚　英和対訳　ロイ・ロ

　ックハイマr著　鈴木保昭，阿部竹松

　共訳東京講談社1986．6217p
　’19cm

　　　　　　　　　　　〈EC21，1－220＞

Series DIEnglish－Japanese：Jgpan　as　I

　see　it

シりニズ英和対訳私の日本文化論　ダ

　ン・ケニ「編訳　東京　講談社：1985．

　103冊19cm　1．　Japanese　sensl－
　tives，　2．　Behind　Japanese　culture　3．

　Japanese　e＄sences

　　　SOCIAL　PROBLEMS

　　　　　　　　　　　　〈EF25－211＞

Kimono　and　the　spiritual　culture　of

　Japan
きものと日本め精神文化　山中三士著

　東京毎日新聞社1980．IO　199p
　22cm　英・仏・三文併記　　　・　仁

　　　　　　　　　　　，　〈YP3－78＞

Hanae　Mori　1960－1989

Hanae　Mori　1960－1989味田靖子準

急朝晩騨198919173P

　　　　　　　　　　　＜EF11－E15＞

Your　life　in　Tokyo

東京生活カタログ　ジャパンタイムズ編

、東京　ジャパンタイ，ムズ・1987．10

－112冊21・m’v・1・1暮ら穿
　vol．2遊ぶ　　　　　　・　　．　　，

　　　SOCIAL　SECURITY

　㌧　．　，　之EG77－E68ジ

Life－safety　．　．　’
安三門都市をあざして・98卿災害

　弱者国際防災シンポジウム神戸大三三

　行委員会編　．〔神戸〕神戸市消防局

　1989．9160P　26cm　1989年災害弱

　者・国際防災シンポジウム神戸大会

　　　　5　EDUCATION

Higher　education．

　　　　　　　　　　　〈GH131－71＞
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DaYs　Of　a’Fulbtighter’　’　’Mountaineering，and　e，xploration　in　the，，

フルブライト留学記石崎貞明著東京．　Japanese　Alps．　walter　weston．

　桐原書店．197g．2’　277p　21cin　　　　　〔著〕果京　大旧館書店・エ975．iO

Sports　　　　　　　　　　　　　346p図版27枚24cn｝．’（覆刻日本

品t血晦幽’〈平451門111．．顯脚　ヤリ社1896年干U

『武道癩（合気導）植芝乱離Larry．・『‘ Q　〈FS4－E5＞
E・　Bieri・「S・ikQ　M・Bi・・i．英訳町田11　N・ti・nal・t・di・血andl蜘・l　hd・1th

　港リサーチ・．1978．1’1、1冊・26Cm　　　c6nter　of　Japan

　　　　　　　　　　　IV．　HISTORY　・　GEOGRAPHY

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　texts）
　　　　　BIBLIOGRAPHY　・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日本関係海外史料：東京大学史料編纂所

　　　　　　　　　　　　　　　〈GE1－14＞　．編纂〔東’京〕東京大学1974～

Bibliotheque　de・la・．Maison　franco一　．．　226m

　Japonalse　・　・　，’　〈UPIII－71＞
日仏会館所蔵東洋関係蔵書目録　日仏会　　Japan6se－Western　language　dictiopT

館図書室編東京e仏会躯書室．．t．t・・16…，

197842・177P・・？96m〈UP、、、一7、〉．三品璽概齪総京19畿

Books’　oq　Japan　and　Asia． D　　　　・．．　3gP・．26cm　日欧辞書の系譜

比較文化研究所蔵書目録1，4，6　東京　　　　　　　　　　　　　・〈GK462－E1＞

　東京女子大学比較文化研究所・1971　Treasures’』of　Toky6　Lincoln　Center．

　7塾9．3舟26cm．欧米語に泊る．日　Tr甲sures〈～f　the　Toky61inρ61p　Center・

　本および東洋研究1ッ3』　　　　　　　　Hino　・　Kgdama　Memomia1’Library，、

　　　　　　　　　　　　　　　〈UP67－5＞　．，’　Mdisei　UniVer　’sity．　c1985・28p

Catalogue　of・the　British　Parliamentary　’　1　26cm

　papers　relating　to　Japan，　1856i1912’
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　GEOGRAPHY
刷本関係二丁講会資料解説・索引・．目録　一．、

　』三富雄編．東京　雄松堂書店1昭和』AtlaSes．

52，（1977）　79p’　2．lcm・，．　，　’・　， 　f　’　’．　’〈YP6－106＞．

　　　　　　　　　　　　　　．〈GB22－12＞　’　Atlas　Japan　in．English　＆　Japanese

Historical　docume耳ts・i；i・foreign　lan一幽「 Aト、ラスジギパン．英語・日本語版帝

guages　・el・ting　t・・J・pan．（・・igin・1 国三三編集部綿弓京帝国書院

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一83一・



1990．3　55P　34cm

　　　　　HISTORY

Chronologial．tables　．

　　　　　　　　　　　　　〈GB9－E4＞

ChronolOgy　of　Japan

日本の歴史　東京　ピー・アイ・アイ飛層

　鳥書房・1987．12237p　120cm

Organizations

　　　　　　　　　　　　〈GB18－31＞

’　Overseas　J　apanese　studies　institutions，

海外日本研究機関要覧　19S4福岡’福

　岡1ユネスコ協会　〔．1984〕1182p

　26cm　『海外日本研究所機関及び研究　．

　者要覧』の改題改訂

Historical　sources　’　a
　　　　　　　　　　　　〈GB22－Ell＞

’　The　Documents　of　lriki

．入来文香嘲河貫一一r－i著　朝河貫一著書刊

　行委員会編　東京　日本学術振興会

　1957．71冊26cm’
’Japanese　studies．

　　　　　　　　　　　　　〈GB63－46＞

Discover　Japan
モ1 Vモシrすみません・どうも　ドナル

　　ド、・キーンほか奢松本道弘訳　東京

　講談社　1983．11226p　22cm
　　　　　　　　　　・．　〈GB63－51＞．’

耳ssays　on　Japa耳

わたしの日本学　外国人による日本学論

　文集2．京都国際文化協会編　〔京都〕

　文理閣11988．10236p　22cm　1

　　　　　　　　　　　　　〈GB63－31＞

　The　Experiment　in　internatibnal　living

　　XXI　general　international　meeting・　．

　国際生活体露国際々会議事録　第2‡回

　　日本を知る東京　日本国際生活体験

　　協会　1973　191P　図　27cm・

　　　　　　　　　　　　〈GB29－135＞

Japah　for　asking

英語で語る日本文化と伝統．P．B．オブラ，

　ス，三輪公忠著　東京　旺文社　1984．・

　3　263p　18cm

　　　　　　　　　　　　〈GB61－69＞

Japan　as　it　is

日本タテヨコAbilingual　guide東京

　学習研究社　1986．9368P　19Cm

By　P年riod

　　　　　　　　　　　．　〈GB431－89＞

A　Korean　coup　d’6tat．　The　Fate　of　a

　Japanese　reformer

日本と朝鮮の暗殺　ロrエル・レポート

　ローエル〔著〕．伊吹浄編　東京　公論

　社1979．12185P　20cm朝鮮クー
　デター　伊吹二二　ある日本改革者の

　運命一森有礼の暗i殺．中村都史子訳
China－JaPanese　WaLx：，，＝！yg！z，Lus1g1931－1945

　　　　　　　　　　〈GB521－E150＞

The．　Report　of　the　Commission　of’

　Enquiry　intp’the　Sino－Japanese　dis－

　pute　’

リットン報告書　英文・三三　東京　中

　央公論社’1982．11170，182p　20cm

　『中央公論』別冊附録

The　Pacific　War　1941－1945

　　　　　　　　　　　　〈GB531－69＞

・Mr．　Stimson’s　‘Pet　City’一一the’　sparing

　df　．Kyoto，　1945　’・

爆撃を免れた京都　歴史への証言　オ』

　テス・．ケーリ著京都・同声社アーモ

　スト館・1975．12tt　46p　21cm（MoQn－

　light　series　nQ．3）　，

　　　　　　　　　　　〈GB554－E6Q3＞　．

Ohkun6　lsland：story　’of　the　student

　brigade　・　，
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大久野島・動員学徒の語り、岡田黎子著’

　ジーン；イングリス英訳　三原　岡田

　黎子．1989．1235p　25×25gm

　　　　　　　　　　　〈GB531－E84＞

Pearl　Harbor　and　Hirosi血a　．

真珠湾と広島　武山泰雄〔ほか著〕・東面

　・武山事務所　1989．1250，36p　21c血’

　　　　　　　　　　　　〈GB571．・r一一E9＞．

Inside　Japan

感陛のとき　萩野浩基著　東京　ぎょう

　せい　198＄．2158，93p　19cm

　　　　　　　　　　　　〈GB571－E4＞

Japan．　，a　la　carte

日本事情．佐々木瑞枝著　東京　北面堂

　’書店、1987・10233P　19cm’

　　　　　　　　　　　　〈GB571－71＞

Nippon

日本　その姿と心新日本製鉄株式会社

本社能力開発旧臣京新日本蜘
　旧式会社能力開発室・1978．6352p

　18cm
　　”　　　　　　　〈GB571－E12＞

Nippon．

，日本その姿と心　日鉄ヒューマンデベ

　ロプメント著第3版東京三生社
　ユ998．5　391p’18cm

Cultu士e

　　　　　　　　　　　　〈GB621－E1＞
Albu血一souyenir　des　relations　cultur－

　elles　entre　la　France　et　le　Japon

日仏文化交流写真集　第1集西堀昭編
　東京　駿河台出版社　1986

　　　　　　　　　　　　ピ　玲6P　31cm　日奉の近代化とフラン

　スの工業技術
・　Descriptio血・Travels・

　　　　　　　　　　　〈GB641－E32＞
・Experieri・ing　J・p・n・Se　culture，’

体験しよう日本の文化An　actiVity

　and（）一A　approa6h　KEI（国際交流会

　編著　第2版　卑京　杏文堂　1990．2

　285p　21cm・’

　　　　　　　　　　　．〈GB641－E2＞

．Introduction　to　Japan

旧本のすべて　英文対訳　三菱自動車工．

　業株式会社人事部編　東京　三省堂

　1987．11　416p　22cM

　　　　　　　　　　　　〈YQ5－100＞

Railway　guide　for　travelling　in　Japan

全国鉄道沿線誌，．若林清一郎編輯　神戸

　全国鉄道沿線誌編纂局　1912．6・1舟

　27　×　39cm

　　　　・　〈Y76－6110＞
，Regar．d　sur　le　Japon

仏文日本絵とき事典　文化・風俗編　東

　京　日本交通公社出版事業局　1985．

　10　191p　15cm．

　　　　　　　　　　　　〈GB641－52＞

30　things　Japanese

日本についての30章下ナルド・キーン

　他著　小津次郎，tt藤巻典子編注．東京

　弓書房　1978．485p　22cm

　　　　　　　　　　　・　〈Y76L6110＞

Vie　’au　Japon

払：支駄本絵とき事典’生活面　東京　．日

　本交通公社出版事業局1987．6
　191p　15cm

LOCAL　HISTORY　AND　．

　DESCRIPTIQN

Tohoku

　　　　　　　　　　　．　1〈GC17；E4＞

Iwate　JaPan

岩手路　〔盛岡〕　岩手県　1987．348p

　30cm
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Kanto　　　　　　　　　　　　　　対訳ウィークリ・一かごしま　1987年6

　　　　　　　　　　　　・　〈YPI－35＞

Yokohama
横浜の都市づくり「T開港から21世紀へ幽

　横浜市企画調整局編　横浜　横源市三

二野饗局c1982　134P　・37cm・

　　　　　　　　　　　〈Y77－E1329＞

Pia　Tokyo　knock　out・’

@，ぴあ．Tbkyo“knock　out”プラスキ三一

　株式会社企画・編集．東京ぴあ
　1990．8　155p　26cm．（Pia　mooks）

　　　　　　　　　　　　〈W245－21＞

Pictoria1　desCtiptions　of　the　famous

　places　in　Tokyp

I東都花鰹月影譜　東京めいしょ図譜〔三

　木貞二著〕．東京　九四堂　1887．6　1・

　冊（頁付なし）19cm

　Kinki

　　　　　　　　　　　　・〈GC169－36＞

　An　Exploration・of　historic　Kobe

神戸の歴卑探検　英和対照　田辺真人，

　　クリス・・K．シブや著　神戸　神文書院

　　1985．8　175p・　19cm

　　　　　　　　　　　　くGB292－E7＞

　Englishnen　and　Sat’sunia

　英国人が見た幕末薩摩宮沢真一編著

　　鹿児島　高城書房出版．1988．9

　　206p　27cm
　　　　　　　　　　　　』＜GC292－E8＞

　Weekly　Kago’shima，　1987　．　6　A一　1988　．　5

　　月貿1988’年5月’南日本新聞社編．

　．鹿児島　ガイブ1988．7109p

　　21cm

　Okinawa
’Oki”aviqinig4s’

Tsse6．〈bG，CXithg，？．，3’．2．〉

　’military　newsmeri　’　．

’米軍記者が見た沖縄昭和20年…青山

　、洋二編著　下地春義訳、〔沖縄〕青山

　　映子　1985．7103p　27cm

　　　　　　FOLKLORE．

・　一　．・　〈GD33－375＞
　Hamamatsu　festival

　浜車祭り　住友一俊〔ほか〕』写真　上原

　・秀文　奥野美里〔にか〕英訳　東京　ミ

　　‘スター・ポンド』iカンパニー　1981．4

　　1世（言付なし）30c皿

　　・：　．　．　．〈YP5－321＞
Jap4n’s　tatto　arts　：　horishils　world

　日本刺青芸術・愁脹　彫芳〔作〕　日本刺

　　青研究所編東京燗あ、騨社
　　1983．10　175p　37cm

　　　　　　BIOGRAPHY

　Nitobe，　lnazlo’

　　　　　　　　　　　　　〈GK97－E12＞

　The　Life　of　Nitobe　lnazo

　薪渡戸稲造i！・伝　内川永一朗著・盛岡

　　盛岡新渡戸会1988．10　3i，17p

　　21cm　’．　・　．　’　・；・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヂ

　　　V．　PHILOSQPHY・．RELIGIQN．

　　　　　　　　　　　　　　Caracteres　generauX　de　la．　philosophie

PHILOSOPHY　，
　　　　　　　　　　　　　　　Francaise．

　　　　　　碑53－E・6！欄造全集第3巻罪騨〔ほか〕

　　　　　　　　　　　一86一



　編　東京　岩波書店　1990．12446p

　22cm

　　　　　　　　　　〈HA153－EIO＞

Glauben　und　Wissen．　Propos　sur’

　letemps．　Choses　japanai’s．　es．

九鬼周造全集第1巻天野貞祐〔ほか〕

　編．東京　岩波書店1990．10・470p

　22cm

　　　　　　　　　　　　〈HA5－54＞
Roots　of　the　JaPanese　mind

日本人の心のルーヅ古川義高著　東京

　共栄書房’1978．7170p　21cmt、tL

RELIGION・

Buddhism

　　　　　　　　　　　〈HM173－8＞

History・　of　Hawaii　Soto－shu

曹洞宗ハワイ三教七十五年史　曹洞宗ハ

．ワイ漏壷総監部編著　〔ホノルル〕ハ

　ワイ曹洞宗協会1978．・3308，107P

’　26cm

Christianity　’

　　　　　　　　　　　〈HP93－E2＞

The　New　religious　r．　eformation　starts

新・宗教改革始まる　イエス，信仰の真

　随を告げ給デ福井素夫著東京　実

　業之日本事業出版部　1987．5106，

　66p　’20cm

　　　　　　　　　　〈HPI12－E44＞・

Story　of　Dr．　and　Mrs．　A．D．　Woodworth

　missionaries　to　Japan　fQr　42　years

イエスキリストの良き伝道者工一・ディ

　一・ウ・ッドワース博：士の生涯　1857、

　～1949・茂木宏編東京茂木宏
　1990．7・1冊26c血

VI．　THE　ARTS・

THE　ARTS　IN　GENERAL

　　　　　　　　　　　　　　〈K3－E74＞

　　Compreh，ensive　catalog

　　万国博美術展総泪録　調和の発見〔吹田〕

　　　rf日本万国博覧会協会万国博美術館

’　　℃1970．5冊　24cm．・日’英●仏文併記

　　1会期：1970年3月15日～9月13日
　　　箱入　1創造のあけぼの（The　Dawn

　　　of　creation）』2東西の交流（The

　　　Contact　between　East　’and　West）

　　　3聖なる造形（Secred　arts）　4’自由

　　　への歩み（The　March　toward　fr6e－

　　　do血）　5現代の躍動（Contemporary

　　・trends）　／　u

　　　　　　　　　　　　　’　〈K16－224＞

　　Ohara　MuseuM　of　Art　’

大原美術館　倉敷　大原美術館．1981．6・

．2冊（別冊とも）34cm別冊（87p）：．
．t

泊蛹ｴ美術館所蔵品総民宿（1982・・3刊）

History　of　art

　　　　　　　　　　　　〈K67－E3＞

L’Arte　del－Rinascimento　，　e　la　sua

　univetsalita’

ルネッサンス美術とその世界像・日払学

　術シンポジウム報告書　日伊学術シン

　ポジゥム組織委員会編　東京　東京新

　聞出版局　1982．2398p　24crh

塵　　　　　　　　　　　〈YPII－226＞
Th’?@Art　of　Okinawa

沖縄美術全集　沖縄美術全集刊行委員会

　編　那覇　沖縄タイムス社11989．11

　6冊43cm’1陶芸‘2漆芸　3三

一87一



　織　4絵画・書　5建築・彫刻・民具・

　主刑　6別巻

　　　　　　　　　　　〈K16－E200＞

Art　of　the　Showa　period　from　the

，Museum　collection

昭和め美術　所蔵作品による全館陳列

　東京国立近代美御館編　〔東京〕東京’

国立近代美繍198917．gP　31・m

　会・期：・1989年7月21日～9月17日

　　　　　　　　　　　〈YPII－148＞

Cultgral　heritage　，of　Hyogo　prefecture，

　Japan　’

ふるさとの文化造産　兵庫県の文化財図，

　鑑　工芸編・民俗糞三編’神戸　日本

　青年会議所近畿地区兵庫ブPック協議

　会　1982．31冊（引付なし）、35cm

　　　　　　　　　　　・　〈K16－E277＞

Special　．　exhibition：masterpieces　of

　Japanese’art，　T6kYo　National

’　Musetm，　1990

．日本美術名三三東京国立博物館編

　〔東京〕東京国立博1物館1990．10
　304，15p’126cm　会期．：平成2年10月．

　16～i1月25日

　　　　　　　　　　　〈K16－E244＞

T6yama　Memorial．Museum　collectioh

遠山記念館所蔵品目録運山記念飾編

“川島町（埼玉県）遠山記念館　1990．・

　5234p　27cm．’1日本・中国・朝鮮

　　　　　　　　　　　　’　〈K16－136＞

Tradition　of　Japan

日本の伝統　天皇陛下御在位軍十年記念

　〔京都〕　日本文化振興会1978．6

　404p　30cm
　　　　　　　　　　　　〈K16＝一E267＞

Treasures　of　Bqddhist．art　ftom　the’

　Sadiaiji　Temple，　Nara’

西大寺展　奈良国立博物館編　〔東京〕

　　　　　　　　　1

　・日本経済旧聞社r1990β205p　26

　bm会期・会場：平成2年『8月25日、

　、～10月、7日．奈良国立博物館ほか

　　　　　　　　　　　　〈YPII－200＞

Treasures　of　the・Shosoin　．

．正倉院宝物』・正倉院事務所編増補改訂

　東京　朝白新聞社．1987．11一一．89．11

　3冊　37cm’北倉・中倉、・南：倉

Others　’

　　　　　　　　　　　　〈YPtl－235＞

Christo

クリスト　クリズト著『東京新潮社

　1990111　77p　35cm’　（Shinchosha’s

　super　artists）

　　　　　　　　　　　　＜K16－EIO＞
Deutsches　Festi’val　Japan　’84’

・ドイツ祭ts4東京　東京ドイツ文化セ

　ンター　c1986’335p　24×26cm・

　　　　　　　　　　　　〈YPII－213＞
Paihtihgs　and　statues　from　the　collec－

　tion　of　President　＄ukarnp　of　’the

　Republic　of　ln　d6nesia

インドネシや共和国ズカルノ木統領所蔵

　絵画彫刻集　李曼三編　〔ジャカルタ〕

　スガルノ大統領絵画彫刻集出版委員会

　．19645冊　39Cln　インドネシや文臣

　記1英文併記　．
SpeCial　subjects　’of　ar’t　．

　　　　　　　　　　　　〈YP16一：一181＞

The’ vorld’　of　Tibetan　Buddhism

密教チベッ総画の世界蜘弘基撮

　影東京・ぎょ’うせい1983．1225p

　47cm　’　’　’‘
　　　　　ARCHtTECTURE

　History　of　architedture

　　　　　　　　　　　　〈YP19－261＞　．

　A　Collection　of　d．rawing・　by’21

’一　88　一



　　Japanese　architects

　21人の手　日本建築家ドローイング集

　．・伊丹潤編著　東京　求三富　ユ983．12

　　1冊（頁付なし）　35cm．

　　　　　　　　　　　　　　〈KA81－96＞

　Architecture　of　memQry

　記憶の建築毛綱毅温温東京．
　　PARCO出版局　・1986．1　’159p‘

　　26cm

　　　　　　　　　　　　・・〈KA16－E41＞

　The　，　Collected　architectural　．drawings

　棋文彦建築・ド白「イング集未完の形象

　　棋文彦著・東京求．竜堂1989．11

　　1冊（頁台なし）31cm

・　，　〈KA16－E27＞
　Edward　Suzuki　’

　鈴木エドワード　．鈴木エドワード著　東

　　京六三社1989　・．　487p・30cm
　　（Rikuyosha　creative　now　3）

　　　　　　　　　　　　　　〈YP12－40＞

　GA　global　architectute

・GAグn・一バル・アーキテクチュア　ニ

　　川幸夫撮影東京A．D．A．　EDITA

　　To’ky6　1971一一　37cm

　　　　　　　　　　　　　〈KA16－E45＞

　Kunihiko　Hayakawa
　早川邦彦　早川邦彦〔著〕SD編集部編

　　東京鹿島出版会1990．10155p
　　30周前　（現代の建築家）

　　　　　　　　　　　　　〈KA16－E26＞　．

　MaSaharu　Takasaki　：　architeCt

　高崎正治．高崎正治著　東京　六三社

　　’1989．1　87p　30cm　（Rikuyosha

　　creative　now　1）

　　　　　　　　　　　　　　〈YQII－644＞

　Roots　of　modern　architecture

　現代建築の根　二川幸夫企画・撮影　ク

　　りスチャン・ノルベルグ＝シュルツ文

　加藤邦男訳東京’A．D．A、　EDITA

　Tokyo　1988．4　214p　30×31cm

，pmt　ht　Frank　Lloyd

　　　　　　　　　　　　　〈YQII－448＞

Frank　Lloyd　Wright

フランク・ロイ・ド・ライト全集　二川幸

　夫企画・撮影・東京　A工）A．EDITA

　Tokyo　1984～8812冊　31×32cm
　　　　　　　　　　　　　〈YQII－752＞

F．　rank　Lloyd　Wright　selected　houses

フランク・pイド・ライトの住宅　フラ

　ング・ロイド・ライト〔作〕、二川幸夫

　企画・編集　ブルース・ブルックス・

　ファイファー文、玉井」二三東京

　A．D．A．　EDITA　Tokyo　1990’5冊

　23×30cm　．

Archhitectual　design　and，　decoration’

　　　　　　　　　　　　’　〈YQII－247＞

Living　interiors　Japan　1980－1985

インテリア・．ブック2東京ttトーンL

　出版　1985．9303p　37cm

　　　　　　　　　　　　〈KA175－E26＞

Setsuo　Kitaoka

北岡節男　北岡節男著　東京　六二社

　1989．1　85．p　30cm　（Rikuyosha

　creative　now　2K）

　　　　　　　　　　　　　＜】i＜：A16－109＞

Suzuki　San’iti　sketch　collections

鈴木三一スケッチ集　東京　コーヨーエ

　ンタープライズ、1981，34冊、31．

　cm　企画・監修：日本インテリアデザ

　イナー協会1Wq・ld　fumiture　n・・1，

　2　World　furniture　no．2　3　lronwork

　＆　lamps　4．　Details（図版25枚ホルダ

　一入）『・、

一89一



Sp・・i血繭豆ding・

璽’　　　　　’　・．　・〈YQII－278＞

Traditional’・　Japanese　houses

　日本の民家二川幸夫企画・撮影　伊藤

1磁文3轟京3、儲di舳k胆

mpst！es　andsPo　S’　，〈KA2e7－Es＞・

European　shop　designs　．　’ C．

　ヨーロ．ッパφショップデザイン　東京

　商店建築社　1989．6240P　31cm（別

　冊商店建築シリYズ29秀作ショップ．
デザイン）‘ E　〈KA217LEi4＞・

Facade　and　advertis’ing　signS　of　excel－

　lent　shops

秀作店の外装と看板　第3集　東京「商

　店建築社　1990．6272P　31cm（別冊

　商店建築シリーズ25＞

　　　　　　　　　　　’　〈KA277十E14＞

　Facade　and．　sign　designs

秀作店の外装と看板　第4べ5集．東京．

　商唐建築社　19892冊　31cm（別冊
　商店建築シリーズ33秀作シiiiップデ

　』ザイシ）

　　　　　　　　　　　　〈KA277－E9＞

　Fashion　boutique
ファッションプティ’ bク、東京商店建’

’　築島　198g．5236p　30cm（別冊商店．

　建築44秀作ショヅプデザイン）1

　　　　　　　　　　　　〈KA277LE5＞

　Store　＆　showroom　，

物販店＆ジ・ヨ’ルーム・・東京　商店i建築

　、社　1989．6239p　31cm（別冊商店i建

　築シ’り一ズ36秀作ショ’ヅプデザイ

　，ン）・

　　　　　　　　　　　　〈KA277－E7＞

Store　signs

ストアサインズアメリ’カ・ヨーUッ

　パ・アジア1．オセアニアなどのファサ

　ニド＆サインボード1，10肋ット収録

　東京　商店建築社　1990．7・200p

　30cm（別冊商店建築50）・

Hotels　and　restaurants

　　　　　　　　　　　　＜KA283二ES＞

American　hotels　＆　their　restaurants

アメリカゐホテル＆そめレストラン．．斎

　藤武著．t東京商店建築社、　ig90．1

　240p　31cm（別冊商店建築シリーズ

　37）

　　　　　　　　　　　〈KA283－E18＞．

American　re＄taurants　．

アメリカのレストラン　2～4　斎藤武
　著　東京　商店建築社　1989　・一　903

　冊　31cm（別冊商店建築シリーズ31

季物プデザィ’t）〈kA2s3－E、2＞

’Cafe．＆　restaurant　’　・　．

．カフェ＆レストラン郊外型「フリースタ

　ンディングの55店．東京　商店建築社

　■990．1220p　31cm（別冊商店建築シ

　リーズ35秀作ショップデザイーン）

　　　　　　　　　．　〈KA283－E13＞
Cafes，’@restaurants，　bars　．

カフェ・レネトラン・バー　東京商店

　，建築社　198g．11’　239p　31cm（別冊

睾響∵燦糎ガ
　　　　　　　　　　　〈KA283rEl．9＞　．
Excellent　testaurants　and　pubs　．

秀作レストラン・バブ・中由料理店第1

　～2集　商店建築予土　東京・商店建

　築三』1986　一」　872冊　31cm（別冊商

店建築シリー刈、

　　　　　　　　　　　〈KA283－EllO＞

一90一



Hotel　＆　restaurant　sighs

ホテル＆．レストランの外装と看板　フプ．

　サード＆サインL328々ツト収・録東

　京商店建築社　1988．10200p　30

’cm（別冊商店建築39）

　　　　　　　　　　　〈KA283－E9＞’

・Japanese　restaurants　and　taverns

和食店・和風料理店・居酒屋〔1〕～2　東

　京商店建築社・1990．22冊31
　¢m’（別冊商店建築ジリーズ秀作ショ’

　ツプデザイン）

　　　　　　　　i　〈KA283－Ell＞i

Pub，．bar　＆　disqg

パブ・バL＆ディスコ・東京　商店建築

　社ユ990・1237P　31cm（別冊商店建

』築シリーズ38秀作ショップデザイ

　シ）

　　　　　　　　　　　〈KA2837E16＞
Re＄ort　＆　sports　facilities’

リゾート＆スポ・一一一・；ツファシリティ　ホテ

　ル・スポーツ＆レジャー施設・レスト

　ラン・複合ショップなど60件収録．東

　京’商店建築社　1990．2240p

　30crb（別冊商店建築47）

’Others’　．

　　　　　　　　　　　　〈YP12－180＞

Entries　in　the　international　architec一

　．tural　design　conipetition’for　the

　T6kyo　internatiorial．forum

東京国際フォーラム設計競技応募作品集

　新日本建築家協会編　東京　新日本建

」築家協会　i990．3523p　36crp

　　　　　　　　　　　　〈KA　16－76＞

Kura：the　JaPanese　storehouse

蔵　暮しを守る　東京東京海上火災保

　，険　1979．12　2冊（別冊とも），31bm

　　　　　　　　　　　　〈YP12－r186＞

Projets　soumis　au，cbncours　d’architec一．

　fure　de　la　maison　de　la　culture　du

　Japon　a　Paris

日仏文化会館設計競技応募作品集　四仏

　支化会館設計競技事務局編　東京　日、

　仏文化会館設計競技事務局　1990．9

　343p　36cm

　　　　　　　　　　　〈YPII－130＞
Russian　cathedrals　’

ロシアの皇堂　モスクワど黄金17）古都・

　ウラジーミル・スーヌ1ダリ・ヤロスラ

　ヴリLモスクワ・ザゴルスク高橋巣

　二編著〔訳〕’東京　講談杜　1980．11

　228p　’37cm

　　　　　　　　　　　〈KA326－E3＞

The　Tokyo　YMCA　main　buildings

．東京キリスト教青年会本館第2代・

　1929「1988、果京、YMCA．．建設室企

　画・編集　東京　東京キリスト教青年、

　会　1989．5　64p　31cm　』

Landscape

　　　　　　　　　　　〈KA424－E20＞
Aquasgape　w．ater　in’ @Japanese　land一

　＄6ape　architecture・

アクアスカーブ：水の造景伊藤美和子

　〔ほか〕編　東京　プロセスアーキテク

　チュア　ユ990．．3　207p　31cm」．’

　　　　」　．　〈KA16－E18＞
CQptempQrqry　Japanese　landscaPe　’

現代日本のラ．ンドスケープ　東京　プロ

　セスアーキテクチュア　1988．11220p「

　31cm　’

Gardens

　　　　　　　　　　　〈KA434－E18＞　・

Garden　views

庭　ユ～2　竜居庭園研究所編著　東京

　建築資料研究社　1989．11～9Qr5．2冊

　26×27cm．1現代甲本あ庭2石の

　砂の庭．
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　　　　　　　　　　　〈YQII－594＞

The　Gardens　of　Kyoto

京都暮らしの庭　名工歳時記　水野克堵

　古写真京都京都書院1987．5
　107p　30×30cm

　　　　，　〈YQII－610＞
The　Gardens　of　Kyoto

京都名庭　名庭歳時記　水野克比古写真

　京都京都書院一1987．7～92冊
　30×30cm　l洛西・洛北・洛南　2洛

　中・洛東

　　　　　　　　　　くKA434－E17＞

The　Tea　garden

：茶庭　大橋治三写真集　大橋治三三三

　京グラフィック社1989．11』115p
　25　×　26cm

　　　　　SCULPTURE．　’

History

　　　　　　　　　　　〈YP13－556＞

・Isamu　Noguchi　Space　of　akari　＆　stone

イサム・ノグチあかりと石の空間　イサ

　ム・ノグチ〔作〕東京　リブロポート

　1985．10　103p　35cm

　　　　　　　　　　　〈KA16－E499＞
Jestis　Rafael’　Soto

ラファエル・ソト展　視覚の魔術師　神

　奈川県立近代美術館〔ほか〕編　〔東京〕

　読売新聞社c1990104，26p　25cm
　’会期・会；場：1990年5月19日～6月10．

　日　神奈川県立近代美術館ほか

塵　　　　　　　　　　　・　〈YP13－409＞

Light　and　waves

光と波と　朝倉響子彫塑集朝倉響子彫

　塑　奈良原一高写真　東京　PARCO

　出版層1980．1　2冊　41Cm

　　　　　　　　　　　〈YPU－182＞

Modern　art　of　Japan

日本現代美術　since1950彫刻’三鷹

　形象社　1985．5　215p　35cm
　　（Masterpieces　in　the　museum）．監

　修：嘉門安雄

　　　　　　　　　　　〈KB16－E341＞，

Niizu魚a

新妻実展　東京　日動画廊　〔1989〕1

　冊，（頁付なし）’28cm会期：1989年

　5月26日～6月6日
　　　　　　　　　　　〈KB16－E452＞

Tada　Minami

多田美波　多田美波著　東京　平凡社

　1990．6　201p　31cm．

　　　　　　　　　　　　〈YQII－597＞

Yoshikuni　lida　mirror　mobile

飯田善国ミラーモビール飯田善国著

　東京美術出版社1987．7163p
　30　×　30cm

Special　subjects

　　　　　　　　　　　　＜YP13－628＞・

Masks　of　Korea

韓国の仮面　森田拾史郎写真集　森田拾

　史郎著　東京　JICC出版局・1988’．12

　142p　35cm

DECORATIVE　ARTS　iAND
　　CRAFTS

Histery

　　　　　　　　　　　　〈YQII－732＞

Ashtrays　apd　other　smoker’s　items

．灰皿　土屋陽三郎著　東京　現代企画室

　1989．7　434p　．27　×　30cm

　　　　　　　　　　　〈KB16－E482＞

Van　de　Velde’

ヴナン・ド・ヴェルド展　図録　東京国

　立近代美術館，三重県立美術館編　〔東

　京〕東京新聞ユ990160p’31cm
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　会期・会場：1990年7月－14日～8月19　東洋の漆工芸特別展図録　〔東京〕東
　　日　，三重県立美術館ほか　　　　　　　　　．京国立博物館　1978．31279，24P

　　　　　　　　　　　’〈YP13－635＞　　　476m

Wallpaper　desighs「of　Wiener　werk－　Paper寅ork

　・t・tt・　　　　　　　　　　　　．’＜K耳1脚63＞
　ウイrン工房の装飾文様・オースト．リア　　Decoupage　of　Japan

　工芸美術館所蔵　オーストリア工芸美1』日本のデクパージュ．野村由紀子著　高

　術館編　東京　学習研究社’1989・．5　　橋克郎…撮影「、東京　椎出版社　1985・

　2冊　37cm（ウィrンのアール・ヌーヴ　　　11．141p　31ρrロ

　　ォー／アール■：デコ2）　　　　　　　Meta1　works、　　　　　　　　　1

エ旦p鍾　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．〈KB325－11＞

　　　　　　　　　　　　〈KB16－E29＞　　Cosmetic　articles

Japanese　tradition　in　colot＆form　　　粧いの道具・柄鏡とお歯黒道具国際基

　日本の伝統1色とかたち　日弄貞夫写真　　　督教大学博物館湯浅三郎記念飲回　三’

　東京グラフィック社11987．一11　　鷹国際基督教大学博：物嬉湯浅ノY郎記

　3冊30cm各巻書名：衣二丁　・命館1986・434P　26cm　1．
　　　　　　　　　　　　〈YPII一182＞　　・　　　　』　　　　：　’　〈KB321－50＞

Modern　art　of　Japan　　　　　　　　　Kanazawa　leaf．

　日本現代美術　since1950土芸　三鷹　　金沢箔　伝統的工芸材料・金沢　石川県

　形象社．「1986．4・209p．35ctn　　箔商工業協同組合　〔1981〕48p，

　　（Masterpieces　in　t恥museum）監　　　21cm

　修：嘉門安雄　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜YP13一400＞

　　　　　　　　　　　〈KB16rE505＞Sh・9…H・・ud4－M・t411　pl・・tik

AVariety　of　Japanese丘ne　arts’　　　蓮田修吾郎金属造型　京都　京都書院
．’

ｳまざまなる日本の工芸“花もよう”創　　　1981：8「282p　38cm

　造と造形下店荘入企画・編集京都．Ceramic　arts、
　京都書院’1990．8123p・30cM　　　　　　　　　　　　　　　　〈YP13－253＞

’工abqu硫work　、　　　　　　　　　　　　M：asterpieces　of　westem［ceramic　art

　　　　　　　　　　　＜KB16－E475＞　西洋陶磁大観東京講談社1978・
　　　　　　　　　グFlo脚ers加d　greenery　as　deとoration　of　　5～80．4　8冊37cm

　living』　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈YP13－437＞

暮らしを飾る花・緑蒔絵調度品等に見　　Yokogawa　collection　Chinese’　ceramics

　”る　大阪城天守閣編　大阪1大阪域天　　　in　the　Tokyo・Nati阜a1　Museum

　　守閣特別事業委員会1990．546p　中国古陶磁‘東京国立博物館’・横河コレ

　26cm　特別展「花・緑・暮らし」第2・　　クション長谷部楽三編　武蔵野・横

　　回展会期：1990年5月20日～「6月17日　　河電機製作所　1982．9277p’35cm

　　　　　　　　　　　　＜YP13－257＞　　1墾型
’　Orieptal　lacquer．　arts　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜YP13－405＞
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Ceramic　art：the　masterPieces　of

　Ishiguro　Munemaro

陶芸石黒宗麿作品集　東京国立近代美術

　館編東京毎日新聞社1982・3
　221p　35cm
　　　　　　　　　　　　．　〈YP13－638＞

Hamanaka　Gesson
浜中月村作品集　萩　浜中月村　1989．6

・180p　38cm

　　　　　　　　　　　　〈KB371－43＞

The　Japanese　pottery　handbook

The　Japanese　pottery　handbook，陶芸

　ハンドブック　Penny「SimpSQn，袖岡

　寛治著・東京Kodansha　Ipterna・

　tional　（1979）　118p　19×27cm

　　　　　　　　　　　　，〈YP13－395＞

Kurita　mu§eu血　　　　　　　　一

三甲美術館、票田英男編著　足利　栗田

　美術館　1981．8277p　366m．

　　　　　　　　　　　　〈W991－282＞

Kwan－ko－dzu－setsu　一

観古図説．陶器之三三旧式胤著東京
　蜷川式胤’〔1876　・一　1878〕　5』冊．28×

　39cm
　　　　　　　　　　　　〈YP13－641＞

The　Works　of　Kosei　Matsui　一

松井康成練上作品集　1985二1990松井

　康成著　東京　講談社．1990．10194p

　38cm
’　’ D　，　．　〈YQII－771＞
Yusuke　Aida

会田：雄亮著東京講読社、1987．8
　14　1p　31　×　31crrt　，　’　・　．　［

Glass，　Cloisonne

　　　　　　　　　　　　〈KB16－E460＞

Architecfural　Stained　gla’ss　in　Japan

現代難築のステンドグラス　日本篇　西・

　村公郎編　京都　京都書院　1989．12

　　．　．　　　　t

　238p　　31crn

　　　　　　　　　　　　〈KB　16－340＞
　　ノ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ

Les　Emaux　j3ponais　contempor興n呂』

現代日本七宝展　〔東京　日本七宝作

　家協会　1980〕　1冊（野付なし）26

　cm　会期・会場：1980年6月26日～7．

　月3日，トリアノンrド・バガテル

　　　　　　　　　　　　、〈YQII－539＞

Glass　dream

旧びの夢　藤田喬平ガラス　藤田喬平著

　京都京都書院．1986．6275P・
　30×31cm　　　　　・

　　　　　　　　　　　　〈YP13r646＞

Ky・hei　Fyjit・’s．w・・k・

藤由喬平作品集・手吹ガラス　京都．ア

　ート社出版．　1980．10・243p　35cm

　　　　　　　　　　　　〈YQ11－537＞

Le　Vitrail　civil・art　nouveau，　art　deco　a

　Nancy
ナンシーのステンドグラ入．佐野敬彦編

　東京学習研究社1985．8174p
　31×31cm
Textile　arts

　　　　　　　t．t　　　　〈YP13－323＞

British　textile　desigri　in’the　Victoriq

　and　Albert　Museum

イギリスの染織　ヴィクトリア＆アルバ

　「ト美術館　佐野敬彦編集　東京　学

　1習研究社　198（t．4～10　3冊37cm

　　　　　　　　　　　　　〈YP13；271＞

Chefs－d’06uvre　du　musee　d61’impres・

　sion　sur　etoffe＄T．MulhQuse

ミ．ユルーズ染織美術館’佐野敬彦翻訳‘

　』編集　東京　学習研究社　1978．6、　・

　3冊　37cm’　　　　　　　　　1

　　　　　　　　　　　　．〈YP13一375＞、

Petits　dessiris　fr　ancais　’

フランスの小花文様．ジャン＝マ’リー＆工一
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．刃アーヌ・』ジロー・コレクションtt東

　京　学習研究社　1981．7207p’

　37cm
　　　　　　　　　　　　　〈YP13－345＞　’

Roya”1　Persia．n　＆．　Kashmir　brocades

ペルシア錦ラヒム’■アナビアン，ジョ

　一一ジ；アナビア’ン共著　ジャック・ハ

　ルペン訳〔京都〕染織と生活社
　197576p　図版104枚　37cm

　　　　　　　　　　　　　gYP13－497＞

Russian．　textile　designs　’ @”・　，’　i　’

ソ四国辛歴史博物館戸シアの染織1加藤

　野物訳東京　学習研究社1984．7

　238p　37cm　英文併記　露語書名：

　OpHaM6HTbl　Ha　TKaHHXHapoπoB　CCCP露文

　併記

塵　　　　　　　　　　　　くKB16－E508＞

Active　design　for　print　design　planning

Activb　design　for’print　design　planning・

　野々村晃作画・監修．富田判司編　京

・，都　京都書院　1990．5647P　31cm

　　　　　　　　　　　　〈KB16－E434＞

Bingata

紅型Dyei塾g　originated　iTi　Okinawa

　山本建三撮影　京都1光村推古書院

　1’g89．6　111p　29cm　（JaPanese’．

　designs　＆　patterns）’　’

　・　　　．　　』’　　　＜YQII－705＞

Chiho　jewelry　design

田宮千穂ジュウリーデザイン作品集　卑

　京、「講談社　1988．9166p・31×316m

　　　　　　　　　　　　　〈YP13－532＞

Fantasy　international

FantasY　internatiopal　old　．1895　year

　1822－swatches京都京都書院
　1985．3「1冊（頁付なし）44cm

　　　　　　’　・　〈KB441LE5＞

　Japanjse　indigo　textiles

　藍染　国際基督教大阪博物館・湯浅八郎

　　記予予所蔵、国際基督教大学博物館湯

　　浅八郎記念館編　三鷹　国際基督教大

　　学博物館湯溝入郎記念館　1987．532p

　　26cm

　　　　　　　　　　　　　〈KB441－166＞

　Japanese　paper　stencil　designs　’

　染めがたがみ　文様の展開　．国際基督教

　　大学’博物館湯浅八郎記念館編　三鷹

　　国際基督教大学博物館湯浅z郎記念館』

　　1985．3　46P　26cm・

　　　　　　　　　　　　　　’　〈W162r47＞

　Kusazome　Kamafusa　diary

草染めかまふさ日記　和装　仙台　仙房

　　会1986．75冊15×22cm監
　　修：宮地房江’染色見本68枚貼付

　　　　　　　　　　　　　　くKB16－E1＞

　Tsutugaki’　textiles　of　Japan　traditional

　　freehand　paste”reSist　・indigo　dyeing

　　teehnique　of　iauspicious　motifs　．

　「藍の華」二二’京都　紫紅社・1987．7

　　177p　30cm解説：吉岡幸雄

　　　　　　　　　　　　　〈YQIIr’一241＞

　Unai　．：’dye　works　of　Toku　Yusui

　三三・うなる　由本十久作品集　由水十

　　二丁　京都　フジアート出版』11979．1

　　121p　26×30cm　英文・独文併記

　Accessories　．　・
　　　　　　　　　　　　　〈YQIIL－459＞

・’@lnr6　’　．　・
　印籠，シャンプ十＝コレクション、京都

　　京都書院　1984二930gP　30×30cm

　Toys

　　　　　　　　　　　　　KKB　16TE506＞

　Nostalgic　tin　toy＄

　NoStalgic　tin　toys　：　the　collection　of　the

　　Tin　Toy　Muse㎜高山豊治著京・
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　都京都書院1989．103巻22×
126cm第■巻　コマーシャルカー

　第2巻キャラクタートーイ　第3巻

　汽車／船／飛行機

　　　　　PAINTING

History－Japan
I11，1一iugslguLL；28SZ2e　modern（i86Z）

　　　　　　　　　　　〈KC16－E899＞

Flowers　and　greenery　in　daily　life

生活の中の花・録近世障屏画に見る、

　特別展　大阪城天守閣編　大阪　大阪

城天守閣特別事業委員会・990・444P

「26cm会期：・1990年4月1日～5’月

　6日

　　　　　’一　〈KC16－E911＞
Flowers　and　greenery　in　daily　life

生活の中の花・緑　錦絵に見る　大阪城

　病弊巨編　大阪大阪城天守閣特別事

　業委員会　1990．9、62p　26cm　特別

　展「花・緑・暮らし」第4回展会期：

　1990年9月2日～30日
　　　　　　　　　　　〈KC16’一E861＞

Hiroshige：the　fifty－three　stages　of　the

　Tokaido
．F東海道五拾三次広重の旅」図録　浮世絵

　版画　特別展　歌川広重〔画〕　富士宮

　富士美術館1979．5130p　24×25
　cm’保永堂版・行書版・隷書版

　　　　　　　　　　　〈YP14－793＞

Rakuchu－Rakugaizu　ts
重要文化財洛中洛外図　狩野永徳筆　東

　京．内外タイムズ　1981．3　1旧く頁

　付なし）38cm
After　Meizi　era　’（1867・一

　　　　　　　　　　　〈YP14－1148＞

Bjblical　prints　by　Sadao　Watanabe

渡辺禎雄聖書版画集’渡辺禎雄，竹中正

一一　g6　一

　夫著東京新教出版社1♀86．2

　141p　37cm

　　　　　　　　　　　〈KC16－1818＞

Collection　of　Kohei　Goshi’s　sketches

　and　paintings

郷司浩平画集　東京　日本生産性本部

　1986．2　73p　33cm

　　　　　　　　　　　〈YP14－1211＞
The　Four　seasons　of　Kyoto

京の四季　京都府，京都文化財団編　〔京

　都〕京都文化財団　1986．9　2冊（別

　冊とも）3プcm

　　　　　　　　　　　〈KC16－159？＞

The　Graphic　work

河内等軸版画・968一・984東京陣

部出版・1984・91i7P30・m

　　　　　　　「へ　　　　〈YP14一一1333＞

Hirayama　Ikuo

平山郁未画集東京朝日新聞社、
　1989．1161，41p’図版147枚　34cm

　　　　　　　　　　　〈YP14－1358＞

The　Hiroshima　panels

原爆の図　丸木位里，丸木俊共同制作

　東京小峰書店1990．7218p’47
　cm　監修：原爆の図丸木美術館

　　　　　　　　　　　〈YQU－728＞

Hito

人　画家牧野邦夫　牧野邦夫画　牧野邦

　夫画集刊行委員会編　〔大阪〕牧野邦
　　　　　　マ　夫画集刊行委員会1989．2－189p

　30×30cm’
　　　　　　　　　　　〈KC16－E6035

1chihara

一原有徳作品集　正木三編　東京　現代

企画室198941315P31・ml
　　　　　　　　　　　〈YQ11－693＞

Imai
今井俊満展）Frorh’life　into　paiゼting

　　　　　　　　　　　　　　5



　東京　原美術館　ig81、224p　21×

　30cm会期：1981年2月12日目3月

　8日
　　　　　　　　　　　くYP14－1312＞
Ka－cho－fu－getsu　’

花鳥風月　今井俊満著　東京・美術出版・

　社’　1989．4196p‘36×36c血

　　　　　　　　　　　　〈YQII－720＞

’　．Kinposyu

錦芳集　皇太后〔画〕三内庁皇太后宮職

　編増補新訂・東京朝日新聞社．
　1989．516，21p図版70枚27×34cm

　　　　　　　　　　　　〈YPII－182＞

Modern　art　of　Japan’　’

日本現代美術since1950絵画　1
　～3　三鷹　形象社　1985～86　3冊
　35cm　’（Masterpieces　in　the’museum）

　監修：嘉門安雄．

　　　　　　　　　　　　〈YP14－25＞
Muna’kata　：　JapaneSe　prints　．

棟方志功板画大棚　東京’講談社　1970

，2．冊（英文解説とも）43cm

　　　　　　　　　　　　〈YQII－623＞
Nishijin，　one　handred　families，・　ohe

　hundred　homes
西陣百家百住　三田村宗二作品集、’三田’

　村宗二〔画〕　京都　京都書院・1987．

　10　241p　23×30cm

　　　　　　　　　　　　〈YP14－843＞

People　who　make　JaPanese　prints

国際舞台に立つ日本の版画家　私たちと

　の出会い　メリー・S．ト｝ルマン，ノ

　ーマン・H．トーールマン黒点：京　平文

　社．1982．5224p　30cm　特装版

　　　　　’）　．　 　〈YP14＝r845＞
PlaYing　’　ideograph

遊ぶ字　岡本太郎著　東京　日本芸術出

　版社　1981．12201p・35cm

　　　　　　　　　　　〈KC16－E981＞

Poesie　・

ポエジィ　北ヨシアキ・シルクスタリー

　ン作品集　北ヨシアキ著　京都　京都

・書院11990．8119p　26×26cpa

　　　　　　　　　　　　〈K16－207＞

A　Scene　of　contemporary　Japanese　art

現代白本の美術　〔仙台〕　宮城県美術館

　c1981　1・冊．（回付なし）28cm

　　　　　　　　　　　〈YQII－634＞　・
Soichiro・Tomioka　i　a　world　of　white　・　’

富岡惣一郎白の世界　富岡惣一郎著　東

　京’日本経済新聞社　1988．3’197p

　31　×　31cm

　　　　　　　　　　　〈YP14＝一一1400＞

What　1　have　known

われ何を知る　石刀徳次郎思考展開の50

　年二一版画・i・ッセー　長谷川力〔ほ

　か〕編　』〔京都〕　石田明　’1989．9　79p

　37cm
　　　　　　　　　　　〈KC16－E503＞

The　Woodblock　prints　of．　Munenoti

　Makino　・

牧野宗則木版画集．東京』阿部出叛

　1987；11　95p　28cm

　　　　　　　　　　　〈YQII－799＞

，Works一：Yamada”，Masaaki　．

Works山田四丁作品集　山田正亮著

　東京美術出版社1990．10・　249p
　29×306m　，’

　　　　　　　　　　　〈KC16－E551＞　・

The　Works　of，Kozo　・

井上公．三作三三東京．阿部出版

　1989．2　155p　25×27cm

　　　　　　　　　　　〈KC16－E811＞

Yoko　Kamijo　’

上条陽子画集東京・PARCQ出版局
・989・5珊（鮒なし）26・m．
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’　History－others

Asia

　　　　　　　　　　　．〈YP14－1233＞　．

Famed　landscape　paintings　of　Guilin

名画家桂林を描く　三江出版社三選・京

　’扇面交社1987．12、323p　37cm
　中国語書名：名家画桂林　日中英三力

　国語併記

　　　　　　　　　　　〈YQII－562＞
Lee　Ufan　　　　　　　　　　　曽

李禺換李振込著、東京　美術出版社

　〔1986〕　1冊（頁付なし）29×・30cm

旦旦壁
　　　　　　　　　　　〈KC16－E927＞

Abstract　a’rt　in　Belgium／Flanders　，

ベルギーおよびフランダース1こおくる捕

　象芸術　その起源と基礎　〔伊丹〕伊

　丹市美術館〔1990〕55p　30cm会
　期：1990年10月7日．～11月18日

　　　　　　　　　　　　〈YP14－868＞　’

Albert　Carpentier　’　’．　．　．

』アルベル．ド・カルペシティール版画作品

　集東京　日本芸術出版社c1982
　　1冊（回付なし）35c㎡1英・仏・独文

　併記、
　　　　　　　　　　　〈KC16－E944＞

VArt’?D　di　eorte　a　Urbino　e．a　Pesaro

　ウルビ「ノの宮廷美術展　イタリア・ル

　ネサンスの華　群馬県立近代美術館
　　〔ほか〕編』〔東京〕読売新聞社

　c1990216p　26cm会期・会場：
　　1996年10月2日．；・一　i1月4日　群馬県立

　近代美術館ほか
　　　　　　　　　　　　〈yP14－703＞

　Chagall　lithographe．

　シャガール石版画全集　ジュリアン・カ

　．一ン解説　フェルナン・ムルロ注釈

　　東京　出版21世紀　1978．4N8　5』冊

　　35cm　日本版監修：中山公男

　　　　　　　　　　　　くYP14－13qi＞・

　Chagall　lithographe

　シャガール・リトルグラフ全作品集　シ・

　　ヤルル・ソルリエ編　中山公男監訳

　　東京　講談社　1987．2　3冊　38c甲．

　　　　　　　1　　　　　＜KC16－E910＞

、Th・50th　yea・anniversa・y・Xhibiti・P

　　・・fAlph・・e　Mu・ha　cat・1・gu・

　テルフオンス・ミゴシや農図録．’ア憎

　　噛ル・ヌーヴォーの三下イツ文化事業

　　二二　〔東京〕．ドイ来化事業室

　　・1鵬246p　．　29・m会期・会場：

　　幽1989年4月6日～4月25日　高島屋東

　　二二ほか，

　　　　　　　　，　＜KC16rE335＞

　Georges　Braqμe

　ブラック展カタログ　カタログ編集委員

　　会誌　〔東京〕アート・ライフ　1988

　　159p　27cm会期・会場：1988年7月

　　14日～8月．9日．伊勢丹美術館ほか

　　　　　　　　　　　　＜YP14L1367＞

　The　G16ry　of　Ancient　Egypt
　　　　く
　古代エジプトの栄光　ナポレオン．『エギ

　　プト誌』図録聚英　ボブ・ブライア，

　　ピーター・ド㌣マン解説　東京　雄松

　　堂出版　ig88．711冊（頁付なし）

　　35cm
　　　　　　　　　　　　〈KC16－E875＞’

1　J－BICamille　C6士ot．、』　　　　一

　カミ』ニュ・コロー農カタログアート・．

　　ライフ雛東京アート’うでフ
　　．c1989170P　27×28cm会期・会
tt @場11989年9月13日～10月1日　小田’

　　急グランドギャラリーほか

、　　　　　　　　　　　　　　〈KC16－E336＞

　James　Tissot

　ジェームズ・ティソ展カタログ　〔東京〕
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　ジェームズ・ティソ展カタログ委員会、

　1988　169p　．29cm

　　　　　　　　　　　　〈KC16－E549＞　．

L60nard　Foujita－image　et　parole

レオナール三フジタニ絵と言葉展　目黒

　区美術館編東京’目黒区美術館

　c1988　2冊．30cm会期：1988年11

　月19日～1989年1月16日，，・分冊1目黒

　区美術鯨蔵品より　分冊2挿画本

　　　　　　　　　　　　〈YP14－773＞’

Marie　Laurencin

マリL・O一ランサン　マリー・ローラ．

　シサン〔画〕　ダニエル・マルシェッソー

　編著　東京　求竜堂　1980．10　175p

　37cm
　　　　　　　　　　　　〈KC16－E894＞

Meisterleichnungen

巨匠一の素描NUrnberg’E＋R　Kistner

　C198一）　131p　27cm

　　　　　　　　　　　　〈YP14“1397＞’

Nature　and　lbve

＞Natur．e　and　loye　Mqrcest’el

　．SqUarciafichi〔画〕・Kyot6　Kyoto

　「Syoin　c1990　1冊：’（二二なし）38

　cm　日英仏文併記

，　TechniqUes

、’@　　　、　　　　　　＜KC411－E16＞・

Creative　marker　・techniques

マらカV・テクニック　清水吉治著　東

　京グラフィック社1990．耳、131p

　30cm．

皿lustration，　Caricatures‘

　　　　　　　　　　　，　〈KC486－179＞

Barefpot　Gen　：　a　cartoon　story　of　Hiro－

　shima
中沢啓治平和マンガ作品集　東京　ほる』

　ぷ出版1982．719冊『22cm第18
　巻英語版はだしのゲン上’第19巻

　英語版ぽだしのゲン1・下　　　　　　　’

　　　　　　　　　　　〈KC482－E65＞

The　Drunken　boat’

酔いどれ船　アルチigレ・ランボー作

　ブルニス・・ゴフ絵杉本秀太郎訳　京・

　都　京都書院　1988．107gP、31cm

　　　　　，　〈KC482‘341＞
Fruit　watching

フルこツ・ウオッチングtt斎藤雅緒イラ

　ストレーション　天野秀二∴鈴木良助

文東京．グラフイツ雅．1986・9
　80p　30cm

　　　　　　　　　　　〈KC482－336＞

Japanese　illustration　today　・　，

イラスト．レLション・』トゥデー　グラフ

　イック社編集部編　卑京　グラフイヅ

，73t　lgs6．4．293P．．31．C．III

　　　　　　　　　　　〈YP14－1378＞，

Osamu　Tezuka　exhibition

手塚治虫展東京国立近代美術館編
　〔東京〕・美術出版デザインセンター

　（製作）g1990348p　35cm会期・

　会場：199Q年7月20日ん9月2日東
・京国立近代美術館ほか

　　　　　　　　　　　　〈YQIIL584＞　，

Sentinel　2

＄entine！　2　Steel　couture・・’　Syd　Mead

　－futhris鳶syd　Mead著東京講
　談社　1987．5115p　29×30cmtt

　　　　　　　　　　　〈KC486－140＞

Symphony　orchestra　i

小沢一雄のオーケストラ　小沢一一Ak著

’‘［東京ユ小沢一雄’』1981．871p

　20　×　22cm

　　　　　　　　　　　〈YP14－1273＞

Viramontes

トニr・ヴィラモンテス作品集、東京

　流行通信．．19SS．4’88p　37cm
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Drawing　and　drawings　by　children

　　　　　　　　　　　　’〈KC511－110＞

Dd　you　know　what　the　roman　glass　is　？

ローマ7グラ1スって知っていますか？

　ひがしほんがんじえほん、祖父江文宏

　著　堀尾一郎絵　京都　真宗大谷派宗，

　務所出版部1984．1036p　26ρ甲

　葡語書名；Ja　conhece　o．Vidr6

　R6mano　？英・葡文併記

　　　　　　　　　　　　〈KC511－E21＞’

Exhibition　of　children’s　・art　’from

　Nagoya’s　sister　＆　friendship　cities

　IQth　anniVersary　commemorative

　collection

姉妹’e友好都市児童生徒書画展十周年記

　念作品集　名古屋　名古屋市教育委員1

　会1988．11132p．26×26cm、
　　　　　　　　　　　　一〈KC511一一7E40＞

E．xhibition：picture・　books・edited　by，

　SuSan　Hirschnan

編集者ズーザン・ヒルシマンの絵奉原画．

　展、Hisako　Aoki〔編｝東京　Itaba・

　shi　Art　Museum　c1990　86p　26cm

　会期・会場・：1990年6月16日～．7月15

　．日　板橋区立美術館ほか

Desi9耳

　　　　　　　　　　　　〈YP14－1356＞

Aifa－a

Alfa・a　山本清著　東京　用美社

　1989．11．174p　42cm

一　、　　　　　　’．『』＜YP14－1169＞．

．Bibliothequd　Forney　Patis　dessins

　originaux　de’la　collection　lsidore

　’　Leroy　1900－1930

アル・デコのオリジナル・デザイン　パ

　　リ市立ビブリオテーク・ブォルネー蔵

　　ルローウξコレクション　佐野敬彦編

　東京　学習研究社　1985．7　2冊「1「

　37cm　　・　　　t

　　　　　　　　　　　　〈KC521－E123＞

DesignOd　in　Germany

ドイツのデザイン　名古屋世界デザイン

　博覧会1989：Frankfurtラートフェア

1フ・オルムゲーブングc198995p’

　30cm
　　　　　　　　　　　　　ぐYP14－1379＞

GraPhic　design，　world　views、

グラフィックデザイン・ワールドビュー

　．Icogra4a編著　　Jorge　Frascara〔編〕’

　東京　講談社，1990．11221p　34cm．

　　　　　　　　　一　　＜KC521－E118＞、

Holland　book　’

オランダブック　フレンド，リー・デザイ

　　ンτ・ツール　石川照雄編著　東京　商

　　店建築社「1987．7200p　30crn（別冊

　　商店建築3乞ちょっと違ったデザイ

　　ン・シリーズ）

　　　　一．』　　　　：　　「〈KC531－E20＞

．L6go　art　by　Kohei　Miura

三浦丁丁のロゴアrト　三浦滉門下

　　東京美術出版社』1990．12127p
　　　ズ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　へ

　　30cm
　　　　　　　　　　　　　〈YP14－1339＞

　0］mament　and．　Flachenkunst　from

　　Vienna

　ウィニンの装飾図案集　エリカ・バトカ，

　　エリザベート・フpッティア編　東京

　　学習研究社　1988．11　2冊37cm
　　　（ウィーンのア十ル・ヌーヴォー／アー

　　ル・デコ1）

　　　　　　　　　　　　〈KC521－E119＞

　Swiss　book
　ズィスブック．奉ろピタリティ．・デザイ

　　ン1ツrル　石川照雄編著　東京　商

　　店回築三　19863　247P．30¢r頃別冊

　　商店建築26・ちょっと違っteデザイ
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　ン三シリーズ）

　　　　　　　　　　　〈KC521－E99＞
Modernis真n『in　Japan　the　wOrld　of　Shi二』

　chiro’　lmatake

昭和のモダニズム今竹七郎の世界　今竹

　七郎・〔画〕　今竹編‘大阪　今竹

　c1989　・150p　28cm

　　　　　　　　　　　　〈YP14‘950＞

．Posters　of　Shigeo　Fukuda　’

福田繁雄のポスター　福田繁雄著　東京

　光村図書出版　1982．9140p　37cm

　　　　　　　　　　　　＜KC521－298＞・

The　Woirks　of　Kenji　ltoh・

伊藤憲治・デザインの華麗多彩．伊藤憲

　治著　東京　六出社　1986．12189p

　，　31Cm

　　　　　　　SHODO

　　　　　　　　　　　〈KC626一一：E82＞

Artb　della　calllgrafia　hel．Giappope

　contemporane6　sho　・

L’arte　della　calligrafia　nel　Giappone

　contemporaneo・sho　Milqno’
　Olivetti　c1988　’77p．24cm

　　　　　　　　　　　〈KC626－E124＞　・　・

Mari　sakuhin

満里作品　今井満里〔書〕　町和生編　浦

　和今井満里、1988．6　1冊（回付な1

　し）33cm

PHOTOGRAPHY
．　History

　　　　　　　　　　　　〈YQIIr527＞

darthlogue　＝Guam

アースローダ＝グアム　16人の日本人写

　真家が撮ったニュ’・グアム　赤地経

　夫〔ほか撮影〕東京．平凡社　1986．5

　213p　26×30cm

　　　　　　　　　　　〈KC726－791＞

Photographers　index　，

フォトグラファー一・’ズ・インデックス　1

　・グラフ’イック社編集部編　東京、グラ

　フィック社’1985．4　425p　31cm

　　　　　　　　　　　　〈YP16－194＞

Rolling　stQne，　the　photographs

Rollingstone　：　the’　photographs’　Laurie

l・ jratochvil〔編〕　東京　芸文．社

　1989．12　115p　137cm

　　　　　　　　　　　〈KC726r892＞
Shukusai

鱗2b東癬粥ン1985’4・

　　　　　　　　　　　〈KC726－E465＞

．Tokyo　a　city　perspectiye

東京都市の視線　オ｝プニング写真展

　．東京都写真美術館編　東京　東京都写

．真美術館1990171p　30cm．会
　期：1990年6月1日～7月10日

Work：呂

Amano，　Tikara　’

　　　　　　　　　　．　・　〈KC726－E336＞　’

Mind　showet　，

マインド・・シャワー　天野主税作品集

　天野主税著東京アイピごシー’
　1989．10　83p　19×24．cm’．

Asano，’Kiiti

　　　　　　　　　　．〈KC726－E568＞

The　Gion　quarter

祇園　昭和13年～35年　浅野喜市写真集

　浅野喜市著　京都　京都書院　1990．6

　105p　26×26cm’

　　　　　　　　　　〈KC726－E348＞
SnoW　country

雪国　昭和30年～33年　浅野喜市写真集

　浅野喜市著京都　京都書院’105p

　26cm
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　　　　　　　一　．　〈YQII－626＞

The　Splendors　of　Kyoto　．through　the

　year：her　mountains

四季京の山「 �??s写真集　浅野喜市』

　、著京都・京都書院1988．1105p

　30　×　30cm

　　　　　　　　　　　　〈YQII－647＞
The　Splendors’ 盾?@Kyoto　through　the

　year：her　town

四季京の町　浅野喜市写真集　浅野喜市．

　著．京都京都書院1988．4105p
　30　×　30cm

　　　　　　　　　　　　〈YQII－627＞

』三楽留幽幽h興ghthr，．

四季京の里．浅野喜市写真集　浅野喜市

著京都1京都書院1988・2、10rP，
　’30×30cm・

　　　　　　　　　　　　〈YQI17r625＞

The　Splendors　bf　Kyoto　through　the

　year　：’　her　waters　．

四季京の川　浅野喜市辱真集畑野喜市

薫×鷲京都書院1987●坦llP’

Uatg｛｝．1i11s！ggga，　Hldeo

　　　　　　　　　　　〈KC72677E426＞

L響：q”t岡dbVl昏a幡tL

・ラ・フィエスタ　世界の祭りにごがれそ

　芳賀日出男作品集　劣賀白血男写真と

　本文．東京玄光社’1989．1148p
　29cm（玄光社mook　25　Photg　salon）

　　　　　　　　　　　　〈YQII－721＞

Zoo
動物園　橋口譲二著　東京　情報センタr．

　　出版局　1989．6　191p－22×3耳cm　1

　11itgg1sgygcL［1alsirokawa，　Taisi・

　　　　　　　　　　　　　＜YP16－153＞”

Sonom．tima　sonomama　’　，

　’そのままそのまま　広川泰士著東京

・欝信、1187ρ1冊即なP．

　Hosino，　Komarg

　　　　　　　　　　　　　＜YP16－132＞
Hoshin6　K6maro’s　ukiyoe　Kuzgs．i　v，ol・

　　2・

新浮世絵くずし．写真集星野小麟・

　　東京　日本芸術出版社　1985．3　1冊

　　　（頁嫌なし）38cm愛蔵豪華版

　　　　　　　　　　　　　1ぐYP16T89＞、

　Ukl’yoe　kuzusi

前志くずし写真集．．星野旧著東

　　京「日本芸術出版社　1981．12　1冊

　　　（頁付なし）37cm　英仏文併記

　　　　　　　　　　　　　〈YP16－131＞

　Ukiyoe　’kuzusi　vol．　2

　新浮世絵くずし　写真集　星野小麿著

　　東京一白本芸術出版社．198『．6．1冊

自（鮒なし）37・血
　Hukase，　Masa．twtsa，

　　　　　　　　　　　　一’＜YP16「200＞

　Family
家族深鵜焙長谷川嚇頼

　　アイビー一．シー　1991．3図版34枚

　　43em　’

　Ikuhara，　Yosiyu．k／

　　　　　　　　　　　　　〈YQII＝371＞

　Kinuginu　：　y．　’lkuh’ara

　後朝　生原良幸写真集　生原良幸〔撮影〕

　　京都フジアー出版1982・12131P

　　30　×　30cm

　Inbue，　Hiromitr

　　　　　　　　　　　　　・　〈YQII：一一674＞

　Nqra／the　Yamato　road　’　．一　一一
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奈良大和路　井上博道写真集　井上博道

　著　．京都　京都書画　1988．7ッg．

　　4冊30×30cm
Iwase，　Hidekazu

　　　　　　　　　　　　〈YQII－770＞

Sounds　＆　voices　of　the　sea

，平海音声　岩瀬秀一写真集　岩瀬秀一著

　東京エル．テ出版・1990．295p
　26　×　30cm

Kazino，　Koiti

　　　　　　　　　　　〈KC726－E349＞

Seasonal　light　and　Shadow

四季光彩　かじのこういち写真集揖野

　酵一著京都京都書院’1989．4
　107p　26×26cm

pmKobaaN
　　　　　　　　　　　　〈YQII－704＞

Landscqpes

ランドスij　一rプ小林のりお著佐野山

　寛太編東京　アーク・ワン　1986．i2

　89p　23×31cm　’

Kozima，　Masaaki

　　　　　　　　　　　　〈YQII－684＞

The　Breath　of　dew，　voices　of　the

　wo6ds
露三三声　小島正昭撮影　長野　信濃毎

　日新聞社・1988．10107p　31×32cm・

Maeda，　Sinzo

　　　　　　　　　　　　〈KC726－875＞

Hills　of　color　・

丘の四季　前田真三写真集　前田真三撮

　影東京　グラフィック社1986．9

　95p　27×30cm・

　　　　　　　　　　　　〈YQII－598＞　．

’This　land・，・・　this　beauty

山川草木　前田真三写真集　前田真三撮

　影東京グラフィック社1987．’6

　　96P　26　’×　30cm　’

　　　　　　　　　　　　　〈YQII－383＞

　A　Tree，　a　blade　of　grass

　一木r草　前田真三三下集　前田真三撮

　　影東京1グラフィック社1983．7

　　95p　26×30cm

Mase，　Akira

　　　　　　　　　　　　　〈YQII－743＞

　Eyes

　The　eyesわたしは勝った夢をみた
　　間瀬明写真集　間瀬明著　東京　山海

　　堂1989．11　1冊（回付なし）24×『

　　35cm

Mizuno，　Katuhiko

　　　　　　　　　　　　　〈YQII“797＞

　Honen－in

洛東法然院　水野克比古写真　三三真章

　本文解説　京都　本山獅子谷法然院
　　1988　’．　10　i43p・　30　×31cm　・

　　　　　　　　　　　　　〈YQII－672＞

Ky6to　Honen－in

京都法然院歳時記水野克比古写真教

　誉真章解説　京都　京都書院　19881

　11　140p　30×31cm

　　　　　　　　　　　　〈YQIIT796＞　・

Rakuto　Honen－in

洛東法然院　水野克比古写真　教誉真章

　本文解説　京都　本山獅子谷法然院

　1988．10　143p　30×31cm

Narahara，　lkko

　　　　　　　　　　　　　〈YP16r－152＞

Venetian　light

ヴェネツィアの光　奈良原一高著　東京

　流行通信　1987．5　1冊（膚付なし）

　38cm
’Ozawa，　Tosiki　’

　　　　　　　　　　　〈KC726－E553＞

Toshiki　Ozawa　missing　pages　o’f　his
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works．plate．．’@’　tTet1gs！g．Sy111ugSrada，　Syumei‘

小沢俊樹作品集『・東京　ラォトテック

1988－892冊25×26・㎡（B・9
　books）　’

摯・＜YP、6一、29＞

Shinorama　man

シノラマ「入間」篠山紀信写真集　篠山

　紀信写真東京　日本放送出版協会
幽1985．3　1冊（頁付なし）37Cm

　　　　　　　　　　　　〈YP16－175＞

Shinorama　Nippon
シノラマニッポン　篠山紀信写真　東京

　世界文化社11989　．8　一’193p　36cm，

　　　　　　　　　　　　〈YPi16－189＞　r

Tokyo　nude　．　’・’　’　1．

・Tokyo　nude篠山紀信写真　東京・朝．

　日新聞社’1990．6　1冊（回付なし）．

　37cm　 　’
Siratori，　Kon．drm

　　　　　　　　　　　i　〈YQII－744＞

Winter’s　sea　．

冬そして海．写真集‘白鳥このみ構成・

　編集札幌iサーモン出版19871．　7

　’80p　22×31cm

Tanaka，　Toky！ta1丁目ro

　　　　　　　　　　　〈KC726－E321＞

Shiras．agi　：　the　snowy　egret　poetry　in’

　flight

白鷺　天空のファンタジア　田中徳太郎

　作品集　田中徳太郎写真・本文　東京

　玄光社　1989．548p、296m（玄光社

　．　mook　20　Photo　salon）

Takanami，　Sigeh．一tu

℃h，，rybl。ss。m，．　’〈YQ19－336＞

桜　高波重春撮影　串田孫“文　東京

　　時事通信社・1987．496p　27・×30cm

　　　　　　　　　　　　〈YQII－632＞

Sahel

サへ一ル．遊牧の原像を訪ねて．幸田周

鴨離踊艦988．21冊
Tutidal　HirQtj

　　　　　　　　　　　　〈YQII－764＞

CQunting　grains　．of　sand，　1976－1989’

砂を越える　土田ヒロミ著東京　冬青

　社，1990．2　115p‘27×35cm

Uemura，　N　aote　’

　　　　　　　　　　　　＜YQ11－834＞

Homage　to　Naom’堰@Uemura　．

・植村直己記念館　文芸春秋編　東京　sZl’

　芸春秋tt　1991．2205p　22×31bm

）：gt1pgdg．91ggimada，　Okisi

　　　　　　　　　　　　〈YQII－673＞

Nara　encounter

大和路選遁　山田興司三三集　山田興司1

　．著車都京都書院1988・6．、107P

　30×30cm　・　．
：tA1ilggis1．1Sg！ggi　Koko一

　　　　　　　　　　　　　くYP16－144＞

The　Works　with　polaroid　20×24

スニパー・イメージの世界　ポラロイド

　　20×24作品集’”i983－1986山岸享子．

．．構成・「編集　東京　青三社・　1986．12

　，79p　35cin

　Yamamoto，　Ken／zLt

　　　　　　　　　　　　〈KC726－E434＞

　Kyoto　gardens’

　京の庭．Seasonal　images　in　mos6　and

　　・t・n・　：山韓三惑喜伊藤ていじ文

蕪輝古書陶189●497P

　　　　　　　　　　　　　〈YQ11二670＞．

　Ky．　oto．panorama　’
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京都パノラマ’ R本建三写真集　山本建

　旧著’京都1京都書院　1988．12～89L

　・2’3冊27×30cm

　　　　　　　　　　　　　　〈YQII－671＞i

，Photographic　art　．

フォトグラフ，イックアート　山本建三著

　京都．京都書院　1988．10　1冊（頁；付

　なし）　27×30cm

￥．amaSita，　Torahiko’　’　・

　　　　　　　　　　　　〈KC726－E481＞

・Cat　dayS　・　’　・．　・“

猫山下寅彦著　東京　グラフィック社

　1990．9　77p　28cm

　　　　　　　　MUSIC

　　　　　　　　　　　　　　　〈KD9－6＞

．The　Japan　t　Federation　of　Composers

　catalogue　of　publicationS

The　’ iapan　Federqtibn　of　Composers．

　catalogue　of　publicationS東京　日

　本作曲家協議会　23×23Cln

　　　　　　　．THEATER

CIothes

　　　　　　　　　　　　　・＜YP17－143＞’

’My　costumes

私という衣装　ワダエミ著　東京　三三

　堂1989．10174p　36cml
Kabuki，　’

　　　　　　　　　　　　　　＜YP17－83＞

Tamasaburo　Bando　onnagata

坂東玉三郎onnagata大倉舜二著　東
　京’平凡社　1983．4　1冊（回付なし）

　38cm

　　　　　　　　CINEMA

　　　　　　　　　　　　　〈KD754－E12＞

M．S．　ERA：Mobile　sUit　GundamOOOI一

　0080

MS　ERAOOO1～0080　ガンダム戦場写

　真集・Studio　Hard〔ほか〕編東京
　バ≧ダイ・1990．3、152p’　25cm

　　　　　　　　　　　　　　〈KD6521一一29＞

Selected　Japanese．　feature　films

日本φ優秀映画　東京　日本映画海外普

　及協会　21cm

　　　　　　，　〈KD652－29＞
Selected　Japanese　featufe　filtns

日本め劇映画　東京　日本映画海外普及

　‘協会　21cm　　　』’

PUBLIC　ENTERTAINMANTS

　　　　　　　　　　　　・　〈KD841－E210＞

Iron　Maiden　；　what　are　Wb　ddihg　this

　for？　：a’　phbtographic　history　．

’アイアン・メイデン写真集・RoSs　Halfin

　〔著〕東京シンコ”・「ミュージック

　1989．2　128p　29cm　（Burrn！books）

　　　　　　　　　　　　＜KD841－E278＞

Led　Zeppelin

レッド●ツェッペリン写真集　潔ブ・グ

　ルーエン〔撮影〕　大橋真琴，山口武彦

　編集・制作・東京　JAM出版　1989．

　7■冊（頁付なし）30cm

　　　　　AMUSEMENTS　’

ChanoyU

　　　　　　　　　　　　　〈KD913－E29＞

Zen　words　：　leading　the　mind

いつぶく拝見禅のこζば・茶のこころ

　千坂秀旧著・京都　淡交社　1990．10

　229p　19cm
Flower　arranger4eRt’　．

　　　　　　　　　　　　　＜KI）931－E58＞

Interflora　7th　World　Cup　Flower

　Design　Co血pentition

一105一



第7回ワールドカップ・』フラワーデザイ・

　ン作品集、フローリスト編集部編　東・

　京．誠文堂新光社・．．．1989．11182P

　31cm　監修：日本生花通信配達協会
　・　・　（JFTD）

　　　　　　　　　　　　．　〈YQII－788＞

Naturescapes　．　“
’Naturescapes：the　fiower　arrqnge－

　mentS　of　Tarura　Suikoジュディ

　ズ・クランシー著　田中i義男〔ほか〕

　写真　〔東京　ジュディス・クランジ

　’一］・　1987．10　．175p　22×30cm

　　　　　　　　　　　　　　VII．

　　　　　BIBLIOGRAPHY

　　　　　　　　　　　ゴ〈UP1717124！’

Cqtalogue　of．the　Carys’　Library　in　the　．

　Pbshisha　University　Library

ケーリ文庫目録　同志社大学図書館編・

京都同志社大学珊珊978・395P
　図版16枚　26cm

　　　　　　　　　　　　　　〈UP74－7＞

Japanese　illustrated　books　and　manu－

　scripts　of　the　Chester　Beatty　library，

　Dublin　lreland

日本絵入本及絵本’ ﾚ録　チェスター6

　ビーティ「・ライブラリー蔵　反町茂

　雄編東京弘文荘1979．8’105p
　30cm
　　　　　　　　　　　　　〈UP74－E14＞．

・Kalligraphische’@japanische　Werke　der

　Bayerischen　Staatsbibliothek

バイエルン州立図書館所蔵あ日本あ書

　Mttnchen　Bayerische　Staatsbiblioth一．

　ek　〔1988〕　’63p　30cm　会期・会．

　場：1988年9月12日～10月28日　バイ

Bonsai

　　　　　　　　　　　　　〈YP17－133＞

Kakurygan　borisai　collection

崔竜庵盆栽作品集　小口賢」〔著〕　大西

　勝人編1岡．谷小口賢一1987．9・

　274p　35cm

Angling’

　　　　　　　　　　　　　ぐYp17－141＞

The’Art　of　the　classic　salmon　fly

クラシック・サ｝モジ・フライ層沢田賢

∵一郎著秋月忠興影鯨講談社
　1990．4　197p　37コ口

LANGUAGE’

　エルシ州立図書館

　　　　　LINGUISTICS

　　　　　　　　　　　　　〈KE17－E9＞・

Developmental　in　verbal　and　non－

　verbal　behavior　・　’　・

発達と習得における言語行動F．C．パ1

　ン編　東京文化評論出版　1978．3

　193p　21cm’

　　　　　　　　　　　　〈KE12－E36＞

Gengogaku　ronsyu

言語学論集・野村正良先生受章記念　春

　日井野村先生受章記念刊行会
　1989．ll　213p　21cm　Semantic

　relations　in　subordination　出口芳孝

　著他

’　’@JAPANESE
Japanese　language’　一　一　i
　　　　　　　　　　　　　〈K．F31－17．＞

Foundations　of　Japanese・language　・

英文基礎日本語・曾我松男，松本典子著

　東京大修館書店1978．3456P
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　．23c血

　　　　　　　　　　　　〈KF35－196＞

．Origin　of　the　Japanese　languages：an

　international　collectiori　of　essays

日本語の起源　世界の言語学者による論

　集馬淵和夫編東京武蔵野書院
　1986．7　254p　23cm

Phonology

　　　　　　　　　　　　」　〈KF41－40＞

Nihongo　hatuon

日本語はつおん．国際交流基金〔編〕東

　’京　国際交流基金1980．3～gg冊

　26cm．アラビア語版　ビル三七版

　ヒンディー語版・インドネシア語版．

　韓国語版　ポルトガル語版　スペイン

　語版　タイ語版　中国語版

Writing

　　　　　　　　　　　　〈KF45－E37＞

Basic　kanji　book

基本漢字500加納千恵子〔ほか〕著　東

　京　凡人社　1989．4～5．2冊　26cm

　　　　　　　　　　　　〈KF45：一一一E20＞

’　Kanj　i　for　everybody

’みんなの漢字　Mqster　996　basic　kanji

　’in　91　anguages永松三千生著　東京

　アルク：1988．2　3冊　26cm

　　　　　　　　　　　　　〈KF47－22＞

NihongO　kana　，　’　・　．
日本語かな入門　国際交流基金〔編〕東

　京．国際交流基金　1979．12r1980．6

　9冊　26cm　アラビア語版　ビルマ語

　，塚　ヒンディー語版　イγドネシア語

　版・韓甲語版　ポルトガル語版　スペ

　イン語版　タイ語版、中国語版，

　　　　　　　　　　　　〈KF45’一E23＞

Today’s　JapaAeSe　kanji’．

よくi｝1かる常用漢字改訂英語版、今田『

　滋子〔ほか〕編著・東京　凡人社

　1987．12　507p　21cm

Grammer
　　　　　　　　　　　　〈KF71－E8＞

“EleMentary　Japanese”　granimatic　al

　notes

日本語初歩「文法説明　北海道大学日本

　語研究会編改訂札幌北二道出版

　傘画センター　1988・11231P　26¢n≧’

　　　　　　　L　・　〈KF71LIO7＞

Introduction　a　la　grammaire　japonaise

仏文日本文法入門　文化庁〔編〕．東京’

　大蔵省印刷局　1984．3107p　21cm
　（日本語教育研究資料）’

Local　dialects　．

　　　　　　　　　　　　〈YQ18－62＞

Map　explanations・

糸魚川言語地図　三三，柴田武〔著〕武

　蔵野　秋山書店　199013’4冊　31cm

　「地図集」「データ集」「解説編」「MaP

　explanations」に分冊刊行

Language・and　life

　　　　　　　　　　　　’〈KF143－E8＞

Nihongo　de　bizinesu　kaiwa

日本語でビジネス会話　初級編　日米会

　話学院日本語研修所著　東京　日米会

話学院日本語研修所1989．92冊
　26cm「．「本文冊」「英訳・文法概説冊」1

　に分冊刊行

　　　　　　　　　　　〈KF141－E29＞

Current　Japanese

Current　J　apanese　；intercultural　com－

　munication　日暮嘉子著東京　凡

　人社　1987．12・210p．．26cm．

　　　　　　　　　　　〈KF141－E28＞
Iptermediate　Japanese　．　’．an　．　integrated

　course　・

総合日本語中級　永谷信子著　東京凡

　人社　1987．9，256P　26cm．
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　　　　　　　　　　　　．〈KF・43・一E6＞．・b・y・nd・’th・鰍罪・・．望臆干著’

J・pan・・ef・r．、y・u　　・．・・ttt東京　tt・凡人社1986・・2晦26・m

∫ap・n・S・f・・y・u・the』a・t・f・・mmuni一　．一一．．　＿〈KF・41－E？2＞．

　6ati6n英文実用日本語大曽美恵’．Practical　through　role　play：fitiency　ip

．磁蹴編3瀞．聯官書店．。謄ご身・で学蹄ζんなとき何

　　　　　　　　　　　　〈KF141：一E47＞　　．と言いますか1．．．日本語教授法研究会

Jap’≠獅?唐?@life　today　』．‘　．・』．　　〔著〕東京凡入社1987・9．3冊

現代日本事情海外技術課刑錫会編．．．tt（別冊とも）26・m別舟〈2冊）：英

　東京スリー血目ネット．ワー．ク．　　訳塚，中国語旧版　』＿tt．・．、

1988112．161P　26・m旧本紹介シリ　　・・．．．．　・，＜KF141“E27＞

．一 Y）．一．．一　’　　S・i・nti丘・J・p罐・
　　　　　　　　　　　　　．＜YL21－S9＞．　留．学生のための基礎日本語科学用謂　田

Japanβse　made　possible．　　．1．　．．上由紀子著東京．凡人社1988・3

．まなびやすいにほんご　竹内博子著　東　　　2冊（付録とも）．26ごm

京凡人社・98？…．342・33P・’一　・．’・．…　SPANISH・

　　　　　　　　　　　　　　　　　．t　）　一26cm　・．，　一’　’．’　L．　．，

　　　　　　　　　　　　　〈KF141＋60＞．’　Language　and・life

’Japanesd　reading’Piogram，　with　basjc・　．　’．　．〈KR392－E5＞

　997　words’ ．i　’．・　”　’　．　Guia　medica一’

997語でよめる日本語　Chieko　Kano（ほ　　’医学用語の手引き．ラテ≧アメリ：カヲ

か〕嬬鯨北町書店・985・・0．．ミュニティー編蘇ラテンア刈
・260P・’grll　．’．』「IYL乞、二、。5＞・．潔ミユfテ∵8a61ゆ26「．

Mi・lib・Q・de一一J・P・nes　’　tt．．1．　一　．．．’〈KR391－23＞

わたしのにほんご172．白鳥幸子1．平．．Refranero　japones．

　本正江吝．2版．東京、凡人．社　　西三日．本ことわざ集．：山崎信点訳編　墓

　．1982．16冊（別冊とも）一3Qcm　　　　　都　山口書店．1985．10172p　21Cm．

　　　　　　　　　　，　　＜KF141－E6＞．　　　・．．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ENGLIS耳
Nihongo　survival　＄trategies　’

N面諭濫t饗舗、騨㎞n9叫．くKS35－1少
著東京，凡人社．・986・4．23rp　Engli・h　tn’ddl・・．advr・b・．a晦⑬r

　26cm　一　．一　一　’．　Japanesie　Stgdent’一，，
　　　　　　　　　　　　　．〈KF143－E2＞　　日英語の対照研究』英語中間冨1詞と日本

盛actica1』 iapanese　con章ersation．　語相当詞　ケネス．・L一．ジャクゾン著．

儲四三㌔繭甑．．膿雛藩京騨『贋．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・一一一　108　一



　　　　　　　　　　　　　〈KS49－83＞

」，apanese　vocabularY　speakers　＆

　readers

読んで話す日本語ボキャブラリ’Y

　AIistair　Setonほか著：東京　北星堂

　書店　1984．5227p』19cm

　　　　　　　　　　　　　〈KS14一’r－E34＞

Linguistie　qmbiguity　in　natural　lan－

　guage
Linguistic．　ambiguity．in’natural　lan－

　guage：．English　and　Japanese　Jose一

　’ph　F．．　K6Ss，西光義弘共著　東京　く

　ろ1しお出版．1989．12212p　21cm、

　　　　　　　　　　　　　〈KS21－E9＞
Studies　in　Ertglish　philology　in　honour

　of　Shigeru　Ono

英語文献学研究・小野茂博士還暦記念論

　1文集　琴宏7〔ほか〕編　東京　南雲堂

　1990．11．’515p　22cm

Language　and　life

　　　　一　〈KS61－118＞
、英語表現の真髄「朝日新聞」を英訳する

　レオ・J、ミーズ著　東京　朝日イブニ

　ングニュース社　1982．7’271p

　19cm
　　　　　　　　　　　　’　〈KS61－129＞

英訳・・朝日新聞今日の問題　朝日新聞論

　説委員室編’クリズ・ブ白ケット訳

　東京　朝日イブニングニュース社
　1983．4　・214p　19cm

　　　　　　　　　　　　　〈KS61‘E84＞

．　Alternati’ve　English

Alternative　Engiish　山岡清二の軍縮英．

　輩教皐．英語を四二しながら激動する

　国際情勢を読む　山岡清ご著・卑京　一

　にんげん社　1989．1226p　26cm

　　　　　　　　　　　　・　〈KS61－137＞

The　’Body　in　．English

からだの英語　ポール・スノ，・一ドン，土

　井真美共著　東京　ジャパンタイみズ

　1982．11　230p　19cm

　　　　　　　　　　　　〈KS61－121＞

Dan　Cordtz’s　econocast

英語経済ニュースを聴く　abc　special　1

　ダン・コーツ〔著〕ttt吉田健正，・三晃訳

，東京1グロ『 rエー社　1982．10155p

　19cm、（Businese　view別冊）

　　　　　　　　　　　　〈KS61－130＞

Dan　Cordtz’s　econdcast　2

アメリカ経済をつかむ英語経済；ユー

　スを聴く2　ダン・コrツ〔著〕‘吉田

　健正，三晃〔訳・注〕　東京．グロビュ

　一社　1983．4163p　19c　n（Business

・view別冊）

　　　　　　　　　　　　〈KS61－E74＞

An・English　dictionary　of　Japanese

　ways　of　tinking

日本人の考え方を英語で説明する辞典

　本名信行yベイ、ツ．・ホッファ編東京

　有斐閣　1989．3339．5p　lgc車

　　　　　　　　　　　　〈KS61－E185＞

English　of　BBC　newS　一

BBCニュースの英語生きたクイーン
　ズ・イングリッシュ　長沢彰彦著東

　京サイマ～レ出版会1991・r223P

　19cm（サイマルBBCライオン・g’リ

　「ズ11）

　　　　　　　　　　　　〈KS61－E86＞

The　English　・way　on　the　road

松本道弘の莱一道道中記．シリーズ1

　松本道弘著東四三出版．1988．7

．233p　19cm

　　　　　　　　　　・　〈KS62－E175＞

The　Four　sea＄ons　in　Japan　一

「日本の四季岬百娚・刈一・W・モ・

　アット著　東京　研究社出版　1989．
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　12　213p　21cm

　　　　　　　　　　　　〈KS61－134＞

Japanese　bptsiness　gl　ossary　i

日・‘ {・人・語　和英対訳．三菱商事広

　報室編東京東洋経済新報社
　1983．5　220p　18cm

　　　　　　　　　　　　＜KS61－134＞

Japanese　business　glossary　plart　ll　L

日・本・人・語　和英対訳　続　三菱商

　事広報室編　東京　東洋経済新報社

　1983．12一’242p　19cm

　　　　　　　　　　　〈KS61；一一E141＞

Newspaper　headlines　for　the　whole

　year
英字新聞ヘッドライン3651990年版
　阿部義明，’桝田啓介著　東京　語学春．、

　当社　1990．4395p　19cml’．一一　’i

　　　　　　　　　　　〈KS61－E141＞　・

NewsPaPer　headlines　fori・　the　ibvhole

　year
英字新聞ヘッドライン3651991年版．

　上半期’阿部義明，桝田啓介著　東京

　語学春秋社　1990．12196p　18cm

　　　　　　　　　　　　　〈KS61－97＞　一

Numbets　in　English　’　’　．
数の英語　松居司，plスノ．一ドン共著

鯨7ヤパンタ仏ズ1981・6
　219p　19cm
　　　　　　　　　　　　＜KS61－211＞

Numbers　in　English　’．　．
数の英語　松居司，・ホール’；スノ「・ドン

　共著　改訂新版　東京　ジャパンタイ

　ムズ　1987．6229p　19cm
　　　　　　　　　　　’　〈KS61－E138＞．

Outstandirig　world　events　’

ジャパンタイムズで読む1989年あ重大ニ

　ユース　ジャパンタイムズ編東京

　ジャパンタイムズ’1990．2205p

　19cm
　　　　　　　　　　　　　〈KS61－18＞

Review　of　1971　through　Japah　Times．

．　．　editorials

、ジャパンタイムズ社説集　ユ977年版～　　．

　ジャパンタイムズ編　東京　ジャパン

　タ’イムズ・1977．1～　　19cm（LivL

　ing　Englisih　series）

　　　　　　　　　　　　　〈KS61－14＞

Vox　populi，　vox　dei

蝉声人語’英文対照第28集（1977年春

　の号）～　朝日新聞論説委員三編　朝

　日イブごングニュ」一ス旧訳　東京　原

　書房　1977．5～　19cm

Conversation

　　　　　，　．　．　・．　〈KS62－79＞

Dialogue　in　Engli＄h

英語で話そう　知的対話とインタビュV

　小松達也著　東京　サイマル出版会㍉

　’1985．3’277p　19Cm

　　　　　　　　　　　　〈KS62－E172＞

Nagasaki　eigo　annai

ながさき英語．案内　、〔長崎〕．

　MUP（Mutual　Understanding’fbr・

　pe亀ce）〔1989〕31枚　26cTn’

　　　　　　　　．．・　．〈KS62一一TE41＞

Nippon：talking　about　JaPan，

日本を語る　日鉄ヒューセンデベロブメ・

　ント著　東京．アルク　1988．41・455p

　19cm

堕　　11
　　　　　　　　　　　　　〈KS63－56＞

一教師の英文修業門田茂樹著朝田俊
　夫編』〔福山〕tt〔開田’：茂樹〕1986．5

　252p　．22cm，

　　　　　　　　　　　i・　〈KS63－34＞

Japanese　to　English　 一．

D． D． D．

D，

D．

’鋭い英語表現「朝日新聞」を英訳する．続
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レオ・J．ミーズ著　東京　朝日イブニ

ングニュサス社　1980．12284p

19cm

　　　　　　　　　　　　　〈KS63L－39＞

News　in　English

ニユrズの英語　ポ「ル・スノードン，

　有井奈保子共著　東京．ジャパンタイ

　ムズ　1983．7ユ85p・19cm

GERMANY
German’　1tinguage

　　　　　　　　　　　　　＜KS273－E4＞．

Deutsche　Sprache“　und　Literatur　in

　Japan，　eingeschichtlicher　RUckblich

「旧本におけるドイツ語文化回顧展」三三

　ログ　IVG東京大会記念展覧会神

　品芳夫〔ほか〕編東京‘郁文堂、

　1990．8193p　126cm会期・会場：
　1990年8月26日～9月1日　詮議大学．

　三田校舎
Yiddish　’

　　　　　　　　　　　　　〈KS318－El＞

La　Gimnazio

筒等学校一、対訳　シャロム・アレイヘム

　〔著〕L．L．ザメンホフエスペラント・

　訳1時島安三郎日本語訳サカli，ト・

　ショージ注解　豊中　日本エスペラン，

　「ト図書刊行会1988　’．　6’102p　18cm

　　（モ六一ド新書8）

’　Languag’e’　and　life

　　　　　　　　　　　　　〈KS322－8＞

　　　　　　　　　　　　　VIII．．

Hundert　Fragen　uber　Japan　’

ドイツ人が日痴人によく聞く100の質問、

・柴由昌治〔ほか〕三六京三修社
．1983．5．　215p　18cm

ESPERANTO

　　　　　　　　　　　　　〈KT23－E7＞

GVidlibro　de　internacia　koresp6ndado

　．　por　’esperantistoj

エスペフンティストのための国際文通入

　門Krizantemo著豊中　日本Ptス
　ペラント図書刊行会1989．9．167P

．18cm（モバード新書9）

　　　　　　　　　　　　　〈KF71－118＞

Nihon’go　prova　versiQ　．，

Nihon’go　prgva　versioグルーポにほん．

　ご著　東京　うんど・ほび一お　1986．

　2　，140p　26cm　’

　　　　　　　　　　　　　〈KT23－E3＞

Socilingvistl’kaj　aspektoj　de　la　inter－

　nacia　lingvo

言語的多様性の中の国際語を考える　講

　出面〔東京〕．〔日本エズペラント学会「．

　エスペラ．ント発表百周忌記念日本委員‘

今〕　〔1986）205P　26cmエスペラ

　ント発表百周年記念社会言語学シンポ

　ジウム　主催：世界エスペラント協

会，日本エスペラン．ト学会会期・『 ?A．

』場：1986年8月5日～7白　こ1まばエ

　ミナース

LITERATURE

JAPANESE　LITERATURE

History　and　criticism

1G！leuajRgnggg1｝a11enzi　mon　t　’

　　　　　　　　　　　　〈KG58－Ell＞
An　lntroduct’奄盾氏@to’　the　Tale　of　Genji

源氏物語入門　広瀬ヰサ子著・．スーザ

　ン・タイラー訳’〔東京〕広瀬ヰサ子
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　1989．1221p　図版13枚　30cm．

坐
　　　　　　　　　　　　　』＜W84－1＞

Nawo　no　，iko

なをの遺稿謡曲の英訳林なを著
　〔鳥取〕’林正浩　1985．10層6冊　21

　cm　〔・1〕竹生島　〔2）安宅　〔3〕羽

　衣　〔4〕熊野〔5〕隅田川　〔．6〕道

　成寺

・9t　osi’

　　　　　　　　　　　　〈KG175－29＞

Le　ChrYsantheme　solitaite

ひともと菊奈良絵本　Paris　Biblioth・．

　eque　nationale　1984　33，76p　24cm

　バリ国立図書館蔵の複製

Haiku’

　　　　　　　　　　　〈KG721＝127＞

Ha’Liku　senryu　eiyakuko

俳句・川柳・英訳考　336句　香川清美著

　第2版　三野町（香川県）、香川清美

　1985．8　170p　27cm

AM｝c！ag！s；1．12gsygt　Bas　o　．　・sc’

　　　　　　　　　　　　〈KG262－E4＞

On　Basho’s　trail　to　t．he　north　・

ぼくの細道芭蕉実以見聞記　ロバー

　ト・リY‘ド著東京’窓社1987．5

　184p　22cm　’・
’1Rsygssauokan

　　　　　　　　　　　　〈KG271－15＞

Selected　haiku　of　Ry6kan　”

良寛の俳句抄良寛〔著〕．池谷敏：忠訳

　名古屋　精男声、1981．10　42p

　19cm

　　　　　　　　　　　　〈KG867－15＞

For　appreciating　Qkinawa　poems　or

　folk　songs

英和文琉歌鑑賞　伊佐三郎〔編〕訳　豊見

　城村（沖州県島尻郡）伊佐三郎．

　1976．7．　102p・　19cm

COLLECTIONS
Waka，　Tanka

　　　　　　　　　　　　〈KH9－644＞

Maple

楓合同歌集如月短歌会編Toronto
　IThe　Continental　Times　1975　222p’

　19cm’

旦麹　　．　　’・
　　　　　　　　　　　〈KHII－564＞

Anthology　of　translated　haiku

英訳俳句選集　常石芝青著　〔ロスアン

　ゼルス常石芝青1977〕’45枚．
　28cm’

　　　　　　　　　　　〈KHII－639＞　．

Dokuyaku　haiku　seisensyti　，

旧訳・俳句精選集　一人一句独乙語への

’誘い　牧野踏生馴　東京　永田書房’

　1985．10　179p　20cm

　　　　　　　　　　　　〈KH12r78＞

Senryfi

川柳英訳集　撫尾清明，アラン・クロケ

　ット訳　〔佐賀‘撫i尾清明）1981．7、147p

　18cm
Poems

　　　　　　　　　　　〈KH13－106＞

The・　Sorigs　of　Hiroshima

広島のうた　翻訳・編集：大原三三三

　改訂　広島　春陽社出版・東京　昭和

　出版（発売）1975’73P　21cm

趣　　　　　　　　　　　〈KH　17－145＞　・

Words　in　transit

日英対照リレーエヅセ’ 堰@Words　in

　transit谷川俊太郎〔ほか〕著．・東京

　大思羽書店　1985・10124P．1216卑．

eolk　literature
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　　　　　　　　　　　．．　〈KH22－E120＞
A　Coilection　of・　traditional　Japanese

　　folklore　・

e．本の伝課話集旧訳鶴見健一訳
　　東景　日本民話愛好会　1988．12275P

　　22cm

　　　　　　　　　　　　　〈KH22－E153＞

　The　Legends　of　Oyama　一　）’

小山の伝説　小山国際交流会〔編〕　〔小

　　山〕小山国際交流会　1989．5』22，25p

　　26cm

　　　　　　　　　　　　　　〈K耳22－E90＞

Notbhanto　minwaYuko　for　children’s

　．’pi．cture　book

能登半島廓齢金沢∫クリエイテh

　　プ・グルーヴィ　1987．12　7gP　25×

　　26cm

　　　　　　　　　　♂　　≦KH22二E160＞

The　Old　stories　in　Kibiji　’一

吉閉路のおはなし　総社．総社市文化振

　　興財団1988．3～12　2冊‘21cm
　　日・・中・英3か国併記

　　　　　　　　　　　　　　〈K耳22r720＞’
．’

nnce　upon　a　time　in　Japan

まんが二本昔ばなし　川内三三三編　ラ

　ルブ・』マッカーシー訳　東京　講談社

　1985．12～1986．122冊15cm
　　．（Kddansha　English　library）

　　　　　　　　　　　　　　〈W331－26＞

Ori－pass

昔ばなし大里峠　和装　関川村（新潟県）

　ふるさど昔ばなし刊行会〔19S6〕38p

　19cm’

Works　of　indivibula　authers

Abe，　Taeko

　　　　　　　　　　　　　〈KH36－203＞
Comme　un　arbre　’ ?氏@hiver

冬木の如く　2・“　）！　一九入○年　嗣部多恵

　．、旧著’京都東山書房1980．i2161p

　，i　22cM

　　　　　　　　　　　　　〈KH47－392＞　，

．Midhight　suite

、真夜中のための組曲層赤川次郎著　ギャ

　　ビン・フルー訳　東京　講談社　1984．

　10　190p・　15cm　（Kodansha．　English

　library）

Three　sist6rs　invegtigat6．　〈．KH47－44，3＞’．’

三姉妹探偵団　赤川次郎著　ギャビシ・

　フルー訳注．京　講談社’1985あ

　254p　15cm　（Kodansha　English
　library）

tpmtuta　R　unosuke

　　　　　　　　　　　　　　〈KH43－9＞
Der　KqPpa

瞳Akut・9’・・a－Ryun・・uk・〔著〕

驚驚東京騨19＄442‘
Arai，　Motoko

　　　　　　　　　　　　　〈KH57－157＞
A　Ship　to　the　stars

皐へ行く船新井素子著効ミ・アン

　ダーソン訳東京　講談社lg84．11・
　1’50p　15cm　（Kbdansha　一English

　library），

Atoda，　Takasi

　　　　　　　　　　　　　〈KH73＝一一244＞

Napoleon　crazy

ナポレhン狂阿刀田離スタンレ

ー・
g・ジ1ヨーンズ訳’ 結椏Q四

三f謙111岬aワshaEn曾’

Got6，　Seiiti・　’

　　　　　　　　　　　　・　〈US51：一1344＞

Essen¢e　of　365　of　JaPanese　mqnagemnt
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後藤清一の英和対照人生1級免許塾．胸

　うつ経営・人生直言365後藤清一著
　中野幾雄訳．〔東京〕　〔明日香出版社〕’

1986・i X365P，　’19cm．（アスカビジネ

、ス）

Hasimoto，　Kayoko

　　　　　　　　　　　〈KHI19－E62＞

R＄quiem

レクイエム　橋本圭好子句集橋本三好

黒門京．棘四季出版・9SS・・、・

214P　20・血

　　　　　　　　　　　〈KH129－215＞
Li・t・n　t・車y・・ng

吾が歌をきき綺へ林公枝，P．F．1・　olt－

m・q著’（横浜〕〔林公枝〕即8・11

　158p　19cm・．　　’l

Hi・ai・・Kazum・・孕”「．

　　　　　　　　　・　　≦K：H145一L648＞

Wolfcrest
　　　　　　　　　　　　　へ狼の記章　平井和正著　エドワード・り

　プセット訳東京　講談社　1985．9

　2冊15cm（KQdansha　En91ish
　library）

Hi・・6k摯．エ・k・・1

　　　　　　　　　　　　＜KH145－578＞

Le・Poignard　et　la　l　fleur　deρhrysanth－

　e「阜e

短剣と菊の花．広岡隆著　京都　嵯峨野

H灘叢耀0’26p19㌔，

　　　　　　　　　　　　＜KH145－627＞

’Two　sides　of　a　life：Nakimafo’s　haiku

　poems
人生裏表　広瀬泣麻呂俳句抄　日・英・．

　仏語句集1広瀬泣麻呂〔著〕・高田三九

　三〔訳〕　東京　日本詩人連盟・1984．7

　91P　19cm　　　　　　　　　　　　　　・

Iizirria，　Sanae

Mi血ight職ht、〈?齣≠P04＞

Midnight　upright・飯島早苗著東京

　JICC．出版局　1990．3153，74p・22

・m（宝卑ダン．クラ1シックプレイズ

　5）

Ikeda，　Yosito

　　　　　　　　　　　　＜KH177－257＞

Ruro　ho　uta

流浪の歌・池田淑人著・秋田　秋田魁新

　丁丁　1981．571p　19ρm「
’IKajt！ag1gg，．taoka，　Yosio

　　　　　　　　　　　　〈KH249－630＞・

Help　me　see　tl　e　sky　’・

1日じゅう空を見でいた1 ﾐ岡義男著
　ラルフ・F．マッカーシー訳　東京・講

　談社1986・6223P　15・rp，（K・d・n－

　sha　English　library）

Kawabata，　Yasunari

　　　　　　　　　　　　，〈KH254－5＞
T’??D　Existence　，and’　discovery　of　beatity

美の存在と肇見　川端康成著　バルド・

　H．ビリエルモ訳　東京　毎日新聞社

　、196980，109p　図版　19cm
　　　　　　　　　　　　＜KH254－25＞’

Japan，，　the　beautiful　an’d　myself・　，・

・．美しい日本あ私　その序説　川端康成著

　Tokyo　Kodansya　lnternational　1981

　74p　18cm
Kawai，　’　Etuyosi

　　　　　　　　　　　　〈KH　258－820＞

Deep　’calls　to　deeP

淵は淵と呼びかわす・英語と日本語の詩

　集　河合鍼善　〔一宮　河合銀善

　19．86），　88p　26cm

Klt1a1pg1a．ggtamura，　So．　 一・

D．
D．．

　　　　　　　　　㌧、〈K耳271－E3i6＞
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　Ode　to’joy

　Ode　to　joy　英訳・二野　北村想著　三

　　田地里穂訳　東京　而立書房　1989．9

　　63．，61p　2Pcm

K唖　　tt』
　　　　　　　　　　　　　〈KH271－55＞

A　Volcanic　island：the　soUnd　of　ni’ght

．火山島　木谷茂生著　東京　テアトロ

　　1970　43，44p　18cin

Kizima，　Hazime

　　　　　　　　　　　　　〈K宜271一36＞

Hands
－手　詩画集　詩：木島始　面：藤田談叢「

　東京・晶鮒．・1970図版25枚27

　cm
IKISggQngLSglpikgo　anei，　Sumiko

　　　　　　　　　　　．　’，〈KH279－E214＞

Ascending　．currents

垂直上昇気流　英・和歌集　小金井純子tt

　著’東京　小金井純子　1989．8135p

　20cm
M．．atida，　Keiko

　　　　　　　　　　　　fKH341一一323＞

The　Bliss　of　solitude

孤独のしあわせ　町田恵子詩・絵．東京

　リーベル出版，1986．1299p　27cm

鰭日々』購1982年刊）・　al改

，Mty1g1111ggL154tyg！ggatutaniMiok

　　　　　　　　　　　　〈K宜346T302＞

Little　Momo－chan　．　t’
1ちいさいモモちゃん松谷み’ D1子著
　M．バース英訳、東京．講談社　1985．「

7．111P’一　156m’（Kodansha　English

　library）

　　　　　　　　　　　．〈K耳346－303ジ
TvVo　little　girls　called　lida．

ふたりのイーダ松谷みよ・子著　ポーリ

　　ン・ブッシュ英訳東京，講談社
　　1985．7　263p　15cm（Kodansha　Eng－
　lish　libfary）　’

Meizi　Ten’no

　　　　　　　　　　　　〈KH346－114＞．
’A　voice　out　of　the　serene　・

雲上の声、英訳明治天皇御製集　明治天

　皇著斎藤秀三郎〔訳〕　〔東京〕幽

　SEGクラブ1977．・5138p　196m

　訳者没後半百年記念律儀版　原版：大

　正射年
tLCi＞dazawa，　Kenzi

　・　．　．　〈KH361－14＞
，　Wildcat　and　the　acorns

どんぐりと山猫　宮沢賢治童話集’宮沢、、

　賢治著・ジョン・ベスタ一意東京．

　講談社i98S．9165P　15。m
　　（Kodansya　EngliSh　library）’

AtliygsLRygkapi　Rk

　　　　　　　　　　　〈KH366－E187＞

Reriku

蕉風連句の原点　十三仏行を創る　三好

　竜肝著，東京　緑地社　1988．8　134p

　19cm（慈眼舎臣籍3）
Mlt11ptggug，Ugu1！girakami，　H　aruki’

D

　　　　　　　　　　　　〈K耳384「・411＞

Pi・b釦g73

1973年のピンボール　村上春樹著　アル

　フレッド●バーンバウム訳　東京　講

　談社’、1985．9215p”15cm（Kodan－

　sy．a　English　libtary）　’

　　　　　　　　　　　．　〈KH384－108＞

Blend　of　voices

AB：LEND　OF　．VOICES、牟礼’弥，ジェ

　ンマ』’ボニリア共著　京都　牟礼一弥

　1975・391p・図’．19cm　　　．　　　・、．

Naito，　Yosiko
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　　　　　　　　　　．・〈KH391マE37＞・

Haiku　．candles　，

灯火　句集　内藤芳子著　東京　永即書

　房1988．5196p・’20cm

pmt　k　a　Yoiti．

　　　　　　　　　　　　〈KH392－12＞

A　Moopflower　in　heaven

天の夕顔　国際板　中河与一原作　太田

　朗英訳　福田陸太郎仏訳　東京「．ζぴ

　あん書房・1980．9313p　20cm・

Nakamura，　Kitiepa．．QLt　’

　　　　　　　　　　　　〈KH413－145＞　．

A　Collection　of　haiku．　poems　by　Ki－

　chiemon　”c莱訳．■吉右衛門俳句集　村右利旧訳、東

　京　黎明図書出版　1981・．6　91p

　22cm　．　・．　，　・　一

1＞！ajt　igug，．9gsgkltume，　Soseki

　　　　　　　　　　　　〈KH426－42＞．

Botchan
、坊っちゃん’夏目漱石著’ Aラン・ター

　ニー訳、東京’講談社　1985．3243p．

鎚曲91蛤脚肝y）・
　　　　　　　　　　　　〈KH437－353＞

Winter　butterfly

冬の二二集西名晩秋著’東京　車原

社・98・・8．27・P12ゆ

Okada，　Tadasi

　　　　　　　　　　　　〈KH469－E47＞．

Migrateuts

渡鳥商田正〔著〕』 k東京　岡田正〕

　1988．2　91p　21cm

Ooka，　Makot．o一

　　　　　　　　　　　　〈KH487－167＞

Rocking　mirror　daybreak　’

揺れる銚の夜明け　連詩　大岡信，トマ

　ス航．ブイ’ツツシモ7ズ著．東京　筑摩

　書房　1982．12・100P・22cm
sait6，　Hirbsi　・

　　　　　　　　　　　＜KH519－E280＞

Isyokurin

移植林　詰集・斎藤旧訳　東京　斎藤正

子・99・・6、68132・36P幽 Q2・m

Saki，　Erinu

　　　　　　　　　　　　’〈KH525－406＞　．　’

Le　Poids　du　frqit　’

果実の重み　詩集　佐岐えりぬ著　ベル

ナル・・シト・エン仏訳棘風の蕎、

’薇・1984．4．‘129p　22cm　特装版

　　　　　　　　　　　　〈KH525－402＞　．

Le　Poids　du　fruit・．

果実の重み　土岐えりぬ著ベルナル’・

　シトロエン仏訳吏京風の薔薇

　1985．4’129p　21cm・
Sim．a．L］tYlgkgoko．　t

　　　　　　　　　　　’　〈KIEi5’55－E410＞

Invitation　to　a　new　yarn

招待・新しい流れへ　しま・ようこ，．Bar一

「b・・a　Summ・・h・wk著．東京土曜

　美術社1989．785p　21cm　内容』：

　大声で起こして．　Barbara　Summerh－

　awk著　しま・よう・こ訳．死を磨ぐ

　しま・ようζ著’Ba『ba胆Summerh一

’awk訳
Sirais’堰@Kazuko　’

　　　　　　　　　　　　〈KH561＝一一679＞

Buming　meditation

炎える瞑想　白石かずこ持　アラン・グ

　リー」ン画　ジョン・ソルト・訳’東京

　静一社　1986．1151p　21cm
．：tl）ajsagi．！ajgt1k　Taku

Boten＄chiffe　na，h　rts，．．gli，IH582－1049＞

遣唐船　高木卓〔著〕G：ツォr：ベル〔ほ

　か〕訳』東京駅稲田大学出版部
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　し
　　1985　．8　．　246p．　19cm　．’　’

za．kg?Iq，！gs14｛｝kada　TosikO’．・’〈kHssiT－E．ie3＞

The　Poems　of”soshiko　Takadh　’

　高田敏子詩集　東京　こ「ぴあん書房

　　1988Lll　46，28p　19cm

　メランコリーの川下り，詩集．谷川俊太

雛盤蹴1988・12100・
　！gtyyawada，　yoko

晦＿t血i鼎1二E48＞
あなたのいるζころだけ栂もない　多和

　　二葉高著’　Tubingen　Verlag　Claudia

小誌M呈187〕・121P　22cm

Saiada　annive，s’a，y　〈ISH612－E38＞

英熱熱巽念呈京俵羅薪

　社　1988．9　184p’　20cm

㍗’蜘迦，〈KH627－E7。〉．

Spring・horse　’

春の駒．鳥越一太郎，．鳥越浅子著　岡山

鳥越浅子’1987・6206Plg×26・m
・1Zatg1amaguti，　Sozinkan

　　　　　　　　　　　　〈KH698－155＞

Sojinkan’s　haiku　poem

xatp2gpgizL！y1gsalSgmanoi，・MasakO　〈kH7is－3635

For　warm　affection

　あつき情に　山野井昌子著撫尾清由訳

、9羅騨明〕、1984・9’　151P，

　Xat1n｛mp．1ty1iglggmato，　Mleko

’　・　．　〈KH723－251＞
Gentle　oc6ah

三蓋繍二1鑑羅，

　　　　　　　　　　　　　〈KH723－212＞

．舞岡エ礁大和ミエ子著

　　』高田三九三英訳　第4版改訂版　東京

￥6．！lllilli！ilililllillsii・E．it．f　i，；lll．thi・i985’4　i2gp．2igTn

　　　　　　　　　　　　　〈KH742r19＞
The　Best　s，cenes　from　Mus”aghi

r野饗㌔論・1醗
i2

堰D

№戟F，y）isCM’（1〈odansha　Engiish

　　　FRENCH　LITERATURE

Works
g1／Q！1［iglf2g！11audgi　Paui　〈yRi2Lios＞

Cent　phrases　pou’r　6ventails

百扇中占Paul　Claudel〔著〕東京　〔コ

　シバ社〕　1927　3冊，30×10cm
Glt11g1．11mpgglsllet，．　Francois　’．

　　　　　　　　　　　　　〈KR157－74＞
Le　Petit　i　theatre

』巨轍鯖畿鱗噛

Ve「hae「e雌
qKR、74－9、＞

LeS　H6ures　claires
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愛の時エミイル・エルハアラン著高

　村光太郎〔訳著〕’北川太「編　卑京

　アムリタ書房　1986’．4．176p・23cm

　　ITALIAN　’LITERATURE　’

Works
pmt　t　lione　Baldassarre’1

　　　　　　　　　　　　〈KR323－17＞・

Baldassarre　Castiglione　il　Cortegiano

カろティリオrネ宮廷人　Baldassarre

　castiglione著‘清水純一〔ほか〕訳註

　東京’東海大学出版会』1987．2938p

　22cm（東海大学古典叢書）

’　SPANISH　tlTERATU’RE．

Wo’窒汲

ltls｝11eggs－Ei1al！lg，LIIgsgt1a1asFilardoPascual

　　　　　　　　　　　　　ぐKR494－14＞

La　Nina　del　JapoP　．．，　1．

白本四　パスクアル・ベネガス・フィラ

ル階近松左右柴山了潔涼都
　京都外国謡大学イスパノアメ・り力研究

　室　1968層．75p』19cm

pORTUGUE＄E　LITERATURE

WOrks
Alcoforado，　Mamptanna’

　　　　　　　　　　　　　＜KR53ユー6＞

The　Letter＄，　Qf　a　Portuguese　Nun，

　Marianna
潔・yトガル文M・・ianp．・Al・・f・・ad・・　・

　！著〕可児百合子r竹中静子共編　東

　京　二三堂　1981．8　132p　19cm．
，mptraes，　Wenceslau　de

　　　　　　　　　　　　　〈Y49－2001＞

Oyone　to　Koharu

オヨネとコハルヴェンセスラウ・デ・
　　モラエス〔著〕高橋榔彦，深沢暁訳注

　東京　大学書林　1986．10　157p’

　19cM’

　　　ENGLISH’LITERATURE　・

History

　　　　　　　　　　　　　〈KS74L177＞

Igirisu　Rue．naissance

ズギリ．ス・ルネサンスー詩と演劇　小津

　次郎教授還暦記念論隼’東京　紀伊国

　屋書店　1980．8’204，149，8p　226m

Criticism’s　I

St！｝ajsgspea1g．YSLI1！ig1uhkseareWilliam

　　　　　　　　　　　　　〈K，　S131r155＞

聯蹴㌔ミオとジエリエヅト

　　森本富美子著　〔東京〕　〔森本富美子〕

　　1975．7　126，138p　21cm

　　　　　　　　　　　　　〈KS131T46＞

Lovers　iri　light，　RQmeo　and　Julie’t

tt

�ﾌ中の恋人　ロミオとジェリエット

　　森本富美子著　〔東京〕　〔森本富美子〕

　　1975　126，138p　21cm

　Cellections

　Poems　i　　　　　　　　　　　　’＜KS　141－E28＞．

　A　Hundred　famous　English　pdems

　イギリ1z．名詩選平井正穂編　三景岩

　　波書店　1990．234gP　15cm（岩波文

　　庫）　　　　、

　　　　　　　　　　　　　〈KS　141－E36＞・

　A　Hundred　famous　English　poems

．イギリス名詩選　平井正穂編　東京　岩．

　　波書店i99・・134gP、』19・m（ワイド

　　版岩波文庫）

　Mother　Goose

　　　　　　　　　　　　　〈KS164－285＞

　Mother　Goose　．

マザー・グーズ谷川俊太郎訳和田誠‘
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　　絵鯨謙社‘・98・．・7一・・「4冊　　　　　＜KS、52＿39。＞

　　15cm，（講談社文庫）　　　　　　　　　Oddity’．

　　　　　　　　　　　　〈KS164・一E240＞　オディティ　デビッド・・ボウイ詩集　デ

Off　gff、　Mother　Goose　　　　　．　　　　ビッド・ボゥイ〔著〕北沢杏里訳　東

オフ’オフ●マザr・グ二二誠訳　京シンコー・ミュージ．ック・985．・

　　東京　筑摩書房’1989．10’「181p　26　　227p　21cm’

　　cm　　　　　　　　B・；…R・bert　　』1唱
Works

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈KS152－26＞’
’B6atles　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Pbetry　of　Robert　Burns・．

　　　　　　　　　　　’〈KS141＝124＞・バ“｝・バLンズ自然と姓・・バ

The　B・atleS　　　　　　’トゾーンズ〔著〕・轍利夫訳注
ビLトルズ詩集岩谷旧訳東京　シン　　東京三三書房1971336　P　図

　　　　　ヘ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ

　　コー・：ユージック、1985．4261p　　　肖像22c〕m

　21cm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈KS　152－27＞層
　　　　　　　　　　　　〈KS141LE29＞』　Songs　of　love，

Complete　ly・i・．・・f　th6　B・at1・・，　愛の詩集バーンズ〔著〕・吉騰訳詩一．

．ビ茶gルズ全詩集・内畝美子訳東京「註・解説棘・吾妻翻・97・・8・P

盗「’ミユマrツ71990’5469Pci誌面　　　L
　　　　　　　　　　　　〈KSi41－E3＞　　　　　　〈KSi53－E57＞・
Ly・ics・f　th・Beat1・・　　　　Th・Child・en’，・st。，y

lビニト1・ズ詩集岩谷庶集4三三23分間の奇跡ジェームズ・’クラベル著

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　青島幸男訳東京’集三社198S．7　S　IN　．‘ンンヲー》一ジッタ1987・5

271P　21・m　　　　　　180P　16Cm・’（集英社文庫）
旦鞄・、　　　　　Cresswe11，　Beat，ice　F．、

　　　　　　　　　　　　〈KS152｝354＞　　　　　　≦KS153－294＞
The　Haunted　d・11h・u・e　　　Th・R・y・l　p・・9・ess・f　King　P。pit。

サラ．人形の家テリー・バLガ「・・デペピト王さま媚険宛ト・グリサ

　ヴィッド・バーガー著長南洋一三　　ウェイ絵ベアトリズ．クレスウェル

猛講談社1983．1293P21×鷺’誌翻…誰』
B・1・n・・Marc　　　　　　旦aLgl！．1g1＞ul　Dar　1，

　　　　　　　　　　　〈KS152－rE57＞　　　　　　　　　　　　　　　〈KSI58－418＞’

Marc　Bolan・IYrics　　、　　　　　　　Hall　and　Oates

マ「ク・ボラン詩集　ボこン・トゥ・ブ　　ホールアンドオーヅ詩集　中川五郎訳’

ギ中川五郎訳東京シンコー・ミ　東京シンコー・謡＿ジッタig86．．

ユージツク1♀88・6．223P21・血・　1143P「・2i・m 　，
Bowi・・David　　　　　旦三
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　　　　　　　　　　　〈KS158－24＞
Interlopers　at　the’Knap　　』

ホ＝ル家例邸の廓魔者Thomas
　HardY著．宮田旧訳東京千城書

　房1971120p肖像19cm

　　　　　　　　　　　之KS161・：一108＞

Billy　Joel，　lyrics’

ビリー・ジェエル詩集　1971－1986　山

　本安見訳　〔東京〕CBS／Sony’songs

　1987．3　285p．21cm
Kuntz，　Robert

　　　　　　　　　　　　〈KS　162－27＞

20Dreams
ロバー『 g・クンツ詩集　矢口以文訳　札

　幌　創映出版　197455p．21cm・
L・摯glan岬ilii・m　t一．

　　　　　　　　　　　〈KS163－155＞

The　Vision　of　Pie尊the　p16Wman

農夫ピアースの夢　ウイ・リデム・ラング
　　　　　　　し　　　　　　　　　　ミ
　．ランド〔著〕　柴田忠作訳註’東京　東”

　海大学出版会1981．3・873p　22cm
　　（東海大学古典叢書）

　　　　　　　　　　　〈KS　164－E273＞

Song　of　lion　　　　　　．　　　　　　　’　，

ライオンのうた　Message　through　Bob

　Marley　Bob　Marley　g著〕バンブー・

　スタジオ編　東京　チャタ「ラ・ブッ’ク

　ス　1989．6　140p’26cm

塑　　　　一
　　　　　　　　　　　　くKS16477g＞
In・・mni・6・the　d・vil・t・1ti・g・

不眠症あるいは飛び跳ねる悪魔へγ、

　リー・ミラー著．吉行淳之介訳　卑京

　読売新聞社F1975　100p（図・肖像共）

　29cm．
Milton，　John

　　　　　　　　　　　〈KS　164－259＞

Milton’s　Comv＄

ミルトンのComus，ミルトン著・私市’

　，元宏訳注京都‘．山口書店　1980　．．4　・

　241p　22cm

幽し旦・．
　　　　　　　　　　　　〈KS　165－2＞

Pltim　blossoms

梅の園　福岡の生活と印象　詩集　エド

　ガー・Eノ』エル著’木村秀明訳　福

　岡九1州文学社196878P・図版’・

　196m
1t2iu！gLI！1gysk　Fi　d

．．

　　　　　　　　　　　〈KS141－E25＞
’　Pink　Floyd　“Lyricsi”

ピンク・フロイド詩集肥田慶子訳　東

　京シンコー…｝・．・1ジッタ・　1990．3

　257p　21cm
Queen

　　　　　　　　　　　　＜KS　141－133＞

Lyrics　of　Queen

・クイーン詩集山本安見訳　東京　シン、

　コー・．ミュージッ．ク　1986二8261p

　21cm
．’

hBgtg｛1，J11er！2e11一111gyza11！ad，　Herbert　Edward

　　　　　　　　　　　　〈KS　169－79＞　’

Mutations　of　the・phoenix

フィーニクスの変谷　ハ白バート・リー

　　ド著和田簿三島東京沖積傘
　1980，3　61p　23cm

pmtll　Stones
　　　　　　　　　　　　〈KS　141－129＞

Lyrics　of　．the　Rolling　Stones

　ロ＿リング・ストーンズ詩集　山本安見、

　訳’東京シンコー∴ミ’ユージック

　　1985．5　271p層21cm　旨
St11ajsgspgalsiYS！11！IQ1nhkeseareWilliam

　　　　　　　　　　　　〈KS171－357＞
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　ShakesPeare

　シ手イクスピア名言集　斎藤祐蔵編訳

　東京大修館書店1982．9259p
　20cm

Sit1pgp－fgmon＆．　Gearfunkel．’

　　　　　　　　　　　　〈KS　171－475＞
Simon　＆　Garfunkel

サイモン＆ガーファンクル詩集　山本安

　自噴　東京　シンコー・ミ4一一ジッタ

　1983．7’195p　18cm　（Rock　bQok）

・st1eyggsgu．1tevenson　RobertLOUigB奄№?奄n7：r－402＞

A　Child’s　garden　of　verses

子供の歌園　R．L．ステイLヴィスン作

　塗木桂子訳注　河内長野　バードラト

　リ協会　1982．6187p．18cm
旦2、．

U2’lyrics　”　．’　・．〈K＄141－Elo＞’

u2詩集　ヨ斗ユア・トゥリー，中川五

　旧訳　東京、シンコー・ミュ「ジッタ

　1988．5　219p　21cm
－WYYgg［ler．S1eyigonder　Stevle’

　　　　　　　　　　　　〈’KS175－311＞

Stevie　Wondef　lyric’s

スァィービ「・ワンダー詩集　景山民夫

　訳東京．シンコー■一ミュージック
1987．1　’ @238’吹@，一　21cm

　　GERMAN　LITI　．RATURE　’

Histoty

Haiku

　　　　　　　　　　　　〈KS334－88＞
’Deutsche　Haiku

ドイツ・ハイク小吏　比較文学の視点よ

　り．加藤慶二著東京永田書房
1986．3　120，67p．　’22cm

Works

H．　einrich，　Michard　W．

　　　　　　　　　　　　　〈KS398－52＞
・wenn　die　Meise　singt・L・

　さへづり　句集一リヒアルト・W．　．＞xイ

　・ンリッヒ作．甲斐生噛選及び訳．東京

　　浜発行所．1985．10178p　20cm
lt！£11pgg－S｝11p11in　e　G　th・

　　　　　　　　　　　　　〈KS412L34＞

Ikarustraume

イカルスの夢　第五句集　ギ子ンター1

　　クリンゲ著　加藤慶二訳　東京　永田・

　書房1986．4．200P・22cm

　　　　　　　　　　　　　〈KS412－19＞

Morgengang　im　Wald：Haiku　Sam－

　mulung
朝の森に　第四句集　ギュジター・クリ

　ンゲ著H．ッァヘルト，’加藤慶二訳

1「篇緑地社脚・7　236・25P

　　　　　　　　　　　　　〈KS412r15＞
Den　Reg’?氏@lieben－Haiku－Samtnlung

云いとし，第三句集．ギュンター．・クリ

　ンケ著　H．ヅァヘルト訳東京　角

　川書店11978．3．212122p　22cm

　　　　　　　　　　　　〈KS412－11＞

Rehe　in　der　N　acht　：　Haiku　Samtnlung

三夜の豪儀2句集ギュンター・クリ

　ンゲ著　H．ツァヘルト訳柳田知常

灘濠，町回1975192・エ9P・

　　　　　　　　　　　　〈KS412－E7＞

Steingartenstille

石庭に停つ　第六句集　ギュンター・ク

　・リンゲ著’霜野慶二訳．東京　永田書

房1990・4275P．22・m

　　　DUTCH　LITERATURE　．

Works
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Multatuli　’

　　　　　　　　　　　　〈KS446－El＞

Max　Mavelaar

マヅクス・ハーフェラ山ル・ムルタテユ

　一り〔著〕』渋沢元則訳窪　東京　大学

　書林1989．2．「249p　19cmオラン
　ダ語・英語・フランス語・インドネシ

　ア語併記・・　　　　1　．　　’．一

Ti血mermans，　FeliX

　　　　　　　　　　　　　〈KS446－5＞

Adagio
アダージ自　フェリックス・ティンメル

　　　　　　　　　　　　　　IX．’

　　　　　　LIBRARIES

　　　　　　　　　・一　〈ULII－E17＞

The　lmpact　of　new　technology　on

library　service，　o．rganizatign　and，．

　management．　沃
図書館に与える新技術の影響サービス，．

　組織及びマネージメント　19S8金沢

　工業大学ライブラリ「ヤンター編．

　野々市町（石川県）金沢工業大学出版

　局1989．3「一1．冊30cm　・会期：

　1988年6月9日～11日．

　HISTORICAL　TREATMENT
．Un’奄狽?п@States

　　　　　　　　　　　　．〈uLlsl－El＞

Japan　honors　America　，

rk

　マシス〔著〕久常満江訳　ティルト

「ラノー，198Q　90p　，25Cm』

　　DANISH　LITERATURE

Collectign

　　　　　　　　　　　　〈KS496－15＞　’

Dansk　Litteratur，　en　tosproget　Anth－

　ologi　’

デンマーク文学作晶集　東京　東海大学

串糎会1976607ポ22・m藍修・
　F．弾唄レスコウ・ヤンセγ，牧野不二

　雄

LIBRARI［ES

rk

日本の栄誉をえた米函人　図書館人6人

　の叙勲　シ．オドア・F．ウェルチ三三

　田治樹訳Dublin（アメリカ合衆国）∫

QCLC　Online　Computer　Library　Cen－

　ter　c1988　26，，26p　23cm

　　　　PRESERVATION　．　，　．

　　　　　　　　　　　　〈UL755－E4＞

Pro6eedings・’ Uf　Japan－Britain　joint

　seminar　oh　archi’ves　1989　．

記録史料の保存利用に関する．日英セミナ’

一の記録「記録鮒の鮪利用に関

　する日英セミナー」実行委員会編東
　京　「記録史料り保存利用に関する日、

　英セミナー」実行季員今　1989．12・94　．

　p　26cm　期日：1989年1月乞5日

rk
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