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総記

018/A57 専門図書館探訪
あなたの｢知りたい｣に応える
ガイドブック

靑柳英治, 長谷川昭子共著 ; 専門
図書館協議会監修 勉誠出版

080/To82/849 明史選挙志. 2 明代の学校・科挙・任官制度 井上進(1955-), 酒井惠子(1974-)訳 平凡社

080/To82/909 クレットマン日記
若きフランス士官の見た明
治初年の日本

ルイ･クレットマン(1851-1914)(Louis
Kreitmann)[著] ; 松崎碩子訳 平凡社

081/C64/1564 物語　カタルーニャの歴史 知られざる地中海帝国の興亡田澤耕(1953-)著 中央公論新社
081/C64/2570 佐藤栄作 戦後日本の政治指導者 村井良太(1972-)著 中央公論新社
081/C64/2573 公家源氏 王権を支えた名族 倉本一宏(1958-)著 中央公論新社
081/C64/2572 日本の品種はすごい うまい植物をめぐる物語 竹下大学(1965-)著 中央公論新社

081/C64/2571 アジア経済とは何か
躍進のダイナミズムと日本の
活路 後藤健太(1969-)著 中央公論新社

宗教・哲学

160.2/To75 西教東漸と中日事情
拝礼･尊厳･信念をめぐる文
化交渉 陶徳民(1951-)著 関西大学出版部

181.236/I76 曇鸞浄土教形成論 その思想的背景 石川琢道(1976-)著 法蔵館
181.4/Ma61 ｢空｣論 空から読み解く仏教 正木晃(1953-)著 春秋社
182.15/Su28 近世の女性と仏教 菅原征子(1942-)著 吉川弘文館

182.812/N71
今に通じる教えを3分で学ぶ日本の
名僧 その生涯と言葉 日本の名僧研究会編 双葉社

183.08/Ko51 宋版思渓蔵を現代に蘇らせて
宋版思渓蔵復刻本完成祝賀
会記念 国際仏教学大学院大学編集 国際仏教学大学院大学

183.081/Sh64/16-2 中論. 下 丹治昭義(1932-)校註 大蔵出版

183.13/Ko51
法道寺蔵天平写経雑阿含経. 巻第
36, 岩屋寺蔵思渓版高僧伝. 第1

国際仏教学大学院大学日本古写経
研究所編集

国際仏教学大学院大学
古写経研究所

183.16/J27 ジャータカ物語 入澤崇(1955-)著 ; 丸山勇(1936-)撮影本願寺出版社
186.1/Ta84 近世地方寺院経営史の研究 田中洋平(1976-)著 吉川弘文館
186.1/H76 古代寺院史の研究 菱田哲郎(1960-), 吉川真司(1960-)編思文閣出版
187.1/Mi96 ミズノ先生の仏教のみかた 水野敬三郎(1932-)著 講談社
188.387/Sh62 真言密教阿字観瞑想入門 真言宗智山派智山文化センター編著善通寺勧学院

188.408/I76
浄土宗全書の底本ならびに諸版に
ついて 石川琢道(1976-)[著] [石川琢道]

188.408/I76
浄土宗全書の底本ならびに諸版に
ついて 石川琢道(1976-)[著] [石川琢道]

188.408/I76
浄土宗全書の底本ならびに諸版に
ついて 石川琢道(1976-)[著] [石川琢道]
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宗教・哲学

188.61/Y91 精進料理考 吉村昇洋(1977-)著 春秋社

188.658/So59 宗龍禅師研究論集
大而宗龍禅師顕彰会発足十
周年記念 大而宗龍禅師顕彰会編 考古堂書店

210.0/D24/2-29 大日本史料. 第2編之32 東京大學史料編纂所編纂 東京大学史料編纂所

210.0/Sh89/R6-8 楽只堂年録. 第8
[柳澤吉保(1658-1714)著] ; 宮川葉
子(1947-)校訂 八木書店

210.0/Sh89/K2-11 経覚私要鈔. 第11
[経覚(1395-1473)著] ; 小泉宜右
(1933-)校訂 八木書店出版部

210.4/Sh18 戦国期武田氏領の研究 軍役･諸役･文書 芝辻俊六(1941-)著 勉誠出版
210.5/Ka81 カピタン最後の江戸参府と阿蘭陀宿歩く､異文化交流の体現者 片桐一男(1934-)著 勉誠出版

288.3/O91 大内氏の世界をさぐる 室町時代戦国日本の覇者
大内氏歴史文化研究会編 ; 伊藤幸
司(1970-)責任編集 勉誠出版

289.0/J52/298 阿倍仲麻呂 森公章(1985-)著 ; 日本歴史学会編集吉川弘文館

289.0/J52/299 経覚
酒井紀美(1947-)[著] ; 日本歴史学
会編集 吉川弘文館

社会科学

366.0/I39 平和を欲すれば正義を培え
写真で見る国際労働機関
(ILO)の歴史 : 1919～2019年

ILO刊行物制作班(PRODOC)英語版
制作 ; ILO駐日事務所日本語翻訳 ILO駐日事務所

369.3/I44 災害記録を未来に活かす
今村文彦(1961-)監修 ; 鈴木親彦
(1980-)責任編集 勉誠出版

自然科学

449.8/J52/2020 神宮暦. 令和2年 神宮司廳編纂 神宮司庁
469.9/Ka84 ポリネシア海道記 不思議をめぐる人類学の旅 片山一道(1945-)著 臨川書店
469.9/N91 家族の人類学 マレーシア先住民の親族研究から助け合いの人類史へ信田敏宏(1968-)著 臨川書店

工学

521.8/J16 越前丸岡城の門遺構 調査報告書 若越建築文化研究所編集 若越建築文化研究所

文学

910.2/Ma74/2 古典文学の常識を疑う. 2 縦･橫･斜めから書きかえる文学史松田浩[ほか]編 勉誠出版
913.6/N34 中島敦展 魅せられた旅人の短い生涯 神奈川文学振興会編集 県立神奈川近代文学館

歴史･伝記･地理地誌
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文学

913.6/To93 日本SF誕生 空想と科学の作家たち 豊田有恒(1938-)著 勉誠出版

929.8/Ma29/2 インド神話物語マハーバラタ. 下

デーヴァダッタ･パトナーヤク(1970-
)(Devodutt Pattanaik)文･画 ; 沖田瑞
穂(1977-)監訳 ; 村上彩(1960-)訳 原書房

929.8/Ma29/1 インド神話物語マハーバラタ. 上

デーヴァダッタ･パトナーヤク(1970-
)(Devodutt Pattanaik)文･画 ; 沖田瑞
穂(1977-)監訳 ; 村上彩(1960-)訳 原書房

参考図書

R020.3/Sh96/2019 書誌年鑑. 2019 有木太一(1968-)編 日外アソシエーツ
R027.8/Ka48 浄土宗七祖聖冏と関東浄土教 常福寺の名宝を中心に 神奈川県立金沢文庫編集 神奈川県立金沢文庫


