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1

日本女性史 第3巻 近世

2

Understanding second language acquisition : pbk (Oxford applied linguistics)

3

事件のなかの子どもたち : 「いじめ」を中心に (子どもと教育)

4

日本古代人名辭典 第7巻

5

残されていた原始の海 : オーストラリア西海岸/奇岩にひそむ大気の謎 : 中国・大石灰岩地帯 2 (NHK地球
大紀行:2)

6

水の惑星・奇跡の旅立ち/引き裂かれる大地 : アフリカ大地溝帯 1 (NHK地球大紀行:1)

7

官公庁事典

8

ポスター・歴史編 (世界のグラフィックデザイン:2)

9

ヴィジュアルコミュニケーション (世界のグラフィックデザイン:1)

10

仙台市小学校社会科年間指導計画 平成8年度

11

巨大山脈の誕生 : ヒマラヤ・アルプス山脈/巨木の森・大地を覆う : ボルネオ・アメリカ大森林地帯 3 (NHK
地球大紀行:3)

12

日本古代人名辭典 第6巻

13

日本古代人名辭典 第5巻

14

日本古代人名辭典 第4巻

15

日本古代人名辭典 第3巻

16

日本古代人名辭典 第1巻

17

日本古代人名辭典 第5巻

18

日本古代人名辭典 第2巻

19

広辞苑 第4版 机上版 [並装]

20

日本古代人名辭典 第7巻

21

日本古代人名辭典 第1巻

22

社会学文献事典

23

岩波哲学・思想事典

24

授業のための日本の音楽・世界の音楽 : Hello! world music

25

スタイル・アナリシス : 綜合的様式分析--方法と範例 2

26

性格心理学ハンドブック
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27

学習情報の提供と活用 (生涯学習テキスト:9)

28

学習プログラムの技法 (生涯学習テキスト:4)

29

集合学習の展開 (生涯学習テキスト:3)

30

自分をまもる本 : いじめ、もうがまんしない

31

生涯学習化社会の教育計画 (日本の教育:第1巻)

32

経済学辞典 第3版

33

社会教育・生涯教育関係文献目録集 2

34

諸外国の生涯学習 (叢書生涯学習:9)

35

資料・教育基本法 : 成立時および関連諸資料

36

政治史 2 (体系日本史叢書:1-3)

37

アドバタイズメント (世界のグラフィックデザイン:4)

38

国立民族学博物館十年史資料集成 [本編]

39

国立民族学博物館十年史資料集成 付録

40

現代教育学事典

41

六法全書 平成13年版 1

42

明治・大正・昭和翻訳文学目録

43

政治史 1 (体系日本史叢書:1-3)

44

政治史 1 (体系日本史叢書:1-3)

45

文法と文法指導

46

六法全書 平成13年版 2

47

親たちが語る登校拒否 : 108人のノンフィクション

48

文法と文法指導

49

日本語百科大事典

50

新社会学辞典

51

日本の文化地理 第14巻 広島・山口・島根

52

日本の文化地理 第16巻 福岡・大分・佐賀・長崎

53

日本の文化地理 第18巻 日本総論

54

大辞林 第2版 机上版
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55

日本の文化地理 第8巻 静岡・山梨・長野

56

日本の文化地理 第6巻 東京

57

日本文化研究国際会議議事録 [2]

58

哲学事典 [改訂新版]

59

哲学事典 [改訂新版]

60

日本全史 : ジャパン・クロニック

61

日本の文化地理 第13巻 兵庫・岡山・鳥取

62

政治史 2 (体系日本史叢書:1-3)

63

自治の創造と公共性 (叢書生涯学習:6)

64

世界伝記大事典 : 日本・朝鮮・中国編 2 かと-さ

65

世界伝記大事典 : 日本・朝鮮・中国編 3 し-つ

66

社会教育実践の現在 2 (叢書生涯学習:3,4)

67

自己教育の思想史 (叢書生涯学習:1)

68

世界伝記大事典 : 日本・朝鮮・中国編 1 あ-かつ

69

日本の文化地理 第5巻 神奈川・千葉・埼玉

70

日本の文化地理 第2巻 青森・秋田・岩手

71

世界伝記大事典 : 日本・朝鮮・中国編 4 て-ほう

72

世界伝記大事典 : 日本・朝鮮・中国編 5 ほく-わ

73

世界伝記大事典 : 日本・朝鮮・中国編 索引

74

宮城県の昭和史 : 近代百年の記録 上

75

宮城県の昭和史 : 近代百年の記録 下

76

政治史 2 (体系日本史叢書:1-3)

77

政治史 2 (体系日本史叢書:1-3)

78

文法と文法指導

79

日本の文化地理 第12巻 大阪

80

日本の文化地理 第4巻 茨城・栃木・群馬

81

哲学事典 [改訂新版]

82

日本古代人名辭典 第3卷
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83

日本古代人名辭典 第4卷

84

オリエントの遺跡

85

万有百科大事典 別巻1 日本大地図

86

日本文化研究国際会議議事録 [1]

87

日本の文化地理 第3巻 宮城・山形・福島

88

日本の文化地理 第7巻 新潟・富山・石川・福井

89

日本の文化地理 第10巻 京都・滋賀

90

日本の文化地理 第15巻 香川・徳島・愛媛・高知

91

韓日交流二千年

92

宮城県百科事典

93

中華人民共和國地質図集

94

日本の文化地理 第17巻 熊本・宮崎・鹿児島・沖縄

95

生活を変えた産業革命 : 1850 (カラーイラスト世界の生活史:15)

96

画報近代百年史 復刻版 1

97

画報近代百年史 復刻版 2

98

画報近代百年史 復刻版 3

99

画報近代百年史 復刻版 4

100 画報近代百年史 復刻版 5
101 画報近代百年史 復刻版 6
102 家のしるし (伝承デザイン資料集成:商家諸職篇. 日本のしるし:1)
103 諸業種家じるし (伝承デザイン資料集成:商家諸職篇. 日本のしるし:2)
104 商品・業種のしるし (伝承デザイン資料集成:商家諸職篇. 日本のしるし:3)
105 火消・船・講・まじないのしるし (伝承デザイン資料集成:商家諸職篇. 日本のしるし:4)
106 白頭山
107 万有百科大事典 別巻3 人体大地図
108 ヨーロッパ歴史統計国家・経済・社会 : 1815-1975 上
109 Principles of mathematical analysis 3rd ed., international student ed
110 世界美術大事典 6

4 / 16 ページ

書名

No.

111 世界美術大事典 5
112 世界美術大事典 1
113 世界美術大事典 3
114 世界美術大事典 2
115 世界美術大事典 4
116 情報社会とコミュニケーション 5 (情報デザインシリーズ:Vol.5)
117 グラフィックデザインの視点と発想 3 (情報デザインシリーズ:Vol.3)
118 情報の宇宙と変容する表現 6 (情報デザインシリーズ:Vol.6)
119 現代化算数指導法事典
120 世界言語文化図鑑 : 世界の言語の起源と伝播
121 知られざるレオナルド
122 東北古代彫刻史の研究
123 美の源流先史時代の岩面画 (フィールド・ワークの記録:2)
124 美術の歴史 : 絵画・彫刻・建築
125 ブリューゲル全作品
126 米づくりの村 : 写真集
127 目でみるリハビリテーション医学
128 目でみる動きの解剖学 : スポーツにおける運動と身体のメカニズム
129 病気の地図帳
130 目でみるリハビリテーション医学 第2版
131 言語と認識
132 吉川神道の基礎的研究
133 幕藩制国家解体過程の研究 : 天保期を中心に
134 言語と人間 (現代教科教育学大系:2)
135 思想史の方法と課題
136 海外交通史話 増訂版
137 仙台藩農政の研究
138 自然 (講座日本思想:1)
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139 知性 (講座日本思想:2)
140 資料・教育勅語 : 渙発時および関連諸資料
141 資料・教育基本法 : 成立時および関連諸資料
142 時間 (講座日本思想:4)
143 美 (講座日本思想:5)
144 秩序 (講座日本思想:3)
145 目でみる脳 : その構造と機能
146 中世政治社會思想 上 (日本思想大系:21,22)
147 寺社縁起 (日本思想大系:20)
148 中世政治社會思想 下 (日本思想大系:21,22)
149 幕末政治論集 (日本思想大系:56)
150 往生傳/法華驗記 (日本思想大系:7)
151 渡邊崋山/高野長英/佐久間象山/横井小楠/橋本左内 (日本思想大系:55)
152 世阿彌/禪竹 (日本思想大系:24)
153 近世藝道論 (日本思想大系:61)
154 近世科學思想 上 (日本思想大系:62,63)
155 本多利明/海保青陵 (日本思想大系:44)
156 佐藤一齊/大鹽中齊 (日本思想大系:46)
157 頼山陽 (日本思想大系:49)
158 平田篤胤/伴信友/大國隆正 (日本思想大系:50)
159 水戸學 (日本思想大系:53)
160 近世佛教の思想 (日本思想大系:57)
161 近世色道論 (日本思想大系:60)
162 三浦梅園 (日本思想大系:41)
163 法然/一遍 (日本思想大系:10)
164 近世科學思想 下 (日本思想大系:62,63)
165 洋學 上 (日本思想大系:64,65)
166 洋學 下 (日本思想大系:64,65)
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167 愚管抄 (日本古典文學大系:86)
168 伊藤仁齋/伊藤東涯 (日本思想大系:33)
169 荻生徂徠 (日本思想大系:36)
170 キリシタン書/排耶書 (日本思想大系:25)
171 三河物語/葉隠 (日本思想大系:26)
172 往生傳/法華驗記 (日本思想大系:7)
173 古代政治社會思想 (日本思想大系:8)
174 古代中世藝術論 (日本思想大系:23)
175 近世武家思想 (日本思想大系:27)
176 天台本覺論 (日本思想大系:9)
177 親鸞 (日本思想大系:11)
178 道元 下 (日本思想大系:12,13)
179 鎌倉舊佛教 (日本思想大系:15)
180 中世禪家の思想 (日本思想大系:16)
181 蓮如/一向一揆 (日本思想大系:17)
182 中世神道論 (日本思想大系:19)
183 おもろさうし (日本思想大系:18)
184 近世政道論 (日本思想大系:38)
185 藤原惺窩/林羅山 (日本思想大系:28)
186 熊澤蕃山 (日本思想大系:30)
187 山崎闇齋學派 (日本思想大系:31)
188 山鹿素行 (日本思想大系:32)
189 貝原益軒/室鳩巣 (日本思想大系:34)
190 新井白石 (日本思想大系:35)
191 徂徠學派 (日本思想大系:37)
192 富永仲基/山片蟠桃 (日本思想大系:43)
193 憲法・司法制度 第1巻 (GHQ民政局資料「占領改革」:第1巻)
194 資料で語る学童疎開 (学童疎開の記録:3-5)
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195 資料で語る学童疎開 (学童疎開の記録:3-5)
196 議会・政党 (GHQ民政局資料「占領改革」:第3巻)
197 マクミラン世界歴史統計 2 日本・アジア・アフリカ篇
198 マクミラン世界歴史統計 1 ヨーロッパ篇 1750-1975
199 図説明治百年の児童史 下
200 図説明治百年の児童史 上
201 木造の詳細 2 仕上げ編
202 学童疎開の研究 (学童疎開の記録:1)
203 建築設計資料集成 [新版] 5
204 環境 (建築設計資料集成:1)
205 建築設計資料集成 [新版] 6
206 ドキュメンタリー学童疎開 (学童疎開の記録:2)
207 建築設計資料集成 [新版] 4
208 西遊記 上 (中国古典文学大系:第31巻-第32巻)
209 三国志演義 下 (中国古典文学大系:第26巻-第27巻)
210 歴代笑話選 (中国古典文学大系:第59巻)
211 聊齋志異 下 (中国古典文学大系:第40巻-第41巻)
212 水滸伝 中 (中国古典文学大系:第28巻-第30巻)
213 西遊記 下 (中国古典文学大系:第31巻-第32巻)
214 宋・元・明通俗小説選 (中国古典文学大系:第25巻)
215 金瓶梅 上 (中国古典文学大系:第33巻-第35巻)
216 水滸伝 下 (中国古典文学大系:第28巻-第30巻)
217 宋・元・明・清詩集 (中国古典文学大系:第19巻)
218 金瓶梅 中 (中国古典文学大系:第33巻-第35巻)
219 漢・魏・六朝・唐・宋散文選 (中国古典文学大系:第23巻)
220 剪燈新話/剪燈余話/西湖佳話(抄)/棠陰比事 (中国古典文学大系:第39巻)
221 大唐西域記 (中国古典文学大系:第22巻)
222 洛陽伽藍記/水経注(抄) (中国古典文学大系:第21巻)
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223 宋代詞集 (中国古典文学大系:第20巻)
224 唐代詩集 下 (中国古典文学大系:第17巻-第18巻)
225 漢書/後漢書/三国志列伝選 (中国古典文学大系:第13巻)
226 戦国策/国語(抄)/論衡(抄) (中国古典文学大系:第7巻)
227 明末清初政治評論集 (中国古典文学大系:第57巻)
228 水滸伝 上 (中国古典文学大系:第28巻-第30巻)
229 春秋左氏伝 (中国古典文学大系:第2巻)
230 金瓶梅 下 (中国古典文学大系:第33巻-第35巻)
231 儒林外史 (中国古典文学大系:第43巻)
232 閲微草堂筆記/子不語/述異記/秋燈叢話/諧鐸/耳食録 (中国古典文学大系:第42巻)
233 近世随筆集 (中国古典文学大系:第55巻)
234 記録文学集 (中国古典文学大系:第56巻)
235 戯曲集 上 (中国古典文学大系:第52巻-第53巻)
236 戯曲集 下 (中国古典文学大系:第52巻-第53巻)
237 官場現形記 上 (中国古典文学大系:第50巻)
238 文学芸術論集 (中国古典文学大系:第54巻)
239 書経/易経(抄) (中国古典文学大系:第1巻)
240 清末民国初政治評論集 (中国古典文学大系:第58巻)
241 清末民国初政治評論集 (中国古典文学大系:第58巻)
242 仏教文学集 (中国古典文学大系:第60巻)
243 官場現形記 : 下/老残遊記・続集 (中国古典文学大系:第51巻)
244 平妖伝 (中国古典文学大系:第36巻)
245 今古奇観 : 下/嬌紅記 (中国古典文学大系:第38巻)
246 紅楼夢 中 (中国古典文学大系:第44巻-第46巻)
247 三侠五義 (中国古典文学大系:第48巻)
248 児女英雄伝 (中国古典文学大系:第47巻)
249 紅楼夢 下 (中国古典文学大系:第44巻-第46巻)
250 海上花列伝 (中国古典文学大系:第49巻)

9 / 16 ページ

書名

No.

251 近代の思想 2 (日本思想史講座:6-8)
252 幕藩制国家の成立 (講座日本近世史:1)
253 近世思想論 (講座日本近世史:9)
254 元禄・享保期の政治と社会 (講座日本近世史:4)
255 宝暦・天明期の政治と社会 (講座日本近世史:5)
256 天保期の政治と社会 (講座日本近世史:6)
257 幕藩制国家の崩壊 (講座日本近世史:8)
258 鎖国 (講座日本近世史:2)
259 開国 (講座日本近世史:7)
260 一揆史入門 (一揆:1)
261 研究方法論 (日本思想史講座:別巻2)
262 幕藩制社会の構造 (講座日本近世史:3)
263 中世の思想 1 (日本思想史講座:2-3)
264 古代の思想 (日本思想史講座:1)
265 近世の思想 1 (日本思想史講座:4-5)
266 日本人論 (日本思想史講座:別巻1)
267 近世の思想 2 (日本思想史講座:4-5)
268 近代の思想 3 (日本思想史講座:6-8)
269 中世の思想 2 (日本思想史講座:2-3)
270 欧米における公と私 (公共哲学:4)
271 公と私の思想史 (公共哲学:1)
272 公と私の社会科学 (公共哲学:2)
273 地球環境と公共性 (公共哲学:9)
274 幕末・維新の日本 (年報・近代日本研究:3(1981))
275 経済からみた公私問題 (公共哲学:6)
276 中間集団が開く公共性 (公共哲学:7)
277 科学技術と公共性 (公共哲学:8)
278 21世紀公共哲学の地平 (公共哲学:10)
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279 国家と人間と公共性 (公共哲学:5)
280 古墳～飛鳥時代 第2巻 (争点日本の歴史:第2巻 ; 古代編 1)
281 原始編 : 旧石器～縄文・弥生時代 第1巻 (争点日本の歴史:第1巻)
282 科学とイデオロギー (講座マルクス主義:第2)
283 世界観 (講座マルクス主義:第1)
284 人間 (講座マルクス主義:第4)
285 芸術 (講座マルクス主義:第5)
286 奈良～平安時代 第3巻 (争点日本の歴史:第3巻 ; 古代編 2)
287 中世編 : 平安末期～戦国時代 第4巻 (争点日本の歴史:第4巻)
288 近・現代編 : 幕末～第二次大戦後 第6巻 (争点日本の歴史:第6巻)
289 マルクス主義思想史 (講座マルクス主義:第3)
290 山片蟠桃/海保青陵 (日本の名著:23)
291 伊藤仁斎 (日本の名著:13)
292 日本における公と私 (公共哲学:3)
293 佐久間象山/横井小楠 (日本の名著:30)
294 富永仲基/石田梅岩 (日本の名著:18)
295 歴史 (講座マルクス主義:第7)
296 社会主義 (講座マルクス主義:第10)
297 資本主義 (講座マルクス主義:第8)
298 日本 (講座マルクス主義:第12)
299 カルチュラル・スタディーズ (思考のフロンティア)
300 江戸時代 (新視点日本の歴史:5. 近世編)
301 ナショナリズム (思考のフロンティア)
302 平安末期-戦国時代 (新視点日本の歴史:4. 中世編)
303 奈良-平安時代 (新視点日本の歴史:3. 古代編:2)
304 古墳-飛鳥時代 (新視点日本の歴史:2. 古代編:1)
305 デモクラシー (思考のフロンティア)
306 歴史/修正主義 (思考のフロンティア)
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307 続日本紀 2 (新日本古典文学大系:12-16)
308 幕末-戦前 (新視点日本の歴史:6. 近代編)
309 旧石器-縄文・弥生時代 (新視点日本の歴史:1. 原始編)
310 宝島民俗誌/見島の漁村 (宮本常一著作集:17)
311 境界領域と交通 (日本の社会史:第2巻)
312 列島内外の交通と国家 (日本の社会史:第1巻)
313 自然法論と法実証主義 (ケルゼン選集:1)
314 史記 下 (中国古典文学大系:第10巻-第12巻)
315 正義とは何か (ケルゼン選集:3)
316 ヤハウェとゼウスの正義 : 古代宗教の法哲学 (ケルゼン選集:4)
317 負担と贈与 (日本の社会史:第4巻)
318 マルクス主義法理論の考察 (ケルゼン選集:2)
319 村里を行く (宮本常一著作集:25)
320 食生活雑考 (宮本常一著作集:24)
321 庶民の発見 (宮本常一著作集:21)
322 農業技術と経営の史的側面 (宮本常一著作集:19)
323 権威と支配 (日本の社会史:第3巻)
324 史記 下 (中国古典文学大系:第10巻-第12巻)
325 史記 下 (中国古典文学大系:第10巻-第12巻)
326 仏典 2 (世界古典文学全集:6, 7)
327 仏典 1 (世界古典文学全集:6, 7)
328 社会的諸集団 (日本の社会史:第6巻)
329 裁判と規範 (日本の社会史:第5巻)
330 旅と観光 (宮本常一著作集:18)
331 生活感覚と社会 (日本の社会史:第8巻)
332 社会観と世界像 (日本の社会史:第7巻)
333 雨ふりの日に読む本 (きょうはこの本読みたいな:15)
334 村の崩壊 (宮本常一著作集:12)
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335 中世社会の残存 (宮本常一著作集:11)
336 民間暦 (宮本常一著作集:9)
337 うそをついた日に読む本 (きょうはこの本読みたいな:16)
338 うそをついた日に読む本 (きょうはこの本読みたいな:16)
339 雨ふりの日に読む本 (きょうはこの本読みたいな:15)
340 屋久島民俗誌 (宮本常一著作集:16)
341 わすれものをした日に読む本 (きょうはこの本読みたいな:11)
342 わすれものをした日に読む本 (きょうはこの本読みたいな:11)
343 忘れられた日本人 (宮本常一著作集:10)
344 かぜをひいた日に読む本 (きょうはこの本読みたいな:10)
345 民俗学への道 (宮本常一著作集:1)
346 日本の中央と地方 (宮本常一著作集:2)
347 老子/荘子/列子/孫子/呉子 (中国古典文学大系:第4巻)
348 韓非子/墨子 (中国古典文学大系:第5巻)
349 明治維新 (ほるぷ教育体系. 日本の歴史:4)
350 日本の子供たち/海をひらいた人びと (宮本常一著作集:8)
351 ふるさとの生活/日本の村 (宮本常一著作集:7)
352 風土と文化 (宮本常一著作集:3)
353 日本の離島 第1集 (宮本常一著作集:4,5)
354 日本の離島 第2集 (宮本常一著作集:4,5)
355 家郷の訓/愛情は子供と共に (宮本常一著作集:6)
356 かぜをひいた日に読む本 (きょうはこの本読みたいな:10)
357 論語/孟子/荀子/礼記(抄) (中国古典文学大系:第3巻)
358 おかあさんがいない日に読む本 (きょうはこの本読みたいな:9)
359 遠くへ行きたい日に読む本 (きょうはこの本読みたいな:6)
360 民衆の文化 (宮本常一著作集:13)
361 音楽をききながら読む本 (きょうはこの本読みたいな:8)
362 おかあさんがいない日に読む本 (きょうはこの本読みたいな:9)
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363 おやつを食べながら読む本 (きょうはこの本読みたいな:4)
364 おやつを食べながら読む本 (きょうはこの本読みたいな:4)
365 山村と国有林 (宮本常一著作集:14)
366 モダニズムを超えて (20世紀の歴史:12. 芸術:下 1945～)
367 遠くへ行きたい日に読む本 (きょうはこの本読みたいな:6)
368 0点をとった日に読む本 (きょうはこの本読みたいな:2)
369 海の民 (宮本常一著作集:20)
370 日本を思う (宮本常一著作集:15)
371 ねる前に読む本 (きょうはこの本読みたいな:7)
372 夢,売ります (20世紀の歴史:9. 大衆文化:上 1900～45)
373 史記 上 (中国古典文学大系:第10巻-第12巻)
374 ねる前に読む本 (きょうはこの本読みたいな:7)
375 音楽をききながら読む本 (きょうはこの本読みたいな:8)
376 0点をとった日に読む本 (きょうはこの本読みたいな:2)
377 幕末政治論集 (日本思想大系:56)
378 佐藤一齊/大鹽中齊 (日本思想大系:46)
379 近世思想家文集 (日本古典文學大系:97)
380 古代政治社會思想 (日本思想大系:8)
381 中世政治社會思想 下 (日本思想大系:21,22)
382 中世政治社會思想 下 (日本思想大系:21,22)
383 渡邊崋山/高野長英/佐久間象山/横井小楠/橋本左内 (日本思想大系:55)
384 佐藤一齊/大鹽中齊 (日本思想大系:46)
385 近世思想家文集 (日本古典文學大系:97)
386 近世思想家文集 (日本古典文學大系:97)
387 山崎闇齋學派 (日本思想大系:31)
388 幕末政治論集 (日本思想大系:56)
389 幕末政治論集 (日本思想大系:56)
390 社会史の諸問題 (有賀喜左衞門著作集:7)
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391 社会史の諸問題 (有賀喜左衞門著作集:7)
392 婚姻・労働・若者 (有賀喜左衞門著作集:6)
393 家の歴史・その他 (有賀喜左衞門著作集:11)
394 村の生活組織 (有賀喜左衞門著作集:5)
395 民俗学・社会学方法論 (有賀喜左衞門著作集:8)
396 封建遺制と近代化 (有賀喜左衞門著作集:4)
397 民俗学・社会学方法論 (有賀喜左衞門著作集:8)
398 家と親分子分 (有賀喜左衞門著作集:9)
399 家と親分子分 (有賀喜左衞門著作集:9)
400 同族と村落 (有賀喜左衞門著作集:10)
401 同族と村落 (有賀喜左衞門著作集:10)
402 家の歴史・その他 (有賀喜左衞門著作集:11)
403 封建遺制と近代化 (有賀喜左衞門著作集:4)
404 近世思想家文集 (日本古典文學大系:97)
405 三振をした日に読む本 (きょうはこの本読みたいな:14)
406 三振をした日に読む本 (きょうはこの本読みたいな:14)
407 学校に行きたくない日に読む本 (きょうはこの本読みたいな:5)
408 学校に行きたくない日に読む本 (きょうはこの本読みたいな:5)
409 けんかをした日に読む本 (きょうはこの本読みたいな:3)
410 だれかを好きになった日に読む本 (きょうはこの本読みたいな:1)
411 動物といっしょに読む本 (きょうはこの本読みたいな:13)
412 テストの前の日に読む本 (きょうはこの本読みたいな:12)
413 テストの前の日に読む本 (きょうはこの本読みたいな:12)
414 けんかをした日に読む本 (きょうはこの本読みたいな:3)
415 大家族制度と名子制度 (有賀喜左衞門著作集:3)
416 日本家族制度と小作制度 下 (有賀喜左衞門著作集:1,2)
417 日本家族制度と小作制度 下 (有賀喜左衞門著作集:1,2)
418 婚姻・労働・若者 (有賀喜左衞門著作集:6)
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419 日本家族制度と小作制度 上 (有賀喜左衞門著作集:1,2)
420 日本家族制度と小作制度 上 (有賀喜左衞門著作集:1,2)
421 だれかを好きになった日に読む本 (きょうはこの本読みたいな:1)
422 近世思想家文集 (日本古典文學大系:97)
423 村の生活組織 (有賀喜左衞門著作集:5)
424 大家族制度と名子制度 (有賀喜左衞門著作集:3)
425 動物といっしょに読む本 (きょうはこの本読みたいな:13)
426 日本古代人名辭典 第6巻
427 生活・文化・思想 (一揆:4)
428 一揆と国家 (一揆:5)
429 一揆の構造 (一揆:3)
430 一揆の歴史 (一揆:2)
431 淮南子/説苑(抄) (中国古典文学大系:第6巻)
432 聊齋志異 上 (中国古典文学大系:第40巻-第41巻)
433 紅楼夢 上 (中国古典文学大系:第44巻-第46巻)
434 日本叢書索引 新版
435 國史大辭典 第7巻
436 國史大辭典 第8巻
437 國史大辭典 第12巻
438 國史大辭典 第10巻
439 國史大辭典 第11巻
440 國史大辭典 第14巻
441 新修漢和大字典 増補版
442 キリスト教倫理辞典
443 電子回路大事典
444 利用者のためのコンピュータ入門
445 JICST理工学統一分類表 1975
446 科学技術文献速報編別分類表 1975
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