
No. 書名
1 文教行政総覧　平成元年度版
2 文教行政総覧　昭和六拾壱年度版
3 日本放送年鑑 昭和41年版
4 農林白書　昭和32年度
5 PTA年鑑 [総集版]
6 理科年表　第五十一冊(昭和53年)
7 理科年表　第五十一冊(昭和53年)
8 六法全書　昭和五十八年版　Ⅰ
9 六法全書　昭和五十八年版　Ⅱ

10 書体字典
11 資料・戦後二十年史 第4
12 資料・戦後二十年史 第5
13 資料・戦後二十年史 第2
14 資料・戦後二十年史 第3
15 神道論文總目録
16 資料・戦後二十年史 第6
17 日本史史料 1 古代
18 生涯学習フェスティバルのすべて : 実行委員会報告書 第2回
19 Concepts of modern physics International student ed.
20 The American tradition in literature 3d ed Vol. 2
21 日本史史料 3 近世
22 The United States in literature (America reads)
23 Functional mathematics grade 7
24 現代日本人名録 1990 上
25 現代日本人名録 1990 中
26 Linear algebra : pbk

27
A first course in calculus 3rd ed (Addison-Wesley world
student series)

28 Linear algebra : pbk
29 現代日本人名録 1990 下

30

A journal of the plague year : being observations or
memorials of the most remarkable occurrences, as well
publick as private, which happened in London during the last
Great Visitation in 1665 (Oxford English novels)

31 Three bags full : essays in American fiction

32
Macmillan's shorter Latin course : being an abridgment of
Macmillan's Latin course 2nd ed pt. 2

33
Macmillan's shorter Latin course : being an abridgment of
Macmillan's Latin course 2nd ed pt. 2

34
Macmillan's shorter Latin course : being an abridgment of
Macmillan's Latin course 2nd ed pt. 1

35
Macmillan's shorter Latin course : being an abridgment of
Macmillan's Latin course 2nd ed pt. 1
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36
Macmillan's shorter Latin course : being an abridgment of
Macmillan's Latin course 2nd ed pt. 1

37

A journal of the plague year : being observations or
memorials of the most remarkable occurrences, as well
publick as private, which happened in London during the last
Great Visitation in 1665 (Oxford English novels)

38
Macmillan's shorter Latin course : being an abridgment of
Macmillan's Latin course 2nd ed pt. 1

39
Macmillan's shorter Latin course : being an abridgment of
Macmillan's Latin course 2nd ed pt. 1

40
Macmillan's shorter Latin course : being an abridgment of
Macmillan's Latin course 2nd ed pt. 1

41 Introduction to complex analysis Maruzen Asian ed.

42
Macmillan's shorter Latin course : being an abridgment of
Macmillan's Latin course 2nd ed pt. 2

43 Introduction to complex analysis Maruzen Asian ed.
44 Introduction to complex analysis Maruzen Asian ed.
45 Linear algebra : pbk
46 Introduction to complex analysis Maruzen Asian ed.
47 Introduction to complex analysis Maruzen Asian ed.
48 Introduction to complex analysis Maruzen Asian ed.
49 Introduction to complex analysis Maruzen Asian ed.
50 The nation and I : for the reunification of the motherland
51 Three bags full : essays in American fiction
52 Linear algebra : pbk

53
Faulkner's country matters : folklore and fable in
Yoknapatawpha (Southern literary studies)

54 Linear algebra : pbk
55 Along with youth : Hemingway, the early years

56
Macmillan's shorter Latin course : being an abridgment of
Macmillan's Latin course 2nd ed pt. 2

57 Linear algebra : pbk

58
Introduction to modern physics 5th ed., International
Student ed (International series in pure and applied physics)

59
A first course in calculus 3rd ed (Addison-Wesley world
student series)

60
A second course in calculus 2nd ed. (Addison-Wesley world
student series)

61
A first course in calculus 3rd ed (Addison-Wesley world
student series)

62
A second course in calculus 2nd ed. (Addison-Wesley world
student series)

63
A second course in calculus 2nd ed. (Addison-Wesley world
student series)
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No. 書名
64 女権と家 (明治女性史:中巻前篇)
65 近世日本と東アジア
66 定本柳田國男集 第22巻
67 科学的発見の論理 上
68 科学的発見の論理 下
69 道徳教育史 2 (世界教育史大系:38-39)
70 羅和辞典 増訂新版
71 近世日本の国家権力と宗教
72 ルソー研究 第2版 (京都大学人文科学研究所報告)
73 みちのく伝統文化 2 近代美術編
74 みちのく伝統文化 1 古美術編
75 かくかくしかじか
76 魚の調理 (新調理科学講座:4)
77 穀物・野菜の調理 (新調理科学講座:5)
78 肉・卵の調理 (新調理科学講座:3)
79 栄養・食品実験便覧
80 調理と物理・生理 (新調理科学講座:2)
81 調理と化学 (新調理科学講座:1)
82 田中正造全集 第11巻
83 田中正造全集 第4巻
84 田中正造全集 第18巻
85 田中正造全集 第29巻
86 田中正造全集 第16巻
87 田中正造全集 別巻
88 田中正造全集 第17巻
89 田中正造全集 第5巻
90 田中正造全集 第3巻
91 ギリシア喜劇全集 第1巻
92 ギリシア悲劇全集 第4巻
93 脳の働きと東西の文化 (日本人の脳:[正])
94 東京 (日本の地理:7)
95 中央高地・北陸 (日本の地理:6)
96 東北 (日本の地理:9)
97 関東 (日本の地理:8)
98 Ernest Hemingway (Modern critical views)
99 東海 (日本の地理:5)

100 近畿 (日本の地理:4)
101 九州 (日本の地理:2)
102 世界の中の日本 (日本の地理:1)
103 北海道 (日本の地理:10)
104 中国・四国 (日本の地理:3)
105 Eudora Welty (Modern critical views)
106 Katherine Anne Porter (Modern critical views)
107 J.D. Salinger (Modern critical views)
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108 Sinclair Lewis (Modern critical views)
109 Norman Mailer (Modern critical views)
110 Bernard Malamud (Modern critical views)
111 Flannery O'Connor (Modern critical views)
112 William Faulkner (Modern critical views)
113 T.S. Eliot (Modern critical views)
114 John Steinbeck : alk. paper (Modern critical views)
115 John Updike (Modern critical views)
116 Nathanael West (Modern critical views)
117 Richard Wright (Modern critical views)
118 F. Scott Fitzgerald (Modern critical views)
119 Hart Crane (Modern critical views)
120 Willa Cather (Modern critical views)
121 Carson McCullers (Modern critical views)
122 Saul Bellow (Modern critical views)
123 Henry James (Modern critical views)
124 潅項記 (和漢墨宝選集:第15巻)
125 裸体/自画像 (世界の美術:4. 人物:3)
126 群像 (世界の美術:5. 人物:4)
127 宗教/物語 (世界の美術:8)
128 行書文語幅 (和漢墨宝選集:第14巻)
129 伏波神祠書巻 (和漢墨宝選集:第11巻)
130 三体白氏詩巻 重版 (和漢墨宝選集:第10巻)
131 風信帖 重版 (和漢墨宝選集:第1巻)
132 古代 ナイーフ (世界の美術:10)
133 陸地/水辺 (世界の美術:1. 風景)
134 非具象 幻想 (世界の美術:9)
135 全身像 (世界の美術:2. 人物:1)
136 前秦 廣武将軍碑 (書跡名品叢刊:126)
137 漢 封竜山頌 ・ 張壽残碑 (書跡名品叢刊:127)
138 北魏 高慶碑/松滋公元萇温泉頌 (書跡名品叢刊:133)
139 唐柳公権玄秘塔碑 (書跡名品叢刊:134)
140 呉 谷朗碑/禅国山碑 (書跡名品叢刊:129)
141 (唐)孫過庭 草書千字文 : 二種 (書跡名品叢刊:130)
142 清呉昌碩臨石鼓文 (書跡名品叢刊:131)
143 隋 孟顯達碑/龍華寺碑 (書跡名品叢刊:132)
144 唐 昭仁寺碑 (書跡名品叢刊:128)
145 静物 (世界の美術:7)
146 万国図案大辞典 7
147 万国図案大辞典 6
148 唐李陽冰三墳記 (書跡名品叢刊:136)
149 世界素描大系 4
150 世界素描大系 3
151 世界素描大系 2
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152 世界素描大系 1
153 動物/植物 (世界の美術:6)
154 万国図案大辞典 5
155 万国図案大辞典 4
156 万国図案大辞典 3
157 万国図案大辞典 2
158 万国図案大辞典 1
159 唐顔師古等慈寺碑 (書跡名品叢刊:135)
160 (明)陳淳草書千字文 (書跡名品叢刊:138)
161 ルドンと象徴主義 (世界版画:14)
162 ゴヤとブレイクの時代 (世界版画:10)
163 マネと印象派 (世界版画:13)
164 ピカソと現代版画 (世界版画:16)
165 初期木版画 (世界版画:1)
166 銅版画の誕生 (世界版画:2)
167 ブリューゲルとその時代 (世界版画:4)
168 ロートレックとベル・エポック (世界版画:15)
169 カロとマニエリスムの時代 (世界版画:5)
170 レンブラントとバロックの時代 (世界版画:6)
171 デューラーとドイツ・ルネサンス (世界版画:3)
172 民衆版画と諷刺画 (世界版画:8)
173 ピラネージと新古典主義 (世界版画:9)
174 ドラクロワとロマン主義 (世界版画:11)
175 ドーミエとイラストレーション (世界版画:12)
176 フランス・ロココ版画 (世界版画:7)
177 子どもの生活と音楽 (子どもと音楽:3)
178 子どもの発達と音楽 (子どもと音楽:2)
179 音楽教育の目的と展望 (子どもと音楽:1)
180 特色のある音楽教育 (子どもと音楽:9)
181 児童指導の実践 (子どもと音楽:8)
182 幼児・児童指導の手引き (子どもと音楽:6)
183 音楽指導の実践 (子どもと音楽:5)
184 アンベール幕末日本図絵 上 (新異国叢書:14-15)
185 アンベール幕末日本図絵 下 (新異国叢書:14-15)
186 オイレンブルク日本遠征記 上 (新異国叢書:12-13)
187 オイレンブルク日本遠征記 下 (新異国叢書:12-13)
188 新英和大辞典 第4版
189 聖徳太子集 (日本思想大系:2)
190 律令 (日本思想大系:3)
191 ティチング日本風俗図誌 (新異国叢書:7)
192 山崎闇齋學派 (日本思想大系:31)
193 近世武家思想 (日本思想大系:27)
194 吉田松陰 (日本思想大系:54)
195 國學運動の思想 (日本思想大系:51)
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196 近世史論集 (日本思想大系:48)
197 安藤昌益/佐藤信淵 (日本思想大系:45)
198 石門心學 (日本思想大系:42)
199 近世神道論/前期國學 (日本思想大系:39)

200
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)

201 民衆運動の思想 (日本思想大系:58)
202 源信 (日本思想大系:6)
203 最澄 (日本思想大系:4)

204
藤田東湖・山崎闇齋集 (世界教育宝典:日本教育編||ニホン
キョウイクヘン)

205
細井平洲・廣瀬淡窓集 (世界教育宝典:日本教育編||ニホン
キョウイクヘン)

206
本居宣長・平田篤胤集 (世界教育宝典:日本教育編||ニホン
キョウイクヘン)

207
中江藤樹・熊澤蕃山集 (世界教育宝典:日本教育編||ニホン
キョウイクヘン)

208 二宮尊徳/大原幽學 (日本思想大系:52)
209 ポンペ日本滞在見聞記 : 日本における五年間 (新異国叢
210 エルギン卿遣日使節録 (新異国叢書:9)
211 古事記 (日本思想大系:1)
212 ゴンチャローフ日本渡航記 (新異国叢書:11)
213 ペリー日本遠征隨行記 (新異国叢書:8)
214 イエズス会士日本通信 下 (新異国叢書:1-2)
215 水戸學 (日本思想大系:53)
216 水戸學 (日本思想大系:53)
217 水戸學 (日本思想大系:53)
218 本居宣長 (日本思想大系:40)
219 近世町人思想 (日本思想大系:59)
220 デ・サンデ天正遣欧使節記 (新異国叢書:5)
221 イエズス会日本年報 下 (新異国叢書:3-4)
222 セーリス日本渡航記/ヴィルマン日本滞在記 (新異国叢書:6)
223 イエズス会士日本通信 上 (新異国叢書:1-2)
224 抱朴子/列仙伝/神仙伝/山海経 (中国古典文学大系:第8巻)
225 資治通鑑選 (中国古典文学大系:第14巻)
226 漢・魏・六朝詩集 (中国古典文学大系:第16巻)
227 民衆宗教の思想　（日本思想体系67）
228 御法/幻/雲隠/匂/紅梅/竹河 (源氏物語評釈:第9巻)
229 メキシコ国立美術館 (世界の美術館:34)
230 橋姫/椎本/総角 (源氏物語評釈:第10巻)
231 みちのく伝統文化 5 人物編
232 みちのく伝統文化 4 歴史編
233 みちのく伝統文化 3 民俗編
234 ゲルマント公爵夫人 (失われた時を求めて:3)

6 / 12 ページ



No. 書名
235 ソドムとゴモラ (失われた時を求めて:4)
236 見出された時 (失われた時を求めて:7)
237 囚われの女 (失われた時を求めて:5)
238 消え去ったアルベルチーヌ (失われた時を求めて:6)
239 ギリシア悲劇全集 第1巻
240 ギリシア悲劇全集 第3巻
241 ギリシア悲劇全集 第2巻
242 絵合/松風/薄雲/朝顔/乙女 (源氏物語評釈:第4巻)
243 玉鬘/初音/胡蝶/螢/常夏/篝火/野分 (源氏物語評釈:第5
244 メキシコ国立美術館 (世界の美術館:34)
245 みちのく伝統文化 2 近代美術編
246 桐壷/帚木/空蝉/夕顔 (源氏物語評釈:第1巻)

247
若紫/末摘花/紅葉賀/花宴/葵/賢木/花散里 (源氏物語評
釈:第2巻)

248 須磨/明石/澪標/蓬生/関屋 (源氏物語評釈:第3巻)
249 エルミタージュ美術館 (世界の美術館:25)
250 パリ国立近代美術館 (世界の美術館:24)
251 行幸/藤袴/真木柱/梅枝/藤裏葉 (源氏物語評釈:第6巻)
252 若菜上/若菜下 (源氏物語評釈:第7巻)
253 柏木/横笛/鈴虫/夕霧 (源氏物語評釈:第8巻)
254 早蕨/宿木/東屋 (源氏物語評釈:第11巻)
255 浮舟/蜻蛉/手習/夢浮橋 (源氏物語評釈:第12巻)
256 源氏物語研究 (源氏物語評釈:別巻1)
257 カルカッタ美術館 (世界の美術館:32)
258 ルーヴル美術館 1 (世界の美術館:1-2)
259 ルーヴル美術館 2 (世界の美術館:1-2)
260 カイロ美術館 (世界の美術館:5)
261 ローマ美術館 (世界の美術館:7)
262 大英博物館 1 (世界の美術館:3-4)
263 源氏物語. 人物総覧/事項索引 (源氏物語評釈:別巻2)
264 大英博物館 2 (世界の美術館:3-4)
265 トレチャコフ美術館 (世界の美術館:23)
266 プラド美術館 (世界の美術館:19)
267 ヴァティカン美術館 (世界の美術館:8)
268 メトロポリタン美術館 (世界の美術館:10)
269 東京国立博物館 1 (世界の美術館:12-13)
270 東京国立博物館 2 (世界の美術館:12-13)
271 ウフィツィ美術館 (世界の美術館:16)
272 ロンドン国立絵画館 (世界の美術館:17)
273 みちのく伝統文化 1 古美術編
274 玉泉帖 重版 (和漢墨宝選集:第2巻)
275 唐人摸書蘭亭叙 : 二種 重版 (和漢墨宝選集:第9巻)
276 半身像 (世界の美術:3. 人物:2)
277 隋 甯贙碑/曹子建碑 (書跡名品叢刊:137)
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278 明治ニュース事典 第8巻
279 明治ニュース事典 第5巻
280 明治ニュース事典 第6巻
281 明治ニュース事典 第4巻
282 明治ニュース事典 第6巻
283 明治ニュース事典 第4巻
284 明治ニュース事典 第5巻
285 明治ニュース事典 第7巻
286 東北大學所藏和漢書古典分類目録 和書 中
287 廣漢和辭典 索引
288 廣漢和辭典 上巻
289 廣漢和辭典 下巻
290 東北大學所藏和漢書古典分類目録 和書 書名索引
291 廣漢和辭典 中巻
292 東北大學所藏和漢書古典分類目録 和書 下
293 東北大學所藏和漢書古典分類目録 漢籍 書名人名索引
294 医学英和大辞典 縮刷
295 医学英和大辞典 縮刷
296 中国歴史地名大辞典 5
297 中国歴史地名大辞典 4
298 中国歴史地名大辞典 3
299 中国歴史地名大辞典 2
300 中国歴史地名大辞典 1
301 字統
302 中国歴史地名大辞典 6
303 中国歴史地名大辞典 [付録]
304 地域問題事典
305 日本社会運動人名辞典
306 日本社会経済史用語辞典
307 経済学辞典 第2版
308 現代統計学大辞典
309 都市問題事典
310 国際法辞典
311 新法律学辞典 第3版
312 政治學事典

313
図解による法律用語辞典 : 法理論・基本六法・主要特別法用
語から事件と判例・新法律用語まで 全訂新版

314 法令用語辞典 第4次全訂新版
315 英米法辞典
316 インタープレス科学技術熟語表現大辞典 和英編
317 世界教育事典 増補改訂版 資料編
318 明治ニュース事典 第1巻
319 明治ニュース事典 第1巻
320 明治ニュース事典 第2巻
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321 世界教育事典
322 明治ニュース事典 第2巻
323 新倫理学事典
324 国書人名辞典 第2巻
325 国書人名辞典 第4巻
326 民間学事典 人名編
327 哲学事典 [改訂新版]
328 民間学事典 事項編
329 國史大辭典 第6巻
330 國史大辭典 第9巻
331 國史大辭典 第2巻
332 國史大辭典 第3巻
333 國史大辭典 第4巻
334 國史大辭典 第5巻
335 国書人名辞典 第3巻
336 明治ニュース事典 第3巻
337 國史大辭典 第13巻
338 国書人名辞典 第1巻
339 明治ニュース事典 第3巻

340
社会学研究文献要覧 1965-1974(昭和40年代) (20世紀文献
要覧大系:5)

341 教育索引 第7巻 第69号(昭和50年1月)-第72号(昭和50年12
342 郷土史辞典 新版
343 教育索引 第5巻 第61号(昭和47年12月)-第64号(昭和48年
344 教育索引 第6巻 第65号(昭和49年1月)-第68号(昭和49年12
345 教育索引 第1巻 第1号(昭和38年12月)-第30号(昭和41年5
346 教育索引 第2巻 第31号(昭和41年6月)-第45号(昭和43年12
347 教育索引 第8巻 第73号(昭和51年1月)-第76号(昭和51年12
348 教育索引 第3巻 第46号(昭和44年1月)-第53号(昭和45年12
349 教育索引 第4巻 第54号(昭和46年1月)-第60号(昭和47年11

350
社会学研究文献要覧 1965-1974(昭和40年代) (20世紀文献
要覧大系:5)

351 社会学辞典
352 イギリスの生活と文化事典
353 國史大辭典 第1巻
354 情報図書館学用語辞典

355
Principles of mathematical analysis 3rd ed., international
student ed

356 Theory of sets (Dover books on advanced mathematics)
357 Theory of sets (Dover books on advanced mathematics)
358 Theory of sets (Dover books on advanced mathematics)
359 Theory of sets (Dover books on advanced mathematics)
360 Theory of sets (Dover books on advanced mathematics)
361 Theory of sets (Dover books on advanced mathematics)

9 / 12 ページ



No. 書名
362 Theory of sets (Dover books on advanced mathematics)
363 Theory of sets (Dover books on advanced mathematics)
364 経済学辞典 第2版
365 世界難民白書 1993
366 国文学研究資料館蔵マイクロ資料目録縮刷版 2 : 1977,1978
367 国文学研究資料館蔵マイクロ資料目録縮刷版 5 : 1981
368 国文学研究資料館蔵マイクロ資料目録縮刷版 6 : 1982
369 国文学研究資料館蔵マイクロ資料目録縮刷版 8 : 1984
370 国文学研究資料館蔵マイクロ資料目録縮刷版 9 : 1985
371 国文学研究資料館蔵マイクロ資料目録縮刷版 7 : 1983
372 国文学研究資料館蔵マイクロ資料目録縮刷版 1 : 1976
373 アサヒカメラ年鑑 1955年版
374 臨教審総覧 下巻
375 臨教審総覧 上巻
376 資源エネルギー年鑑　1985
377 国連アフリカ経済要覧　1973
378 国連アフリカ統計年鑑　1972
379 専門別　大学研究者・研究題目総覧自然科学編　1971年版
380 文部行政要覧　昭和59年版
381 司法白書　昭和49年版
382 図説　通商白書　昭和55年版
383 図説　通商白書　昭和54年版
384 人権白書　昭和47年版
385 図説　老人白書　1981年版
386 図説　老人白書　1982年版
387 防衛白書　昭和54年版
388 防衛白書　昭和55年版
389 防衛白書　昭和56年版
390 防衛白書　昭和57年版
391 防衛白書　昭和59年版
392 防衛白書　昭和60年版
393 防衛白書　昭和61年版
394 防衛白書　昭和62年版
395 防衛白書　昭和63年版
396 構造転換を進めつつある日本経済 (図説経済白書:昭和53年
397 図でみる運輸白書 昭和62年版
398 図でみる運輸白書 平成4年版
399 図でみる運輸白書 平成元年版
400 図説老人白書 1983年版
401 図でみる運輸白書 平成2年版
402 図でみる運輸白書 平成3年版
403 文部省関係法人名鑑 : 文教速報 平成2年度
404 人権白書 昭和60年版(第3集)
405 消費者年鑑 1971年版
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406 毎日留学年鑑 : イギリス・オーストラリア・ニュージーランド編
407 図でみる運輸白書 昭和63年版
408 農薬便覧 第6版
409 食生活データ総合統計年報 1989
410 ミニコミ総目録
411 国立学校退職者名簿 平成二年度
412 新たな時代への対応 平成8年版 (防衛白書:平成8年版)
413 ベルク年報 1985
414 米国産業年鑑
415 図でみる運輸白書 平成5年版
416 資源エネルギー年鑑 1990
417 資源エネルギー年鑑 1988
418 データベース白書 1988年版
419 データベース白書 1987年版
420 防衛白書 平成元年版
421 コンパクトディスク総カタログ 93年版
422 防衛白書 平成3年版
423 ブックページ 1995
424 防衛白書 平成6年版
425 防衛白書 平成5年版
426 防衛白書 平成4年版
427 文教行政総覧 平成元年度版

428
日本標準職業分類 : 分類項目名、説明及び内容例示 昭和
61年6月改訂

429 ブックページ 1994
430 ブックページ 1993
431 マルチメディア白書 1993
432 防衛白書 平成7年版
433 ブックページ 1992
434 変貌する時代のなかにあって (白書・日本の専門図書
435 国立学校退職者名簿 平成三年度
436 日本科学技術関係逐次刊行物目録 1984
437 日本科学技術関係逐次刊行物目録 1979
438 ブックページ 1996
439 事業所名鑑 昭和63年版
440 事業所名鑑 昭和63年版索引
441 音楽大学・学校案内 : 高校・学校 昭和56年度
442 アフリカ年鑑 1989-90年版
443 アメリカ大学総覧
444 音楽大学・学校案内 : 高校・学校 昭和58年度
445 音楽大学・学校案内 : 高校・学校 昭和60年度
446 音楽大学・学校案内 : 高校・学校 昭和59年度
447 音楽大学・学校案内 : 高校・学校 昭和51年度
448 国文学研究資料館蔵マイクロ資料目録 1984年
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449 国文学研究資料館蔵マイクロ資料目録 1976年
450 国文学研究資料館蔵マイクロ資料目録 1976年
451 国文学研究資料館蔵マイクロ資料目録 1983年
452 国文学研究資料館蔵マイクロ資料目録 1979年
453 国文学研究資料館蔵マイクロ資料目録 1980年
454 国文学研究資料館蔵マイクロ資料目録 1981年
455 国文学研究資料館蔵マイクロ資料目録 1982年
456 国文学研究資料館蔵マイクロ資料目録 1999年
457 国文学研究資料館蔵マイクロ資料目録 1985年
458 国文学研究資料館蔵マイクロ資料目録 1986年
459 国文学研究資料館蔵マイクロ資料目録 1989年
460 国文学研究資料館蔵マイクロ資料目録 1990年
461 国文学研究資料館蔵マイクロ資料目録 1987年

462
国文学研究資料館蔵マイクロ資料目録 1976年-1988年 書
名索引

463 国文学研究資料館蔵マイクロ資料目録 1993年
464 国文学研究資料館蔵マイクロ資料目録 1991年
465 国文学研究資料館蔵マイクロ資料目録 1994年
466 国文学研究資料館蔵マイクロ資料目録 1992年
467 国文学研究資料館蔵マイクロ資料目録 1996年
468 国文学研究資料館蔵マイクロ資料目録 1995年
469 国文学研究資料館蔵マイクロ資料目録 1997年
470 国文学研究資料館蔵マイクロ資料目録 1988年
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