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箱番号 タイトル タイトル（フリガナ） 巻号 出版年 出版社 備考

C-004 GRANDURSO GRANDURSO 8号 昭和10年12月15日 苫小牧エスペラント会

C-004 GRANDURSO GRANDURSO 7号 1935年 苫小牧エスペラント会

C-004 LA GRANDURSO LA GRANDURSO 9号 昭和11年3月31日 苫小牧エスペラント会

C-004 LA GRANDURSO LA GRANDURSO 1935年 苫小牧エスペラント会

C-004 LA KUNGRESLIBRO DE LA 22-A JAPANA ESPERANTO-KONGRESO　LA1-,2-,3-AN DE APRILO LA KUNGRESLIBRO DE LA 22-A JAPANA ESPERANTO-KONGRESO　LA1-,2-,3-AN DE APRILO 1934年 長崎エスペラント倶楽部

C-004 LA NORDA　KRUCO LA NORDA　KRUCO 7号 1934年 苫小牧工業学校

C-004 La Organo de Koti Esperanto SocietoLa Organo de Koti Esperanto Societo 昭和10年2月28日 高知エスペラント会

C-004 LEKSIKONO　DE　HEMIO　KAJ　FAEMACIOLEKSIKONO　DE　HEMIO　KAJ　FAEMACIO記載無し 1926年 TOKIO　　HERMESA　RONDETO　　FAEMACIA　FAKULTATO　DE　IMPERIA　UNIVERSITATO

C-004 UNUIGITA　NUMERO DE　No２　LA　Grandurso KAJ No8 LA NORDA KRUCOUNUIGITA　NUMERO DE　No２　LA　Grandurso KAJ No8 LA NORDA KRUCO1934年 苫小牧エスペラント会　苫小牧工業学校渡辺隆志

C-013 亞細亜 アジア 22号 昭和34年6月1日 アジア問題研究会

C-008 アメリカ研究 アメリカケンキュウ 3号 昭和23年3月1日 アメリカ学会

C-008 アメリカ研究 アメリカケンキュウ 3巻11号 昭和23年11月1日 アメリカ学会

C-008 アメリカ研究 アメリカケンキュウ 4巻4号 昭和24年4月1日 アメリカ学会

C-008 アメリカ百科 アメリカヒャッカ 10月号 昭和21年10月1日 研進社

C-008 アメリカ文化 アメリカブンカ 3号 昭和22年2月15日 アメリカ研究所

C-008 アメリカ文学 アメリカブンガク v.1no.2 昭和23年4月25日 作品出版京都社

C-008 アメリカ文学 アメリカブンガク v.1no.3 昭和23年7月25日 作品出版社

C-008 アメリカ文学 アメリカブンガク v.1no.5 昭和23年9月25日 高桐書院 ２冊あり
C-008 アメリカ文学 アメリカブンガク v.1no.6 昭和23年10月25日 高桐書院

C-008 アメリカ文学 アメリカブンガク v.1no.7 昭和23年12月10日 高桐書院

C-008 アメリカ文学 アメリカブンガク v.2no.8 昭和24年1月10日 高桐書院

C-012 イタリア学会誌 イタリアガッカイシ 6号 昭和32年12月30日 イタリア学会・日本ダンテ学会

C-012 伊太利亜国歌 イタリアコッカ 記載無し 昭和16年3月5日 社団法人日本放送協会

C-012 一年の英語 イチネンノエイゴ 5号 昭和16年8月1日 研究社

C-013 インド文化の基礎 インドブンカノキソ 記載無し 記載無し 東京インド大使館

C-012 ヴアリエテ ヴアリエテ 2号 昭和8年7月1日 三才社

C-008 ウインドミル ウインドミル 2巻6号 昭和23年7月1日 株式会社極東出版社

C-008 英語研究 エイゴケンキュウ 創刊50年記念号 昭和34年7月1日 研究出版株式会社

C-008 英語シニーア エイゴシニーア 2巻4号 昭和22年7月5日 株式会社愛育社

C-008 英語青年 エイゴセイネン 92巻10号 昭和21年10月1日 研究社

C-008 英語青年 エイゴセイネン 92巻11号 昭和21年11月1日 研究社

C-008 英語青年 エイゴセイネン 92巻12号 昭和21年12月1日 研究社

C-008 英語青年 エイゴセイネン 93巻1号 昭和22年1月1日 研究社

C-008 英語青年 エイゴセイネン 93巻2号 昭和22年3月1日 研究社

C-008 英語青年 エイゴセイネン 95巻2号 昭和24年2月1日 研究社出版株式会社

C-008 英語青年 エイゴセイネン 100巻4号 昭和29年4月1日 研究社出版株式会社

C-008 英語青年 エイゴセイネン 昭和29年5月号 昭和29年5月1日 研究社出版株式会社 第100巻記念号
C-008 英語青年 エイゴセイネン 100巻6号 昭和29年6月1日 研究社出版株式会社

C-008 英語青年 エイゴセイネン 100巻7号 昭和29年7月1日 研究社出版株式会社

C-008 英語青年 エイゴセイネン 100巻8号 昭和29年8月1日 研究社出版株式会社

C-008 英語青年 エイゴセイネン 100巻9号 昭和29年9月1日 研究社出版株式会社

C-008 英語青年 エイゴセイネン 100巻10号 昭和29年10月1日 研究社出版株式会社

C-008 英語青年 エイゴセイネン 100巻11号 昭和29年11月1日 研究社出版株式会社

C-008 英語青年 エイゴセイネン 100巻12号 昭和29年12月1日 研究社出版株式会社

C-008 英語青年 エイゴセイネン 101巻1号 昭和30年1月1日 研究社出版株式会社

C-008 英語青年 エイゴセイネン 101巻2号 昭和30年2月1日 研究社出版株式会社

C-008 英語青年 エイゴセイネン 101巻3号 昭和30年3月1日 研究社出版株式会社

C-008 英語青年 エイゴセイネン 101巻4号 昭和30年4月1日 研究社出版株式会社

C-008 英語青年 エイゴセイネン 101巻5号 昭和30年5月1日 研究社出版株式会社

C-008 英語青年 エイゴセイネン 101巻6号 昭和30年6月1日 研究社出版株式会社

C-008 英語青年 エイゴセイネン 101巻7号 昭和30年7月1日 研究社出版株式会社

C-008 英語青年 エイゴセイネン 105巻4号 昭和34年4月1日 研究社出版株式会社

C-008 英語青年 エイゴセイネン 107巻3号 昭和36年3月1日 研究社出版株式会社

C-008 英語青年 エイゴセイネン 107巻7号 昭和36年7月1日 研究社出版株式会社

C-008 英語青年 エイゴセイネン 107巻8号 昭和36年8月1日 研究社出版株式会社

C-008 英語青年 エイゴセイネン 108巻3号 昭和37年3月1日 研究社出版株式会社

C-008 英語青年 エイゴセイネン 108巻4号 昭和37年4月1日 研究社出版株式会社

C-008 英語青年 エイゴセイネン 108巻7号 昭和37年7月1日 研究社出版株式会社

C-008 英語青年 エイゴセイネン 110巻1号 昭和39年1月1日 研究社出版株式会社

C-008 英語青年 エイゴセイネン 110巻4号 昭和39年4月1日 研究社出版株式会社

C-008 英語青年 エイゴセイネン 111巻5号 昭和40年5月1日 研究社出版株式会社

C-008 英語青年 エイゴセイネン 111巻9号 昭和40年9月1日 研究社出版株式会社

C-008 英語青年 エイゴセイネン 111巻12号 昭和40年12月1日 研究社出版株式会社

C-008 英語青年 エイゴセイネン 111巻11号 昭和41年11月1日 研究社出版株式会社

C-008 英語青年 エイゴセイネン 113巻9号 昭和42年9月1日 研究社出版株式会社

C-008 英語青年 エイゴセイネン 113巻10号 昭和42年10月1日 研究社出版株式会社

C-008 英語青年 エイゴセイネン 113巻11号 昭和42年11月1日 研究社出版株式会社 ２冊あり
C-008 英語青年 エイゴセイネン 113巻12号 昭和42年12月1日 研究社出版株式会社

C-008 英語プリマー エイゴプリマー 5月号 昭和21年5月5日 愛育社

C-008 英語プリマー エイゴプリマー 7月号 昭和21年7月5日 愛育社

C-008 英語プリマー エイゴプリマー 1巻10号 昭和22年2月5日 株式会社愛育社

C-008 英語プリマー エイゴプリマー 1巻11号 昭和22年3月5日 株式会社愛育社

C-008 英文学 エイブンガク 4号 昭和27年10月4日 早稲田大学英文学会

C-008 英文学研究 エイブンガクケンキュウ 25巻3-4号 昭和23年10月25日 日本英文学会

C-004 エスペラント エスペラント 1年5号 昭和8年5月1日 日本エスペラント学会

C-004 エスペラント エスペラント 1年10号 昭和8年10月1日 日本エスペラント学会

C-004 エスペラント エスペラント 1年12号 昭和8年12月1日 日本エスペラント学会

C-004 エスペラント エスペラント 2年1号 昭和9年1月1日 日本エスペラント学会

C-004 エスペラント エスペラント 2年2号 昭和9年2月1日 日本エスペラント学会

C-004 エスペラント エスペラント 2年3号 昭和9年3月1日 日本エスペラント学会

C-004 エスペラント エスペラント 2年4号 昭和9年4月1日 日本エスペラント学会

C-004 エスペラント エスペラント 2年5号 昭和9年5月1日 日本エスペラント学会

C-004 エスペラント エスペラント 2年9号 昭和9年9月1日 日本エスペラント学会

C-004 エスペラント エスペラント 2年10号 昭和9年10月1日 日本エスペラント学会

C-004 エスペラント エスペラント 2年11号 昭和9年11月1日 日本エスペラント学会
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C-004 エスペラント エスペラント 2年12号 昭和9年12月1日 日本エスペラント学会

C-004 エスペラント エスペラント 3年1号 昭和10年1月1日 日本エスペラント学会

C-004 エスペラント エスペラント 3年2号 昭和10年2月1日 日本エスペラント学会

C-004 エスペラント エスペラント 3年3号 昭和10年3月1日 日本エスペラント学会

C-004 エスペラント エスペラント 3年4号 昭和10年4月1日 日本エスペラント学会

C-004 エスペラント エスペラント 3年5号 昭和10年5月1日 日本エスペラント学会

C-004 エスペラント エスペラント 3年6号 昭和10年6月1日 日本エスペラント学会

C-004 エスペラント エスペラント 3年8号 昭和10年8月1日 日本エスペラント学会

C-004 エスペラント エスペラント 3年9号 昭和10年9月1日 日本エスペラント学会

C-004 エスペラント エスペラント 3年10号 昭和10年10月1日 日本エスペラント学会

C-004 エスペラント エスペラント 3年12月号 昭和10年12月1日 日本エスペラント学会

C-004 エスペラント エスペラント 4年1号 昭和11年1月1日 日本エスペラント学会

C-004 エスペラント エスペラント 4年2号 昭和11年2月1日 日本エスペラント学会

C-004 エスペラント エスペラント 4年3号 昭和11年3月1日 日本エスペラント学会

C-004 エスペラント エスペラント 4年4号 昭和11年4月1日 日本エスペラント学会

C-004 エスペラント エスペラント 5年2号 昭和12年2月1日 日本エスペラント学会

C-004 エスペラント エスペラント 5年4号 昭和12年4月1日 日本エスペラント学会

C-004 エスペラント エスペラント 5年5号 昭和12年5月1日 日本エスペラント学会

C-004 エスペラント エスペラント 5年6号 昭和12年6月1日 日本エスペラント学会

C-004 エスペラント エスペラント 7年4号 昭和14年4月1日 日本エスペラント学会

C-004 エスペラント エスペラント 7年5号 昭和14年5月1日 日本エスペラント学会

C-004 エスペラント エスペラント 7年6号 昭和14年6月1日 日本エスペラント学会

C-004 エスペラント エスペラント 1月号 昭和16年1月1日 日本エスペラント学会

C-004 エスペラント エスペラント 10月号 昭和20年10月1日 日本エスペラント学会

C-004 エスペラント エスペラント 4-10月号合併 昭和21年10月1日 日本エスペラント学会

C-004 エスペラント エスペラント 11月号 昭和21年11月1日 日本エスペラント学会

C-004 エスペラント エスペラント 14年3号 昭和21年11月1日 日本エスペラント学会

C-004 エスペラント エスペラント 14年4号 昭和21年12月1日 日本エスペラント学会

C-004 エスペラント エスペラント 1月号 昭和23年1月1日 日本エスペラント学会

C-004 エスペラント エスペラント 6月号 昭和23年6月1日 日本エスペラント学会

C-004 エスペラント エスペラント 8月号 昭和23年8月1日 日本エスペラント学会

C-004 エスペラント エスペラント 9月号 昭和23年9月1日 日本エスペラント学会

C-004 エスペラント エスペラント 10月号 昭和23年10月1日 日本エスペラント学会

C-004 エスペラント エスペラント 11月号 昭和23年11月1日 日本エスペラント学会

C-004 エスペラント エスペラント 12月号 昭和23年12月1日 日本エスペラント学会

C-004 エスペラント エスペラント 1月号 昭和24年1月1日 日本エスペラント学会

C-004 エスペラント エスペラント 2月号 昭和24年2月1日 日本エスペラント学会

C-004 エスペラント エスペラント 3月号 昭和24年3月1日 日本エスペラント学会

C-004 エスペラント エスペラント 4月号 昭和24年4月1日 日本エスペラント学会

C-004 エスペラント エスペラント 5月号 昭和24年5月1日 日本エスペラント学会

C-004 エスペラント エスペラント 6月号 昭和24年6月1日 日本エスペラント学会

C-004 エスペラント エスペラント 7月号 昭和24年7月1日 日本エスペラント学会

C-004 エスペラント エスペラント 8月号 昭和24年8月1日 日本エスペラント学会

C-004 エスペラント エスペラント 9月号 昭和24年9月1日 日本エスペラント学会

C-004 エスペラント博覧会出品物総目録エスペラントハクランカイ シュッピンブツ ソウモクロク大正14年10月 岐阜エスペラント会

C-008 NHK教育テレビたのしいフランス語エヌエイチケーキョウイクテレビタノシイフランスゴ2-3月号 昭和39年1月15日 財産法人NHKサービスセンター

C-008 NHKラジオテキストドイツ語 エヌエイチケーラジオテキストドイツゴ4月号 昭和28年3月15日 財団法人ラジオサービスセンター

C-008 NHKラジオテキストふらんす語 エヌエイチケーラジオテキストフランスゴ3月号 昭和28年2月15日 財団法人ラジオサービスセンター

C-008 NHKラジオテキストふらんす語 エヌエイチケーラジオテキストフランスゴ4月号 昭和28年3月15日 財団法人ラジオサービスセンター

C-008 NHKラジオテキストふらんす語 エヌエイチケーラジオテキストフランスゴ8月号 昭和28年7月15日 記載なし

C-008 NHKラジオテキストフランス語入門エヌエイチケーラジオテキストフランスゴニュウモン13巻2号 昭和39年3月15日 財団法人NHKサービスセンター

C-013 NHK中国語入門講座 エヌエッチケーチュウゴクゴニュウモンコウザ記載無し 昭和28年3月30日 財団法人ラジオサービスセンター

C-013 NHK中国語入門講座 エヌエッチケーチュウゴクゴニュウモンコウザ記載無し 昭和28年7月25日 財団法人ラジオサービスセンター

C-013 NHラジオテキストKロシア語入門講座エヌエッチケーラジオテキストロシアゴニュウモンコウザ1巻2号 昭和39年4月15日 財団法人NHKサービスセンター

C-013 NHKロシア語入門講座 エヌエッチケーロシアゴニュウモンコウザ4巻2号 昭和34年3月15日 財団法人NHKサービスセンター

C-012 絵本コドモノエイゴ エホンコドモノエイゴ no.2 昭和21年6月15日 二葉書房 副題「子供の一日」
C-008 エルンテ エルンテ 5巻1号 昭和8年2月1日 東学社

C-008 エルンテ エルンテ 5巻2号 昭和8年5月1日 東学社

C-012 エルンテ エルンテ 5号 昭和9年9月28日 伊藤書林

C-008 エルンテ エルンテ 7巻4号 昭和10年12月10日 伊藤書林 表、裏表紙破損
C-012 オベロン オベロン 3巻1号 昭和14年6月10日 オベロン社

C-001 おりぞん オリゾン 487号 昭和30年5月1日 おりぞん社

C-001 おりぞん オリゾン 488号 昭和30年6月1日 おりぞん社

C-001 おりぞん オリゾン 489号 昭和30年7月1日 おりぞん社 ２冊あり
C-001 おりぞん オリゾン 490号 昭和30年8月1日 おりぞん社

C-001 おりぞん オリゾン 491号 昭和30年9月1日 おりぞん社

C-005 雄鶏通信 オンドリツウシン 2巻2号 昭和21年2月1日 雄鶏社

C-005 雄鶏通信 オンドリツウシン 2巻3号 昭和21年2月15日 雄鶏社

C-005 雄鶏通信 オンドリツウシン 2巻4号 昭和21年3月15日 雄鶏社

C-005 雄鶏通信 オンドリツウシン 2巻5号 昭和21年4月5日 雄鶏社

C-005 雄鶏通信 オンドリツウシン 2巻6号 昭和21年4月20日 雄鶏社 ２冊あり
C-005 雄鶏通信 オンドリツウシン 2巻7号 昭和21年5月20日 雄鶏社 ２冊あり
C-005 雄鶏通信 オンドリツウシン 2巻8号 昭和21年7月1日 雄鶏社

C-005 雄鶏通信 オンドリツウシン 2巻9号 昭和21年8月1日 雄鶏社

C-005 雄鶏通信 オンドリツウシン 2巻10号 昭和21年9月1日 雄鶏社

C-005 雄鶏通信 オンドリツウシン 2巻11号 昭和21年10月1日 雄鶏社

C-005 雄鶏通信 オンドリツウシン 2巻12号 昭和21年11月1日 雄鶏社

C-005 雄鶏通信 オンドリツウシン 2巻13号 昭和21年12月1日 雄鶏社 ２冊あり
C-005 雄鶏通信 オンドリツウシン 3巻1号 昭和22年1月1日 雄鶏社 ２冊あり
C-005 雄鶏通信 オンドリツウシン 3巻2号 昭和22年2月1日 雄鶏社

C-005 雄鶏通信 オンドリツウシン 3巻3号 昭和22年3月1日 雄鶏社 ２冊あり
C-005 雄鶏通信 オンドリツウシン 3巻4号 昭和22年4月1日 雄鶏社

C-005 雄鶏通信 オンドリツウシン 3巻5号 昭和22年5月1日 雄鶏社

C-005 雄鶏通信 オンドリツウシン 3巻6号 昭和22年6月1日 雄鶏社

C-005 雄鶏通信 オンドリツウシン 3巻7号 昭和22年7月1日 雄鶏社
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C-005 雄鶏通信 オンドリツウシン 3巻8号 昭和22年9月1日 雄鶏社

C-005 雄鶏通信 オンドリツウシン 3巻9号 昭和22年10月1日 雄鶏社

C-005 雄鶏通信 オンドリツウシン 3巻10号 昭和22年11月1日 雄鶏社 ２冊あり
C-005 雄鶏通信 オンドリツウシン 3巻11号 昭和22年12月1日 雄鶏社

C-005 雄鶏通信 オンドリツウシン 4巻1号 昭和23年1月1日 雄鶏社

C-005 雄鶏通信 オンドリツウシン 4巻2号 昭和23年2月1日 雄鶏社

C-005 雄鶏通信 オンドリツウシン 4巻3号 昭和23年3月1日 雄鶏社

C-005 雄鶏通信 オンドリツウシン 4巻4号 昭和23年4月1日 雄鶏社

C-005 雄鶏通信 オンドリツウシン 4巻5号 昭和23年5月1日 雄鶏社

C-005 雄鶏通信 オンドリツウシン 4巻6号 昭和23年6月1日 雄鶏社

C-005 雄鶏通信 オンドリツウシン 4巻8号 昭和23年9月1日 雄鶏社

C-005 雄鶏通信 オンドリツウシン 4巻9号 昭和23年10月1日 雄鶏社

C-005 雄鶏通信 オンドリツウシン 4巻10号 昭和23年11月1日 雄鶏社

C-005 雄鶏通信 オンドリツウシン 4巻11号 昭和23年12月1日 雄鶏社 ２冊あり
C-005 雄鶏通信 オンドリツウシン 5巻2号 昭和24年2月1日 雄鶏社 ２冊あり
C-005 雄鶏通信 オンドリツウシン 5巻3号 昭和24年3月1日 雄鶏社 ２冊あり
C-005 雄鶏通信 オンドリツウシン 5巻4号 昭和24年4月1日 雄鶏社 ２冊あり
C-005 雄鶏通信 オンドリツウシン 5巻5号 昭和24年5月1日 雄鶏社

C-005 雄鶏通信 オンドリツウシン 5巻6号 昭和24年6月1日 雄鶏社

C-005 雄鶏通信 オンドリツウシン 5巻7号 昭和24年7月1日 雄鶏社

C-005 雄鶏通信 オンドリツウシン 5巻8号 昭和24年8月1日 雄鶏社

C-005 雄鶏通信 オンドリツウシン 5巻12号 昭和24年12月1日 雄鶏社

C-005 雄鶏通信 オンドリツウシン 6巻1号 昭和25年1月1日 雄鶏社

C-005 雄鶏通信 オンドリツウシン 7巻2号 昭和25年3月1日 雄鶏社

C-005 おんどり通信 オンドリツウシン 7巻3号 昭和26年3月1日 雄鶏社

C-001 海外工業資料 カイガイコウギョウシリョウ1巻2号 昭和21年5月1日 械製作資料社

C-001 海外工業資料 カイガイコウギョウシリョウ1巻3号 昭和21年6月1日 械製作資料社

C-001 海外工業資料 カイガイコウギョウシリョウ1巻4号 昭和21年7月1日 械製作資料社

C-001 海外工業資料 カイガイコウギョウシリョウ1巻5号 昭和21年8月1日 械製作資料社

C-001 海外工業資料 カイガイコウギョウシリョウ1巻6号 昭和21年9月1日 械製作資料社

C-001 海外旬報 カイガイジュンポウ 261号 昭和21年6月20日 国際文化協会

C-001 海外旬報 カイガイジュンポウ 265－267号合併号 昭和21年11月20日 国際文化協会

C-001 海外旬報 カイガイジュンポウ 276号 昭和22年3月20日 社団法人国際文化協会

C-001 海外旬報 カイガイジュンポウ 277－278号合併号 昭和22年4月10日 社団法人国際文化協会

C-001 外交季刊 ガイコウキカン 3巻1号 1958年1月 新国民外交調査会

C-001 外交時報 ガイコウジホウ 548号 昭和2年10月1日 外交時報社

C-001 外交時報 ガイコウジホウ 549号 昭和2年10月15日 外交時報社

C-001 外交時報 ガイコウジホウ 555号 昭和3年1月15日 外交時報社

C-001 外交時報 ガイコウジホウ 556号 昭和3年2月1日 外交時報社

C-001 外交時報 ガイコウジホウ 557号 昭和3年2月15日 外交時報社

C-001 外交時報 ガイコウジホウ 558号 昭和3年3月1日 外交時報社

C-001 外交時報 ガイコウジホウ 559号 昭和3年3月15日 外交時報社

C-001 外交時報 ガイコウジホウ 953号 昭和20年1月1日 外交時報社

C-008 海潮音 カイチョウオン 2号 1952年1月25日 株式会社山口書店

C-008 海潮音 カイチョウオン 3号 1952年6月30日 株式会社山口書店 ２冊あり
C-008 海潮音 カイチョウオン 6号 昭和29年3月5日 株式会社山口書店

C-008 海潮音 カイチョウオン 9号 昭和30年9月20日 株式会社山口書店

C-012 学芸講演通信社パンフレット ガクケイコウエンツウシンシャパンフレットno.35 大正15年12月30日 学芸講演通信社 副題「フランスの国民性と政治」
C-012 学芸講演通信社パンフレット ガクケイコウエンツウシンシャパンフレットno.37 昭和2年1月20日 学芸講演通信社 副題「国家主義教育の将来」
C-007 学芸講演通信社パンフレット ガクゲイコウエンツウシンシャパンフレット記載なし 大正15年10月30日 学芸講演通信社

C-013 華光 カコウ 1巻2期 中華民国35年6月1 華光社出版部

C-013 華光 カコウ 1巻6期 民国28年12月28日 北京斉内芳嘉園二号

C-013 華光 カコウ 1巻6期 民国35年10月1日 華光社

C-013 華光 カコウ 1巻4-5期 民国35年9月1日 華光社

C-013 華光 カコウ 2巻1-2期 民国36年2月1日 華光社

C-001 各国の名作への展望列車 カッコクノメイサクヘノテンボウレッシャ記載なし 昭和28年11月20日 自由国民社
現代生活のバイブル・臨時増刊、
表表紙破損

C-012 カムカム　エヴリボディ カムカム　エヴリボディ no.2 昭和21年9月30日 第一月刊社

C-012 カムカム　エヴリボディ カムカム　エヴリボディ no.4 昭和21年11月30日 第一月刊社

C-012 カムカム　エヴリボディ カムカム　エヴリボディ no.6 昭和21年11月30日 第一月刊社

C-013 季刊中国研究 キカンチュウゴクケンキュウ4号 1948年6月1日 日本評論社

C-007 CURRENT  OF THE WORLD キュレントオブザワールド21巻4号 昭和19年4月1日 英語通信社

C-008 CROWN クラウン v.2 no.1 昭和21年12月25日 銀座出版社

C-008 CROWN クラウン v.2 no.2 昭和22年2月25日 銀座出版社

C-008 CROWN クラウン v.3 no.7 昭和23年7月25日 銀座出版社

C-008 黒潮 クロシオ 5号 昭和8年9月1日 新英米文学社

C-008 ゲーテ ゲーテ 2集 昭和23年10月15日 櫻井書店

C-013 月刊ロシヤ ゲッカンロシヤ 1巻3号 昭和10年9月1日 株式会社日蘇通信社

C-013 月刊ロシヤ ゲッカンロシヤ 9巻6号 昭和18年6月1日 株式会社日蘇通信社

C-013 現代中国 ゲンダイチュウゴク 29号 1954年8月30日 現代中国学会

C-009 交流 コウリュウ 10月号 1957年 記載なし

C-009 交流 コウリュウ 11月号 1957年 記載なし

C-009 交流 コウリュウ 12月号 1957年 記載なし ２冊あり
C-009 交流 コウリュウ 10月号 1958年 記載なし

C-009 交流 コウリュウ 11月号 1958年 記載なし

C-009 交流 コウリュウ 12月号 1958年 記載なし ２冊あり
C-009 交流 コウリュウ 1月号 1958年 記載なし

C-009 交流 コウリュウ 4月号 1958年 記載なし

C-009 交流 コウリュウ 5月号 1958年 記載なし

C-009 交流 コウリュウ 6月号 1958年 記載なし

C-009 交流 コウリュウ 7月号 1958年 記載なし

C-009 交流 コウリュウ 8月号 1958年 記載なし

C-009 交流 コウリュウ 9月号 1958年 記載なし

C-009 交流 コウリュウ 10月号 1959年 記載なし

C-009 交流 コウリュウ 11月号 1959年 記載なし

カ行
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C-009 交流 コウリュウ 12月号 1959年 記載なし

C-009 交流 コウリュウ 2月号 1959年 記載なし

C-009 交流 コウリュウ 3月号 1959年 記載なし

C-009 交流 コウリュウ 4月号 1959年 記載なし

C-009 交流 コウリュウ 5月号 1959年 記載なし

C-009 交流 コウリュウ 6月号 1959年 記載なし

C-009 交流 コウリュウ 7月号 1959年 記載なし

C-009 交流 コウリュウ 8月号 1959年 記載なし

C-009 交流 コウリュウ 9月号 1959年 記載なし

C-009 交流 コウリュウ 10月号 1960年 記載なし

C-009 交流 コウリュウ 11月号 1960年 記載なし

C-009 交流 コウリュウ 12月号 1960年 記載なし

C-009 交流 コウリュウ 1月号 1960年 記載なし

C-009 交流 コウリュウ 2月号 1960年 記載なし

C-009 交流 コウリュウ 3月号 1960年 記載なし

C-009 交流 コウリュウ 4月号 1960年 記載なし

C-009 交流 コウリュウ 5月号 1960年 記載なし

C-009 交流 コウリュウ 6月号 1960年 記載なし

C-009 交流 コウリュウ 7月号 1960年 記載なし ２冊あり
C-009 交流 コウリュウ 8月号 1960年 記載なし

C-009 交流 コウリュウ 9月号 1960年 記載なし

C-009 交流 コウリュウ 10月号 1961年 記載なし

C-009 交流 コウリュウ 11月号 1961年 記載なし

C-009 交流 コウリュウ 12月号 1961年 記載なし

C-009 交流 コウリュウ 1月号 1961年 記載なし

C-009 交流 コウリュウ 2月号 1961年 記載なし

C-009 交流 コウリュウ 3月号 1961年 記載なし

C-009 交流 コウリュウ 4月号 1961年 記載なし

C-009 交流 コウリュウ 5月号 1961年 記載なし

C-009 交流 コウリュウ 6月号 1961年 記載なし

C-009 交流 コウリュウ 7月号 1961年 記載なし

C-009 交流 コウリュウ 8月号 1961年 記載なし

C-009 交流 コウリュウ 9月号 1961年 記載なし

C-009 交流 コウリュウ 1月号 1962年 記載なし

C-009 交流 コウリュウ 2月号 1962年 記載なし

C-009 交流 コウリュウ 3月号 1962年 記載なし

C-009 交流 コウリュウ 4月号 1962年 記載なし

C-009 交流 コウリュウ 5月号 1962年 記載なし

C-009 交流 コウリュウ 6月号 1962年 記載なし

C-009 交流 コウリュウ 7月号 1962年 記載なし

C-001 国際文化 コクサイブンカ 2年1号 昭和4年1月1日 国際文化研究所

C-001 国際文化 コクサイブンカ 2年2号 昭和4年2月1日 国際文化研究所

C-001 国際文化 コクサイブンカ 2年4号 昭和4年4月5日 国際文化研究所

C-003 THE NEW WORLD ザニューワールド 1巻2号 昭和21年4月1日 亜細亜社出版部

C-007 THE NEW WORLD ザニューワールド 1巻3号 昭和21年6月1日 亜細亜社出版部

C-003 THE NEW WORLD ザニュウワールド 1巻4号 昭和21年7月15日 亜細亜社出版部

C-003 THE NEW WORLD ザニュウワールド v.1no.5 昭和21年8月15日 亜細亜社出版部

C-012 THE YOUTH'S COMPANION ザユース・コムパニオン 1巻31号 昭和22年2月1日 旺文社内東京英字新聞社

C-008 サンス サンス 2冊 昭和22年12月20日 創元社

C-008 サンス サンス 7冊 昭和24年6月20日 創元社

C-001 視界 シカイ 2号 昭和35年11月5日 株式会社あぽろん社

C-001 視界 シカイ 4号 昭和37年6月30日 記載なし

C-008 時事英語研究 ジジエイゴケンキュウ 1巻14号 昭和21年12月1日 研究社

C-008 時事英語研究 ジジエイゴケンキュウ 2巻1号 昭和22年1月1日 研究社

C-008 時事英語研究 ジジエイゴケンキュウ 2巻9号 昭和22年10月1日 研究社

C-002 時事世界 ジジセカイ 1巻2号 昭和22年5月20日 時事世界社

C-002 時事世界 ジジセカイ 1巻3号 昭和22年6月20日 時事世界社

C-002 時事世界 ジジセカイ 1巻4号 昭和22年8月20日 時事世界社

C-002 時事世界 ジジセカイ 1巻5号 昭和22年9月20日 時事世界社

C-002 時事世界 ジジセカイ 1巻6号 昭和22年11月20日 時事世界社

C-002 時事世界 ジジセカイ 2巻1号 昭和23年2月20日 時事世界社

C-002 時事世界 ジジセカイ 2巻2号 昭和23年3月20日 時事世界社

C-002 時事世界 ジジセカイ 2巻3号 昭和23年4月20日 時事世界社

C-002 時事世界 ジジセカイ 2巻4号 昭和23年5月20日 時事世界社

C-002 時事世界 ジジセカイ 2巻5号 昭和23年6月20日 時事世界社

C-002 時事世界 ジジセカイ 2巻6号 昭和23年7月20日 時事世界社

C-002 時事世界 ジジセカイ 2巻7号 昭和23年8月20日 時事世界社

C-002 時事世界 ジジセカイ 2巻8号 昭和23年9月20日 時事世界社

C-002 時事世界 ジジセカイ 2巻9号 昭和23年10月20日 時事世界社

C-002 時事世界 ジジセカイ 2巻10号 昭和23年11月20日 時事世界社

C-002 時事世界 ジジセカイ 3巻2号 昭和24年1月20日 時事世界社

C-002 時事世界 ジジセカイ 3巻3号 昭和24年2月20日 時事世界社

C-009 実用英語 ジツヨウエイゴ 3巻7号 昭和23年8月1日 株式会社東西出版社 表裏表紙破損
C-009 実用英語 ジツヨウエイゴ 3巻8号 昭和23年9月1日 株式会社東西出版社

C-009 実用英語 ジツヨウエイゴ 3巻9号 昭和23年10月1日 株式会社東西出版社

C-009 実用英語 ジツヨウエイゴ 3巻10号 昭和23年11月1日 株式会社東西出版社

C-009 実用英語 ジツヨウエイゴ 4巻2号 昭和24年2月1日 株式会社東西出版社

C-009 実用英語 ジツヨウエイゴ 4巻3号 昭和24年3月1日 株式会社東西出版社

C-009 実用米語 ジツヨウベイゴ 3巻4号 昭和23年4月1日 株式会社東西出版社

C-009 実用米語 ジツヨウベイゴ 3巻6号 昭和23年6月1日 株式会社東西出版社

C-009 実用米語パック ジツヨウベイゴパック 2巻5号 昭和22年7月1日 株式会社東西出版社

C-009 実用米語パック ジツヨウベイゴパック 2巻9号 昭和22年9月1日 株式会社東西出版社

C-009 実用米語パック ジツヨウベイゴパック 2巻10号 昭和22年10月1日 株式会社東西出版社

C-009 実用米語パック ジツヨウベイゴパック 2巻11号 昭和22年11月1日 株式会社東西出版社

C-009 実用米語パック ジツヨウベイゴパック 3巻1号 昭和23年1月1日 株式会社東西出版社

サ行
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C-009 実用米語パック ジツヨウベイゴパック 3巻2号 昭和23年2月1日 株式会社東西出版社

C-013 支那 シナ 29巻8号 昭和13年8月1日 東亞同文会業務部

C-013 支那語雑誌 シナゴザッシ 3巻9号 昭和18年9月1日 帝国書院

C-013 自由朝鮮 ジユウチョウセン 2巻5号 1948年5月20日 同友社

C-013 自由朝鮮 ジユウチョウセン 2巻6号 1948年6月25日 同友社

C-008 上智大学ドイツ文学会会報 ジョウチダイガクドイツブンガクカイカイホウ5号 記載なし 記載なし

C-009 初級英語 ショキュウエイゴ 29巻2号 昭和18年5月1日 研究社

C-009 女子英語 ジョシエイゴ 1巻2号 明治41年5月1日 東西社

C-015 書物 ショモツ 2年6冊 昭和9年6月1日 三笠書房
表紙なし（１頁目は文芸雑誌「世
紀」の広告）

C-008 新英米文学 シンエイベイブンガク 2巻4号 昭和8年8月1日 新英米文学社

C-008 新英米文学 シンエイベイブンガク 2巻8号 昭和8年12月17日 新英米文学社

C-003 人種差別の苦悩 ジンシュサベツノクノウ 記載なし 1961年9月 平和政策研究会 合本
C-013 新中国 シンチュウゴク no.4 昭和21年6月1日 株式会社実業之日本社

C-013 新中国 シンチュウゴク no.15 昭和22年8月1日 株式会社実業之日本社

C-013 新中国 シンチュウゴク no.16 昭和22年9月1日 株式会社実業之日本社

C-013 新中国 シンチュウゴク no.18 昭和22年11月1日 株式会社実業之日本社

C-013 新中国文学 シンチュウゴクブンガク 2号 昭和30年8月20日 又新社

C-013 新中国文学 シンチュウゴクブンガク 3号 昭和30年10月20日 又新社

C-013 新朝鮮 シンチョウセン 8号 昭和30年9月1日 新朝鮮社

C-013 随筆中国 ズイヒツチュウゴク 2号 昭和22年9月1日 東方書局

C-013 随筆中国 ズイヒツチュウゴク 3号 昭和23年4月25日 東方書局

C-012 西洋古典学研究 セイヨウコテンガクケンキュウ4号 1965年4月5日 株式会社岩波書店

C-008 西洋文学研究 セイヨウブンガクケンキュウ記載なし 1956年2月 記載なし

C-001 世界画報 セカイガホウ 2号 昭和21年3月1日 世界画報社

C-001 世界画報 セカイガホウ 3号 昭和21年6月1日 世界画報社

C-001 世界画報 セカイガホウ 4号 昭和21年7月1日 世界画報社

C-001 世界画報 セカイガホウ 5号 昭和21年8月1日 世界画報社

C-001 世界画報 セカイガホウ 6号 昭和21年10月1日 世界画報社

C-001 世界経済 セカイケイザイ 1巻2号 昭和21年2月15日 世界経済調査会

C-001 世界経済 セカイケイザイ 1巻3号 昭和21年3月15日 世界経済調査会

C-001 世界経済 セカイケイザイ 1巻4号 昭和21年4月15日 世界経済調査会

C-001 世界経済 セカイケイザイ 1巻5号 昭和21年5月15日 世界経済調査会

C-001 世界経済 セカイケイザイ 1巻6号 昭和21年6月15日 世界経済調査会

C-001 世界経済 セカイケイザイ 1巻7号 昭和21年7月15日 世界経済調査会

C-001 世界経済 セカイケイザイ 1巻8号 昭和21年8月15日 世界経済調査会

C-001 世界経済 セカイケイザイ 1巻9号 昭和21年9月15日 世界経済調査会

C-001 世界経済 セカイケイザイ 1巻10号 昭和21年10月15日 世界経済調査会

C-001 世界経済 セカイケイザイ 1巻11号 昭和21年11月15日 世界経済調査会

C-001 世界経済 セカイケイザイ 2巻1号 昭和22年1月1日 世界経済調査会

C-001 世界経済 セカイケイザイ 2巻2号 昭和22年2月1日 世界経済調査会

C-001 世界経済 セカイケイザイ 2巻3号 昭和22年3月1日 世界経済調査会

C-001 世界経済 セカイケイザイ 2巻4号 昭和22年4月1日 世界経済調査会

C-001 世界経済 セカイケイザイ 2巻5号 昭和22年5月1日 世界経済調査会

C-001 世界経済 セカイケイザイ 2巻6号 昭和22年6月1日 世界経済調査会

C-001 世界経済評論 セカイケイザイヒョウロン7月号 昭和21年7月1日 総合アメリカ研究所

C-001 世界思潮 セカイシチョウ 4号 昭和21年11月1日 世界思潮社

C-002 世界週報 セカイシュウホウ 26巻33-34号 昭和20年12月8日 株式会社時事通信社

C-002 世界週報 セカイシュウホウ 26巻35-36号 昭和20年12月22日 株式会社時事通信社

C-002 世界週報 セカイシュウホウ 27巻1号 昭和21年1月1日 株式会社時事通信社

C-002 世界週報 セカイシュウホウ 27巻10-11号 昭和21年3月23日 株式会社時事通信社

C-002 世界週報 セカイシュウホウ 28巻13巻 昭和22年4月30日 株式会社時事通信社

C-002 世界週報 セカイシュウホウ 30巻5号 昭和24年2月2日 株式会社時事通信社

C-002 世界週報 セカイシュウホウ 30巻14号 昭和24年4月6日 株式会社時事通信社

C-002 世界週報 セカイシュウホウ 30巻23号 昭和24年6月15日 株式会社時事通信社

C-002 世界週報 セカイシュウホウ 31巻1号 昭和25年1月1日 株式会社時事通信社

C-002 世界週報 セカイシュウホウ 35巻13号 1954年5月1日 株式会社時事通信社

C-002 世界週報 セカイシュウホウ 35巻14号 1954年5月11日 株式会社時事通信社

C-002 世界週報 セカイシュウホウ 35巻15号 1954年5月21日 株式会社時事通信社

C-002 世界週報 セカイシュウホウ 35巻16号 1954年6月1日 株式会社時事通信社

C-002 世界週報 セカイシュウホウ 35巻17号 1954年6月11日 株式会社時事通信社

C-002 世界週報 セカイシュウホウ 35巻18号 1954年6月21日 株式会社時事通信社

C-002 世界週報 セカイシュウホウ 35巻19号 1954年7月1日 株式会社時事通信社

C-002 世界週報 セカイシュウホウ 35巻20号 1954年7月11日 株式会社時事通信社

C-002 世界週報 セカイシュウホウ 35巻21号 1954年7月21日 株式会社時事通信社

C-002 世界週報 セカイシュウホウ 35巻22号 1954年8月1日 株式会社時事通信社

C-002 世界週報 セカイシュウホウ 35巻24号 1954年8月21日 株式会社時事通信社

C-002 世界週報 セカイシュウホウ 35巻25号 1954年9月1日 株式会社時事通信社

C-002 世界週報 セカイシュウホウ 35巻26号 1954年9月11日 株式会社時事通信社

C-002 世界週報 セカイシュウホウ 35巻27号 1954年9月21日 株式会社時事通信社

C-002 世界週報 セカイシュウホウ 35巻28号 1954年10月1日 株式会社時事通信社

C-002 世界週報 セカイシュウホウ 35巻29号 1954年10月11日 株式会社時事通信社

C-002 世界週報 セカイシュウホウ 35巻30号 1954年10月21日 株式会社時事通信社

C-002 世界週報 セカイシュウホウ 35巻31号 1954年11月1日 株式会社時事通信社

C-002 世界週報 セカイシュウホウ 35巻32号 1954年11月11日 株式会社時事通信社

C-002 世界週報 セカイシュウホウ 35巻33号 1954年11月21日 株式会社時事通信社

C-002 世界週報 セカイシュウホウ 36巻3号 1955年1月21日 株式会社時事通信社

C-002 世界週報 セカイシュウホウ 36巻4号 1955年2月1日 株式会社時事通信社

C-002 世界週報 セカイシュウホウ 36巻5号 1955年2月11日 株式会社時事通信社

C-002 世界週報 セカイシュウホウ 36巻6号 1955年2月21日 株式会社時事通信社

C-001 世界資料 セカイシリョウ 1巻3号 昭和22年3月15日 日本経済新聞社

C-001 世界資料 セカイシリョウ 4巻11号 昭和25年11月15日 共同通信社出版部

C-001 世界知識 セカイチシキ 1巻2号 昭和21年3月1日 誠文堂新光社

C-001 世界知識 セカイチシキ 1巻3号 昭和21年4月1日 誠文堂新光社

C-001 世界認識 セカイニンシキ 1巻2号 昭和6年11月1日 新光社
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C-001 世界の動き セカイノウゴキ 1巻15号 昭和21年10月1日 毎日新聞社

C-001 世界の動き セカイノウゴキ 2年44号 昭和22年12月15日 毎日新聞社

C-001 世界文化 セカイブンカ 1巻10-11号 昭和21年11月1日 日本電報通信社

C-001 世界文化 セカイブンカ 2巻3号 昭和22年4月1日 大地書房

C-002 世界文学 セカイブンガク 1巻2号 大正13年5月1日 金星堂

C-002 世界文学 セカイブンガク 8月号 昭和21年8月30日 世界文学社 前表紙破損
C-002 世界文学 セカイブンガク 9月号 昭和21年9月30日 世界文学社

C-002 世界文学 セカイブンガク 10月号 昭和21年10月30日 世界文学社

C-002 世界文学 セカイブンガク 11-12月号 昭和21年11月30日 世界文学社 ２冊あり
C-002 世界文学 セカイブンガク 4月号 昭和22年4月25日 世界文学社

C-002 世界文学 セカイブンガク 5月号 昭和22年5月25日 株式会社世界文学社

C-002 世界文学 セカイブンガク 6月号 昭和22年6月25日 株式会社世界文学社

C-002 世界文学 セカイブンガク 7-8月合併号 昭和22年8月15日 株式会社世界文学社

C-002 世界文学 セカイブンガク 9月号 昭和22年9月10日 株式会社世界文学社 ２冊あり
C-002 世界文学 セカイブンガク 11月号 昭和22年11月10日 株式会社世界文学社

C-002 世界文学 セカイブンガク 12月号 昭和22年12月10日 株式会社世界文学社 ２冊あり
C-002 世界文学 セカイブンガク 2月号 昭和23年2月10日 株式会社世界文学社

C-002 世界文学 セカイブンガク 3月号 昭和23年3月10日 株式会社世界文学社

C-002 世界文学 セカイブンガク 4月号 昭和23年4月10日 株式会社世界文学社

C-002 世界文学 セカイブンガク 8月号 昭和23年8月1日 株式会社世界文学社

C-002 世界文学 セカイブンガク 9月号 昭和23年9月1日 株式会社世界文学社

C-002 世界文学 セカイブンガク 2月号 昭和24年2月1日 株式会社世界文学社

C-002 世界文学 セカイブンガク 4月号 昭和24年4月1日 株式会社世界文学社

C-002 世界文学 セカイブンガク 8月号 1949年8月1日 株式会社世界文学社

C-002 世界文学 セカイブンガク 新年号 1950年1月1日 株式会社世界文学社

C-002 世界文学 セカイブンガク 2月号 1950年2月1日 株式会社世界文学社

C-002 世界文学 セカイブンガク 2号 1954年12月15日 世界文学研究会

C-002 世界文学 セカイブンガク no.7 昭和31年1月30日 記載なし

C-002 世界文学 セカイブンガク no.14 1958年2月25日 記載なし

C-002 世界文学 セカイブンガク no.18 1959年4月30日 記載なし

C-002 世界文学 セカイブンガク 3号 記載なし 記載なし

C-002 世界文学 セカイブンガク 4号 記載なし 記載なし ２冊あり
C-013 ソヴィエト通信 ソヴィエトツウシン v.1 no.35 昭和21年7月7日 ソヴエト文化協会

C-013 ソヴィエト文化 ソヴィエトブンカ 2号 昭和21年6月5日 ソヴエト文化社

C-013 ソヴィエト文化 ソヴィエトブンカ 3号 昭和21年8月5日 ソヴエト文化社

C-013 ソヴィエト文化 ソヴィエトブンカ 4号 昭和21年9月5日 ソヴエト文化社

C-013 ソヴィエト文化 ソヴィエトブンカ 5号 昭和21年12月5日 ソヴエト文化社

C-013 ソヴィエト文化 ソヴィエトブンカ 6号 昭和22年9月5日 ソヴエト文化社

C-013 ソヴィエト文化 ソヴィエトブンカ 11号 昭和23年5月5日 ソヴエト文化社

C-013 ソヴェート文学 ソヴェートブンガク 3号 昭和38年6月10日 理想社

C-001 総合世界文芸 ソウゴウセカイブンゲイ 2集 昭和25年12月1日 株式会社新樹社

C-001 総合世界文芸 ソウゴウセカイブンゲイ 9集 昭和29年12月25日 総合世界文芸委員会

C-001 総合世界文芸 ソウゴウセカイブンゲイ 11集 昭和32年1月30日 株式会社株式会社理想社

C-012 創造 ソウゾウ 11号 昭和12年5月15日 欧亜書房 ２冊あり

C-013 ソ研モノグラフィー・シリーズ ソケンモノグラフィー・シリーズ5集 記載無し ソヴェト研究社協会
表紙・裏表紙なし　文学の特殊性
について

C-013 ソ連研究 ソレンケンキュウ 1巻8号 昭和27年11月1日 ソ連問題研究会

C-015 大調和 ダイチョウワ 10月号 昭和2年10月1日 春秋社

C-011 TIME タイム v.96 no.15 1945年10月8日 TIME Inc.

C-011 TIME タイム v.96 no.16 1945年10月15日 TIME Inc.

C-011 TIME タイム v.96 no.23 1945年12月3日 TIME Inc.

C-011 TIME タイム v.96 no.25 1945年12月17日 TIME Inc.

C-011 TIME タイム v.96 no.26 1945年12月24日 TIME Inc. ２冊あり
C-011 TIME タイム v.96 no.27 1945年12月31日 TIME Inc.

C-011 TIME タイム v.97 no.1 1946年1月7日 TIME Inc.

C-011 TIME タイム v.97 no.2 1946年1月14日 TIME Inc. ２冊あり
C-011 TIME タイム v.97 no.3 1946年1月21日 TIME Inc. ２冊あり
C-011 TIME タイム v.97 no.4 1946年1月28日 TIME Inc. ２冊あり
C-011 TIME タイム v.97 no.5 1946年2月4日 TIME Inc.

C-011 TIME タイム v.97 no.6 1946年2月11日 TIME Inc.

C-011 TIME タイム v.97 no.8 1946年2月25日 TIME Inc.

C-011 TIME タイム v.97 no.9 1946年3月4日 TIME Inc.

C-011 TIME タイム v.97 no.10 1946年3月11日 TIME Inc.

C-011 TIME タイム v.97 no.11 1946年3月18日 TIME Inc. ２冊あり
C-011 TIME タイム v.97 no.12 1946年3月25日 TIME Inc.

C-011 TIME タイム v.97 no.13 1946年4月1日 TIME Inc.

C-011 TIME タイム v.97 no.14 1946年4月8日 TIME Inc.

C-011 TIME タイム v.97 no.15 1946年4月15日 TIME Inc.

C-011 TIME タイム v.97 no.17 1946年4月29日 TIME Inc.

C-011 TIME タイム v.97 no.18 1946年5月6日 TIME Inc. ２冊あり
C-011 TIME タイム v.97 no.19 1946年5月13日 TIME Inc. ２冊あり
C-011 TIME タイム v.97 no.20 1946年5月20日 TIME Inc.

C-011 TIME タイム v.97 no.21 1946年5月27日 TIME Inc.

C-011 TIME タイム v.97 no.22 1946年6月3日 TIME Inc.

C-011 TIME タイム v.97 no.23 1946年6月10日 TIME Inc.

C-011 TIME タイム v.97 no.24 1946年6月17日 TIME Inc.

C-011 TIME タイム v.97 no.25 1946年6月24日 TIME Inc.

C-011 TIME タイム v.98 no.1 1946年7月1日 TIME Inc.

C-011 TIME タイム v.98 no.2 1946年7月8日 TIME Inc.

C-011 TIME タイム v.98 no.3 1946年7月15日 TIME Inc.

C-011 TIME タイム v.98 no.4 1946年7月22日 TIME Inc.

C-011 TIME タイム v.98 no.5 1946年7月29日 TIME Inc.

C-011 TIME タイム v.98 no.6 1946年8月5日 TIME Inc.

C-011 TIME タイム v.98 no.7 1946年8月12日 TIME Inc.

C-011 TIME タイム v.98 no.8 1946年8月19日 TIME Inc.

タ行
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C-011 TIME タイム v.98 no.9 1946年8月26日 TIME Inc.

C-011 TIME タイム v.98 no.10 1946年9月2日 TIME Inc.

C-011 TIME タイム v.98 no.11 1946年9月9日 TIME Inc.

C-011 TIME タイム v.98 no.12 1946年9月16日 TIME Inc.

C-011 TIME タイム v.98 no.13 1946年9月23日 TIME Inc.

C-011 TIME タイム v.98 no.14 1946年9月30日 TIME Inc.

C-011 TIME タイム v.98 no.15 1946年10月7日 TIME Inc.

C-011 TIME タイム v.98 no.16 1946年10月14日 TIME Inc.

C-011 TIME タイム v.98 no.17 1946年10月21日 TIME Inc.

C-011 TIME タイム v.98 no.18 1946年10月28日 TIME Inc.

C-011 TIME タイム v.98 no.19 1946年11月4日 TIME Inc.

C-011 TIME タイム v.98 no.20 1946年11月11日 TIME Inc.

C-011 TIME タイム v.98 no.21 1946年11月18日 TIME Inc.

C-011 TIME タイム v.98 no.22 1946年11月25日 TIME Inc.

C-011 TIME タイム v.98 no.23 1946年12月2日 TIME Inc.

C-011 TIME タイム v.98 no.24 1946年12月9日 TIME Inc.

C-011 TIME タイム v.98 no.25 1946年12月16日 TIME Inc.

C-011 TIME タイム v.98 no.26 1946年12月23日 TIME Inc.

C-014 台湾青年 タイワンセイネン 6号 1961年2月20日 台湾青年社

C-014 台湾青年 タイワンセイネン 7号 1961年4月20日 台湾青年社

C-003 地平線 チヘイセン 492号 昭和30年10月1日 おりぞん社

C-003 地平線 チヘイセン 493号 昭和30年11月1日 おりぞん社

C-014 中国 チュウゴク no.3 記載無し 中国の会

C-013 中国共産党の細胞活動 チュウゴクキョウサントウノサイボウカツドウ記載無し 1949年9月30日 社会書房
中国共産党の細胞活動他17冊
合本

C-014 中国公論 チュウゴクコウロン 1巻2号 昭和23年7月1日 留日華僑総会社会組

C-013 中国事情 チュウゴクジジョウ 23号 昭和26年11月1日 日本中国友好協会

C-014 中国文化 チュウゴクブンカ no.2 1948年1月1日 中国文化協会

C-014 中国文化 チュウゴクブンカ no.3 1948年4月1日 中国文化協会

C-014 中国文化 チュウゴクブンカ no.4 昭和23年8月1日 中国文化協会

C-013 中国文学 チュウゴクブンガク 71号 昭和16年4月1日 生活社

C-013 中国文学 チュウゴクブンガク 72号 昭和16年5月1日 生活社

C-013 中国文学 チュウゴクブンガク 73号 昭和16年6月1日 生活社

C-013 中国文学 チュウゴクブンガク 74号 昭和16年7月1日 生活社

C-013 中国文学 チュウゴクブンガク 75号 昭和16年8月1日 生活社

C-013 中国文学 チュウゴクブンガク 76号 昭和16年9月1日 生活社

C-013 中国文学 チュウゴクブンガク 77号 昭和16年10月1日 生活社

C-013 中国文学 チュウゴクブンガク 78号 昭和16年10月26日 生活社

C-013 中国文学 チュウゴクブンガク 79号 昭和16年12月1日 生活社

C-013 中国文学 チュウゴクブンガク 80号 昭和17年1月1日 生活社

C-013 中国文学 チュウゴクブンガク 81号 昭和17年2月1日 生活社

C-013 中国文学 チュウゴクブンガク 82号 昭和17年3月1日 生活社

C-013 中国文学 チュウゴクブンガク 83号 昭和17年5月1日 生活社

C-013 中国文学 チュウゴクブンガク 84号 昭和17年6月1日 生活社

C-013 中国文学 チュウゴクブンガク 85号 昭和17年7月1日 生活社

C-013 中国文学 チュウゴクブンガク 86号 昭和17年8月1日 生活社

C-013 中国文学 チュウゴクブンガク 87号 昭和17年9月1日 生活社

C-013 中国文学 チュウゴクブンガク 88号 昭和17年10月1日 生活社

C-013 中国文学 チュウゴクブンガク 89号 昭和17年11月1日 生活社

C-013 中国文学 チュウゴクブンガク 90号 昭和17年12月1日 生活社

C-013 中国文学 チュウゴクブンガク 91号 昭和18年1月1日 生活社

C-013 中国文学 チュウゴクブンガク 92号 昭和18年3月1日 生活社 終刊号
C-013 中国文学 チュウゴクブンガク 93号 昭和21年3月1日 生活社 復刊号　２冊あり
C-013 中国文学 チュウゴクブンガク 94号 昭和21年4月1日 生活社

C-013 中国文学 チュウゴクブンガク 95号 昭和21年5月1日 生活社

C-013 中国文学 チュウゴクブンガク 96号 昭和21年6月1日 生活社 ２冊あり
C-013 中国文学 チュウゴクブンガク 97号 昭和21年8月1日 生活社 3冊あり
C-013 中国文学 チュウゴクブンガク 98号 昭和21年9月1日 生活社

C-013 中国文学 チュウゴクブンガク 101号 昭和22年11月1日 華光社

C-013 朝鮮詩 チョウセンシ 1巻2号 1946年3月1日 祖国文学社関東本社

C-014 朝鮮文化 チョウセンブンカ 2年10号 昭和22年5月1日 文化朝鮮社

C-013 朝鮮文芸 チョウセンブンゲイ 2巻1号 1948年2月1日 朝鮮文芸社

C-013 朝鮮文芸 チョウセンブンゲイ 2巻2号 1948年4月1日 朝鮮文芸社

C-013 朝鮮文芸 チョウセンブンゲイ 2巻3号 1948年7月1日 朝鮮文芸社

C-009 Deutsch ドイチュ no.1 昭和30年5月1日 第三書房 裏表紙破損
C-009 ドイツの文化資料 ドイツノブンカシリョウ 6集 昭和18年2月5日 ドイツ文化資料社

C-009 独逸文学 ドイツブンガク 3年2集 昭和14年7月17日 株式会社有明堂

C-009 独逸文学 ドイツブンガク 2号 昭和23年6月10日 株式会社生活社

C-009 ドイツ文学 ドイツブンガク 5号 昭和25年12月20日 記載なし

C-009 ドイツ文学 ドイツブンガク 6号 昭和26年5月5日 記載なし

C-009 ドイツ文学 ドイツブンガク 7号 昭和26年11月4日 記載なし

C-009 ドイツ文学 ドイツブンガク 8号 1952年5月1日 郁文堂出版有限会社

C-009 ドイツ文学 ドイツブンガク 13号 1954年11月20日 郁文堂出版有限会社

C-009 ドイツ文学 ドイツブンガク 15号 1955年10月29日 郁文堂出版有限会社

C-009 ドイツ文学 ドイツブンガク 16号 1956年5月5日 郁文堂出版有限会社

C-009 ドイツ文学 ドイツブンガク 17号 1956年10月20日 郁文堂出版有限会社

C-009 ドイツ文芸学 ドイツブンゲイガク 1冊 昭和25年11月30日 慶應通信教育図書株式会社

C-009 ドイツ文芸学 ドイツブンゲイガク 2冊 昭和26年9月10日 慶應通信教育図書株式会社

C-013 東亞研究講座 トウアケンキュウコウザ 95輯 昭和15年12月15日 東亞研究会 支那文学論の発生
C-014 東亜民論 トウアミンロン 12月号 昭和11年12月1日 東亜新光会

C-012 東京ラスキン協会雑誌 トウキョウラスキンキョウカイザッシ2巻1号 昭和6年7月1日 東京ラスキン協会

C-013 桃源 トウゲン 9月号 昭和23年9月1日 吉昌社

C-013 桃源 トウゲン 4巻1号 昭和24年1月1日 吉昌社

C-014 東光 トウコウ 2号 昭和22年11月20日 弘文堂 ２冊あり
C-014 東光 トウコウ 3号 昭和23年1月20日 弘文堂 ２冊あり



高橋新太郎文庫所蔵リスト（外国語・外国文化コレクション）
（タイトルの50音順）

平成21年4月1日
学習院女子大学図書館

箱番号 タイトル タイトル（フリガナ） 巻号 出版年 出版社 備考

C-014 東光 トウコウ 4号 昭和23年4月10日 弘文堂 ２冊あり
C-014 東光 トウコウ 6号 昭和23年10月10日 弘文堂

C-014 東光 トウコウ 7号 昭和24年1月10日 弘文堂

C-014 東光 トウコウ 8号 昭和24年3月25日 弘文堂

C-014 同仁 ドウジン 8巻11月号 昭9年11月1日 財団法人同仁会

C-013 東方学 トウホウガク 2輯 昭和26年8月10日 財団法人東方学会

C-007 同盟世界週報 ドウメイセカイシュウホウ24巻23号 昭和18年6月5日 社団法人同盟通信社

C-007 同盟世界週報 ドウメイセカイシュウホウ24巻24号 昭和18年6月12日 社団法人同盟通信社

C-007 同盟世界週報 ドウメイセカイシュウホウ24巻25号 昭和18年6月19日 社団法人同盟通信社

C-007 同盟世界週報 ドウメイセカイシュウホウ24巻26号 昭和18年6月26日 社団法人同盟通信社

C-007 同盟世界週報 ドウメイセカイシュウホウ24巻38号 昭和18年9月21日 社団法人同盟通信社

C-003 同盟世界週報 ドウメイセカイシュウホウ24巻45号 昭和18年11月6日 社団法人同盟通信社

C-007 同盟世界週報 ドウメイセカイシュウホウ24巻46号 昭和18年11月13日 社団法人同盟通信社

C-007 同盟世界週報 ドウメイセカイシュウホウ25巻48号 昭和19年1月25日 社団法人同盟通信社

C-007 同盟世界週報 ドウメイセカイシュウホウ25巻8号 昭和19年2月19日 社団法人同盟通信社

C-007 同盟世界週報 ドウメイセカイシュウホウ25巻9号 昭和19年2月26日 社団法人同盟通信社

C-007 同盟世界週報 ドウメイセカイシュウホウ25巻17号 昭和19年4月22日 社団法人同盟通信社

C-007 同盟世界週報 ドウメイセカイシュウホウ25巻18号 昭和19年4月29日 社団法人同盟通信社

C-007 同盟世界週報 ドウメイセカイシュウホウ25巻20号 昭和19年5月13日 社団法人同盟通信社

C-007 同盟世界週報 ドウメイセカイシュウホウ25巻21号 昭和19年5月20日 社団法人同盟通信社

C-007 同盟世界週報 ドウメイセカイシュウホウ25巻22号 昭和19年5月27日 社団法人同盟通信社

C-007 同盟世界週報 ドウメイセカイシュウホウ25巻25号 昭和19年6月17日 社団法人同盟通信社

C-003 同盟世界週報 ドウメイセカイシュウホウ25巻27号 昭和19年7月1日 社団法人同盟通信社

C-007 同盟世界週報 ドウメイセカイシュウホウ25巻29号 昭和19年7月15日 社団法人同盟通信社

C-007 同盟世界週報 ドウメイセカイシュウホウ25巻30号 昭和19年7月22日 社団法人同盟通信社

C-003 同盟世界週報 ドウメイセカイシュウホウ25巻31号 昭和19年7月29日 社団法人同盟通信社

C-007 同盟世界週報 ドウメイセカイシュウホウ25巻31号 昭和19年7月29日 社団法人同盟通信社

C-007 同盟世界週報 ドウメイセカイシュウホウ25巻32号 昭和19年8月5日 社団法人同盟通信社

C-007 同盟世界週報 ドウメイセカイシュウホウ25巻33号 昭和19年8月12日 社団法人同盟通信社

C-003 同盟世界週報 ドウメイセカイシュウホウ25巻34号 昭和19年8月19日 社団法人同盟通信社

C-003 同盟世界週報 ドウメイセカイシュウホウ25巻36号 昭和19年9月2日 社団法人同盟通信社

C-007 同盟世界週報 ドウメイセカイシュウホウ25巻36号 昭和19年9月2日 社団法人同盟通信社

C-007 同盟世界週報 ドウメイセカイシュウホウ25巻37号 昭和19年9月9日 社団法人同盟通信社

C-007 同盟世界週報 ドウメイセカイシュウホウ25巻38号 昭和19年9月16日 社団法人同盟通信社

C-007 同盟世界週報 ドウメイセカイシュウホウ25巻39号 昭和19年9月23日 社団法人同盟通信社

C-007 同盟世界週報 ドウメイセカイシュウホウ25巻41号 昭和19年10月7日 社団法人同盟通信社

C-007 同盟世界週報 ドウメイセカイシュウホウ25巻42号 昭和19年10月14日 社団法人同盟通信社

C-007 同盟世界週報 ドウメイセカイシュウホウ25巻43号 昭和19年10月21日 社団法人同盟通信社

C-007 同盟世界週報 ドウメイセカイシュウホウ25巻44号 昭和19年10月28日 社団法人同盟通信社

C-007 同盟世界週報 ドウメイセカイシュウホウ25巻46号 昭和19年11月11日 社団法人同盟通信社

C-007 同盟世界週報 ドウメイセカイシュウホウ25巻47号 昭和19年11月18日 社団法人同盟通信社

C-003 同盟世界週報 ドウメイセカイシュウホウ25巻49号 昭和19年12月2日 社団法人同盟通信社

C-007 同盟世界週報 ドウメイセカイシュウホウ25巻49号 昭和19年12月2日 社団法人同盟通信社

C-007 同盟世界週報 ドウメイセカイシュウホウ25巻50号 昭和19年12月9日 社団法人同盟通信社

C-003 同盟世界週報 ドウメイセカイシュウホウ25巻51号 昭和19年12月16日 社団法人同盟通信社

C-007 同盟世界週報 ドウメイセカイシュウホウ25巻51号 昭和19年12月16日 社団法人同盟通信社

C-003 同盟世界週報 ドウメイセカイシュウホウ25巻52号 昭和19年12月23日 社団法人同盟通信社

C-007 同盟世界週報 ドウメイセカイシュウホウ26巻6号 昭和20年2月17日 社団法人同盟通信社

C-007 同盟世界週報 ドウメイセカイシュウホウ26巻7号 昭和20年2月24日 社団法人同盟通信社

C-003 同盟世界週報 ドウメイセカイシュウホウ26巻19号 昭和20年8月25日 社団法人同盟通信社

C-003 同盟世界週報 ドウメイセカイシュウホウ26巻21号 昭和20年9月8日 社団法人同盟通信社

C-003 同盟世界週報 ドウメイセカイシュウホウ26巻22号 昭和20年9月15日 社団法人同盟通信社

C-003 同盟世界週報 ドウメイセカイシュウホウ26巻23号 昭和20年9月22日 社団法人同盟通信社

C-014 TOYOGO KENKYU トウヨウゴケンキュウ 3号 昭和22年8月30日 文求堂

C-014 TOYOGO KENKYU トウヨウゴケンキュウ 4号 昭和23年5月30日 文求堂

C-013 東洋文化 トウヨウブンカ 記載無し 昭和38年4月8日 東洋文化振興会 鹽谷温先生追悼号
C-009 トルストイ研究 トルストイケンキュウ 2号 大正5年10月1日 新潮社

C-009 トルストイ研究 トルストイケンキュウ 2巻4号 大正6年4月1日 新潮社

C-009 トルストイ研究 トルストイケンキュウ 2巻6号 大正6年6月1日 新潮社

C-009 トルストイ研究 トルストイケンキュウ 2巻10号 大正6年10月1日 新潮社 ２冊あり
C-009 トルストイ研究 トルストイケンキュウ 2月号 大正7年2月1日 新潮社

C-009 トルストイ研究 トルストイケンキュウ 5月号 大正7年5月1日 新潮社

C-009 トルストイ研究 トルストイケンキュウ 7月号 大正7年7月1日 新潮社

C-009 トルストイ研究 トルストイケンキュウ 9月号 大正7年9月1日 新潮社

C-009 トルストイ研究 トルストイケンキュウ 11月号 大正7年11月1日 新潮社

C-015 内外評論特別号 ナイガイヒョウロントクベツゴウ7巻 大正10年8月10日 内外評論社 副題「朝鮮文化」
C-014 南方語雑誌 ナンポウゴザッシ 1巻2号 昭和18年2月1日 株式会社蛍雪書院

C-009 日伊文化研究 ニチイブンカケンキュウ 4号 昭和17年1月8日 日伊協会

C-009 日伊文化研究 ニチイブンカケンキュウ 5号 昭和17年3月8日 日伊協会

C-009 日伊文化研究 ニチイブンカケンキュウ 9号 昭和17年11月8日 日伊協会

C-009 日伊文化研究 ニチイブンカケンキュウ 10号 昭和18年1月8日 日伊協会

C-009 日伊文化研究 ニチイブンカケンキュウ 11号 昭和18年3月8日 日伊協会

C-009 日伊文化研究 ニチイブンカケンキュウ 16号 昭和19年1月8日 日伊協会

C-012 日仏会館学報 ニチフツカイカンカンガクホウ新第3巻 昭和29年10月30日 日仏会館

C-009 日米街頭会話 ニチベイガイトウカイワ 記載なし 昭和21年11月15日 実用英語会話学院出版部

C-009 ニッポンとアメリカ ニッポントアメリカ 1月号 昭和13年1月1日 ニッポンとアメリカ社

C-009 ニッポンとアメリカ ニッポントアメリカ 2月号 昭和13年2月1日 ニッポンとアメリカ社

C-009 ニッポンとアメリカ ニッポントアメリカ 4月号 昭和13年4月1日 ニッポンとアメリカ社

C-014 ひのもと ニホモト 6巻5号 昭和18年5月10日 ひのもと社

C-003 日本詩歌と外国語 ニホンシイカトガイコクゴ記載なし 昭和10年11月25日 財団法人国際文化振興会

C-003
日本におけるホイットマン文献
補遺

ニホンニオケルホイット
マンブンケンホイ

8巻

C-011 Newsweek ニュースウイーク v.26 no.14 1945年10月1日 Weekly Publications,Inc

C-011 Newsweek ニュースウイーク v.26 no.15 1945年10月8日 Weekly Publications,Inc

C-011 Newsweek ニュースウイーク v.26 no.19 1945年11月5日 Weekly Publications,Inc

ナ行
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C-011 Newsweek ニュースウイーク v.26 no.26 1945年12月24日 Weekly Publications,Inc

C-011 Newsweek ニュースウイーク v.26 no.27 1945年12月31日 Weekly Publications,Inc

C-011 Newsweek ニュースウイーク v.27 no.1 1946年1月7日 Weekly Publications,Inc

C-011 Newsweek ニュースウイーク v.27 no.2 1946年1月14日 Weekly Publications,Inc

C-011 Newsweek ニュースウイーク v.27 no.3 1946年1月21日 Weekly Publications,Inc ２冊あり
C-011 Newsweek ニュースウイーク v.27 no.4 1946年1月28日 Weekly Publications,Inc

C-011 Newsweek ニュースウイーク v.27 no.5 1946年2月4日 Weekly Publications,Inc

C-011 Newsweek ニュースウイーク v.27 no.6 1946年2月11日 Weekly Publications,Inc

C-011 Newsweek ニュースウイーク v.27 no.7 1946年2月18日 Weekly Publications,Inc

C-011 Newsweek ニュースウイーク v.27 no.8 1946年2月25日 Weekly Publications,Inc

C-011 Newsweek ニュースウイーク v.27 no.9 1946年3月4日 Weekly Publications,Inc ２冊あり
C-011 Newsweek ニュースウイーク v.27 no.10 1946年3月11日 Weekly Publications,Inc

C-011 Newsweek ニュースウイーク v.27 no.11 1946年3月18日 Weekly Publications,Inc

C-011 Newsweek ニュースウイーク v.27 no.12 1946年3月25日 Weekly Publications,Inc ２冊あり
C-011 Newsweek ニュースウイーク v.27 no.13 1946年4月1日 Weekly Publications,Inc

C-011 Newsweek ニュースウイーク v.27 no.14 1946年4月8日 Weekly Publications,Inc ２冊あり
C-011 Newsweek ニュースウイーク v.27 no.15 1946年4月15日 Weekly Publications,Inc ２冊あり
C-011 Newsweek ニュースウイーク v.27 no.16 1946年4月22日 Weekly Publications,Inc

C-011 Newsweek ニュースウイーク v.27 no.17 1946年4月29日 Weekly Publications,Inc ２冊あり
C-011 Newsweek ニュースウイーク v.27 no.18 1946年5月6日 Weekly Publications,Inc ２冊あり
C-011 Newsweek ニュースウイーク v.27 no.19 1946年5月13日 Weekly Publications,Inc ２冊あり
C-011 Newsweek ニュースウイーク v.27 no.20 1946年5月20日 Weekly Publications,Inc ２冊あり
C-011 Newsweek ニュースウイーク v.27 no.21 1946年5月27日 Weekly Publications,Inc

C-011 Newsweek ニュースウイーク v.27 no.22 1946年6月3日 Weekly Publications,Inc ２冊あり
C-011 Newsweek ニュースウイーク v.27 no.23 1946年6月10日 Weekly Publications,Inc

C-011 Newsweek ニュースウイーク v.27 no.24 1946年6月17日 Weekly Publications,Inc

C-011 Newsweek ニュースウイーク v.27 no.25 1946年6月24日 Weekly Publications,Inc

C-011 Newsweek ニュースウイーク v.28 no.1 1946年7月1日 Weekly Publications,Inc

C-011 Newsweek ニュースウイーク v.28 no.2 1946年7月8日 Weekly Publications,Inc

C-011 Newsweek ニュースウイーク v.28 no.3 1946年7月15日 Weekly Publications,Inc

C-011 Newsweek ニュースウイーク v.28 no.4 1946年7月22日 Weekly Publications,Inc

C-011 Newsweek ニュースウイーク v.28 no.5 1946年7月29日 Weekly Publications,Inc

C-011 Newsweek ニュースウイーク v.28 no.6 1946年8月5日 Weekly Publications,Inc

C-011 Newsweek ニュースウイーク v.28 no.7 1946年8月12日 Weekly Publications,Inc ２冊あり
C-011 Newsweek ニュースウイーク v.28 no.8 1946年8月19日 Weekly Publications,Inc

C-011 Newsweek ニュースウイーク v.28 no.9 1946年8月26日 ニューズウヰーク東京支社 ２冊あり
C-011 Newsweek ニュースウイーク v.28 no.10 1946年9月2日 ニューズウヰーク東京支社

C-011 Newsweek ニュースウイーク v.28 no.11 1946年9月9日 ニューズウヰーク東京支社

C-011 Newsweek ニュースウイーク v.28 no.12 1946年9月16日 ニューズウヰーク東京支社

C-011 Newsweek ニュースウイーク v.28 no.13 1946年9月23日 ニューズウヰーク東京支社

C-011 Newsweek ニュースウイーク v.28 no.14 1946年9月30日 ニューズウヰーク東京支社

C-011 Newsweek ニュースウイーク v.28 no.15 1946年10月7日 ニューズウヰーク東京支社

C-011 Newsweek ニュースウイーク v.28 no.16 1946年10月14日 ニューズウヰーク東京支社

C-011 Newsweek ニュースウイーク v.28 no.17 1946年10月21日 ニューズウヰーク東京支社

C-011 Newsweek ニュースウイーク v.28 no.18 1946年10月28日 ニューズウヰーク東京支社

C-011 Newsweek ニュースウイーク v.28 no.19 1946年11月4日 ニューズウヰーク東京支社

C-011 Newsweek ニュースウイーク v.28 no.20 1946年11月11日 ニューズウヰーク東京支社

C-011 Newsweek ニュースウイーク v.28 no.21 1946年11月18日 ニューズウヰーク東京支社

C-011 Newsweek ニュースウイーク v.28 no.22 1946年11月25日 ニューズウヰーク東京支社

C-011 Newsweek ニュースウイーク v.28 no.23 1946年12月2日 ニューズウヰーク東京支社

C-011 Newsweek ニュースウイーク v.28 no.24 1946年12月9日 ニューズウヰーク東京支社

C-011 Newsweek ニュースウイーク v.28 no.25 1946年12月16日 ニューズウヰーク東京支社

C-011 Newsweek ニュースウイーク v.28 no.26 1946年12月23日 ニューズウヰーク東京支社

C-011 Newsweek ニュースウイーク v.28 no.27 1946年12月30日 ニューズウヰーク東京支社

C-011 Newsweek ニュースウイーク v.29 no.1 1947年1月6日 ニューズウヰーク東京支社

C-011 Newsweek ニュースウイーク v.29 no.2 1947年1月13日 ニューズウヰーク東京支社

C-011 Newsweek ニュースウイーク v.29 no.3 1947年1月20日 ニューズウヰーク東京支社

C-011 Newsweek ニュースウイーク v.29 no.4 1947年1月27日 ニューズウヰーク東京支社

C-011 Newsweek ニュースウイーク v.29 no.5 1947年2月3日 ニューズウヰーク東京支社

C-011 Newsweek ニュースウイーク v.29 no.6 1947年2月10日 ニューズウヰーク東京支社

C-015 犯罪科学臨時増刊 ハンザイカガクリンジゾウカン3巻12号 昭和7年9月1日 武侠社 副題「ロシア恐るべし」
C-012 Hand in Hand ハントインハント 2年4号 大正3年4月12日 南江堂書店

C-003 比較文化 ヒカクブンカ no.2 昭和31年1月15日 東京女子大学付属比較文化研究所

C-003 比較文学 ヒカクブンガク 4巻 昭和36年9月20日 日本比較文学会

C-003 比較文学 ヒカクブンガク 6巻 昭和38年11月10日 日本比較文学会

C-003 比較文学 ヒカクブンガク 7巻 昭和39年11月28日 日本比較文学会

C-003 比較文学研究 ヒカクブンガクケンキュウ2巻1号 記載なし 東大比較文学会

C-003 比較文学研究 ヒカクブンガクケンキュウ3巻1号 記載なし 東大比較文学会

C-003 比較文学研究 ヒカクブンガクケンキュウ4巻1-2号 記載なし 東大比較文学会

C-012 ファッショ ファッショ 2巻3号 昭和14年4月1日 イタリア社

C-014 比律賓情報 フィリピンジョウホウ 82号 昭和19年4月1日 財団法人比律賓協会

C-014 比律賓情報 フィリピンジョウホウ 83号 昭和19年5月1日 財団法人比律賓協会

C-015 比律賓情報 フィリピンジョウホウ 89号 昭和19年11月1日 財団法人比律賓協会

C-010 ふらんす フランス 21巻3号 昭和21年7月1日 白水社

C-010 ふらんす フランス 21巻4号 昭和21年8月1日 白水社

C-010 ふらんす フランス 21巻5号 昭和21年9月1日 白水社

C-010 ふらんす フランス 21巻6号 昭和21年11月1日 白水社

C-010 ふらんす フランス 21巻7号 昭和21年12月1日 白水社

C-010 ふらんす フランス 22巻1号 昭和22年1月1日 白水社

C-010 ふらんす フランス 22巻2号 昭和22年2月1日 白水社

C-010 ふらんす フランス 22巻3号 昭和22年4月1日 白水社

C-010 ふらんす フランス 22巻4号 昭和22年5月1日 白水社

C-010 ふらんす フランス 22巻5号 昭和22年6月1日 白水社

C-010 ふらんす フランス 22巻6号 昭和22年7月1日 白水社

C-010 ふらんす フランス 22巻7号 昭和22年8月1日 白水社

ハ行
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C-010 ふらんす フランス 22巻8号 昭和22年9月1日 白水社

C-010 ふらんす フランス 22巻9号 昭和22年12月1日 白水社

C-010 ふらんす フランス 23巻1号 昭和23年1月1日 白水社

C-010 ふらんす フランス 23巻2号 昭和23年2月1日 白水社

C-010 ふらんす フランス 23巻3号 昭和23年3月1日 白水社

C-010 ふらんす フランス 23巻4号 昭和23年4月1日 白水社

C-010 ふらんす フランス 23巻5号 昭和23年5月1日 白水社

C-010 ふらんす フランス 23巻6号 昭和23年6月1日 白水社

C-010 ふらんす フランス 23巻7号 昭和23年8月1日 白水社

C-010 ふらんす フランス 23巻8号 昭和23年9月1日 白水社

C-010 ふらんす フランス 23巻9号 昭和23年10月1日 白水社

C-010 ふらんす フランス 23巻10号 昭和23年11月1日 白水社 ２冊あり
C-010 ふらんす フランス 23巻11号 昭和23年12月1日 白水社

C-010 ふらんす フランス 24巻1号 昭和24年1月1日 白水社

C-010 ふらんす フランス 24巻2号 昭和24年2月1日 白水社 ２冊あり
C-010 ふらんす フランス 24巻3号 昭和24年3月1日 白水社

C-010 ふらんす フランス 24巻4号 昭和24年4月1日 白水社

C-010 ふらんす フランス 24巻5号 昭和24年5月1日 白水社 ２冊あり
C-010 ふらんす フランス 24巻6号 昭和24年6月1日 白水社 ２冊あり
C-010 ふらんす フランス 24巻7号 昭和24年7月1日 白水社

C-010 ふらんす フランス 24巻8号 昭和24年8月1日 白水社

C-010 ふらんす フランス 24巻9号 昭和24年9月1日 白水社

C-010 ふらんす フランス 24巻10号 昭和24年10月1日 白水社

C-010 ふらんす フランス 24巻11号 昭和24年11月1日 白水社

C-010 ふらんす フランス 24巻12号 昭和24年12月1日 白水社 ２冊あり
C-010 ふらんす フランス 25巻2号 昭和25年2月1日 白水社

C-010 ふらんす フランス 25巻4号 昭和25年4月1日 白水社

C-010 ふらんす フランス 25巻5号 昭和25年5月1日 白水社

C-010 ふらんす フランス 25巻6号 昭和25年6月1日 白水社

C-010 ふらんす フランス 25巻7号 昭和25年7月1日 白水社

C-010 ふらんす フランス 25巻12号 昭和25年12月1日 白水社

C-010 ふらんす フランス 26巻3号 昭和26年3月1日 白水社

C-010 ふらんす フランス 26巻4号 昭和26年4月1日 白水社

C-010 ふらんす フランス 26巻5号 昭和26年5月1日 白水社

C-010 ふらんす フランス 26巻6号 昭和26年6月1日 白水社

C-010 ふらんす フランス 26巻7号 昭和26年7月1日 白水社

C-010 ふらんす フランス 26巻9号 昭和26年9月1日 白水社

C-010 ふらんす フランス 26巻10号 昭和26年10月1日 白水社

C-010 ふらんす フランス 26巻12号 昭和26年12月1日 白水社

C-010 ふらんす フランス 27巻1号 昭和27年1月1日 白水社

C-010 ふらんす フランス 27巻2号 昭和27年2月1日 白水社

C-010 ふらんす フランス 27巻3号 昭和27年3月1日 白水社

C-010 ふらんす フランス 27巻4号 昭和27年4月1日 白水社

C-010 ふらんす フランス 27巻5号 昭和27年5月1日 白水社

C-010 ふらんす フランス 27巻6号 昭和27年6月1日 白水社

C-010 ふらんす フランス 27巻7号 昭和27年7月1日 白水社

C-010 ふらんす フランス 27巻8号 昭和27年8月1日 白水社

C-010 ふらんす フランス 27巻12号 昭和27年12月1日 白水社

C-010 ふらんす フランス 28巻3号 昭和28年3月1日 白水社

C-010 ふらんす フランス 28巻4号 昭和28年4月1日 白水社

C-010 フランス語教室 フランスゴキョウシツ 2巻5号 昭和25年5月1日 第三書房

C-010 フランス語教室 フランスゴキョウシツ 3巻3号 昭和26年4月1日 第三書房

C-010 フランス語教室 フランスゴキョウシツ 3巻4号 昭和26年5月1日 第三書房 P49以降なし
C-010 フランス語教室 フランスゴキョウシツ 3巻5号 昭和26年6月1日 第三書房

C-012 フランス語入門 フランスゴニュウモン 13巻3号 昭和39年4月15日 財団法人NHKサービスセンターNHKラジオテキスト
C-010 フランス文学研究 フランスブンガクケンキュウ記載無し 昭和36年5月5日 日本フランス文学会

C-010 ふらんす臨時増刊 フランスリンジゾウカン 記載無し 昭和28年3月25日 白水社 シナリオ対訳青ひげ
C-012 プロメテ プロメテ no.2 昭和21年11月25日 大地書房

C-003 文化 ブンカ 1巻3号 大正9年3月1日 記載なし

C-003 文化 ブンカ 2巻1号 大正10年3月1日 内外出版株式会社

C-003 文化 ブンカ 2巻2号 大正10年4月1日 内外出版株式会社

C-003 文化 ブンカ 3巻2号 大正10年11月1日 内外出版株式会社

C-003 文化 ブンカ 3巻4号 大正11年1月1日 内外出版株式会社

C-003 文化 ブンカ 5巻1号 大正11年12月1日 内外出版株式会社

C-003 文化 ブンカ 5巻2号 大正12年2月1日 内外出版株式会社

C-003 文化 ブンカ 5巻3号 大正12年3月1日 内外出版株式会社

C-003 文化 ブンカ 5巻4号 大正12年4月1日 内外出版株式会社

C-003 文化 ブンカ 5巻5号 大正12年5月1日 内外出版株式会社

C-003 文化 ブンカ 5巻6号 大正12年6月1日 内外出版株式会社

C-003 文化 ブンカ 6巻1号 大正12年11月1日 内外出版株式会社

C-003 文化 ブンカ 6巻2号 大正12年12月1日 内外出版株式会社

C-003 文化 ブンカ 6巻3号 大正13年1月1日 内外出版株式会社

C-003 文化 ブンカ 6巻4号 大正13年2月1日 内外出版株式会社

C-003 文化 ブンカ 6巻5号 大正13年3月1日 内外出版株式会社

C-003 文化 ブンカ 6巻6号 大正13年4月1日 内外出版株式会社

C-003 文化 ブンカ 7巻1号 大正13年5月1日 内外出版株式会社

C-003 文化 ブンカ 7巻3号 大正13年7月1日 内外出版株式会社

C-003 文化 ブンカ 7巻4号 大正13年9月1日 内外出版株式会社

C-003 文化 ブンカ 7巻5号 大正13年10月1日 内外出版株式会社

C-003 文化 ブンカ 7巻6号 大正13年11月1日 内外出版株式会社

C-003 文化評論 ブンカヒョウロン 1巻2号 昭和12年9月1日 文化評論社

C-003 文芸学 ブンゲイガク 2号 昭和24年1月15日 株式会社秋田屋

C-012 北欧 ホクオウ 8号 1974年12月1日 北欧文化通信社

C-014 北支 ホクシ 26号 昭和16年7月1日 第一書房

C-014 北支 ホクシ 30号 昭和16年11月1日 第一書房
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C-014 北斗 ホクト 2号 昭和29年12月15日 中国文学会

C-014 北斗 ホクト 3号 昭和30年2月15日 中国文学会

C-014 北斗 ホクト 4号 昭和30年4月10日 中国文学会

C-014 北斗 ホクト 5号 昭和30年7月15日 中国文学会

C-014 北斗 ホクト 6号 昭和30年10月1日 中国文学会

C-014 北斗 ホクト 2巻1号 昭和30年11月18日 中国文学会

C-014 北斗 ホクト 2巻4号 昭和31年8月25日 中国文学会

C-003 みをつくし ミヲツクシ 2号 昭和5年1月31日 ぐろりあそさえて

C-014 民主朝鮮 ミンシュチョウセン 1巻2号 1946年5月1日 民主朝鮮社

C-014 民主朝鮮 ミンシュチョウセン 1巻3号 1946年6月1日 民主朝鮮社

C-014 民主朝鮮 ミンシュチョウセン 1巻4号 1946年7月1日 朝鮮文化社

C-014 民主朝鮮 ミンシュチョウセン 1巻6号 1946年12月1日 朝鮮文化社

C-014 民主朝鮮 ミンシュチョウセン 2巻8号 1947年2月1日 朝鮮文化社

C-014 民主朝鮮 ミンシュチョウセン 2年9号 1947年4月1日 朝鮮文化社

C-014 民主朝鮮 ミンシュチョウセン 2年11号 1947年6月1日 朝鮮文化社

C-014 民主朝鮮 ミンシュチョウセン 2年12号 1947年7月1日 朝鮮文化社

C-014 民主朝鮮 ミンシュチョウセン 2年14号 1947年9月1日 朝鮮文化社

C-014 民主朝鮮 ミンシュチョウセン 2年15号 1947年11月1日 朝鮮文化社

C-014 民主朝鮮 ミンシュチョウセン 2年16号 1947年12月1日 朝鮮文化社

C-014 民主朝鮮 ミンシュチョウセン 3年17号 1948年1月15日 朝鮮文化社

C-014 民主朝鮮 ミンシュチョウセン 3年18号 1948年2月15日 朝鮮文化社

C-014 民主朝鮮 ミンシュチョウセン 3年20号 1948年5月15日 朝鮮文化社

C-014 民主朝鮮 ミンシュチョウセン 3年21号 1948年8月15日 朝鮮文化社

C-014 民主朝鮮 ミンシュチョウセン 3年23-4号 1948年11月1日 民主朝鮮社

C-014 民主朝鮮 ミンシュチョウセン 4年25号 1949年2月1日 民主朝鮮社

C-014 民主朝鮮 ミンシュチョウセン 4年26号 1949年4月1日 民主朝鮮社

C-014 民主朝鮮 ミンシュチョウセン 4年27号 1949年5月1日 民主朝鮮社

C-014 民主朝鮮 ミンシュチョウセン 4年28号 1949年6月1日 民主朝鮮社

C-014 民主朝鮮 ミンシュチョウセン 4年29号 1949年7月1日 民主朝鮮社

C-014 民主朝鮮 ミンシュチョウセン 4年30号 1949年8月1日 民主朝鮮社

C-014 民主朝鮮 ミンシュチョウセン 4年31号 1949年9月1日 民主朝鮮社

C-014 民主朝鮮 ミンシュチョウセン 32巻 1950年5月1日 民主朝鮮社 復刊1号
C-014 民主朝鮮 ミンシュチョウセン 33巻 1950年7月1日 民主朝鮮社

C-007 名作小説 メイサクショウセツ 4号 昭和23年9月1日 株式会社岡倉書房

C-012 猶太研究 ユダケンキュウ 4巻6号 昭和19年10月15日 国際政経学館

C-014 揚子江 ヨウスコウ 8巻1号 1945年1月7日 揚子江社

C-010 ヨーロッパ ヨーロッパ 2巻3号 昭和23年3月1日 株式会社鎌倉文庫

C-010 ヨーロッパ ヨーロッパ 2巻4号 昭和23年4月1日 株式会社鎌倉文庫 ２冊あり　内一冊、裏表紙なし
C-010 ヨーロッパ ヨーロッパ 2巻5号 昭和23年6月1日 株式会社鎌倉文庫

C-010 ヨーロッパ ヨーロッパ 2巻7号 昭和23年8月1日 株式会社鎌倉文庫

C-012 ヨーロッパ文学研究 ヨーロッパブンガクケンキュウ4号 昭和38年6月30日 理想社

C-012 ヨーロッパ文学研究 ヨーロッパブンガクケンキュウ5号 昭和38年12月10日 理想社

C-004 LA ESPERANTISTO ラ　エスペランティスト 5巻1号 昭和5年1月1日 大日本エスペラント会

C-004 LA ESPERANTISTO ラ　エスペランティスト 5巻2号 昭和5年2月1日 大日本エスペラント会

C-004 LA ESPERANTISTO ラ　エスペランティスト 5巻3号 昭和5年3月1日 大日本エスペラント会

C-004 LA ESPERANTISTO ラ　エスペランティスト 5巻4号 昭和5年4月1日 大日本エスペラント会

C-004 LA ESPERANTISTO ラ　エスペランティスト 5巻6号 昭和5年6月1日 大日本エスペラント会

C-004 LA ESPERANTISTO ラ　エスペランティスト 5巻8号 昭和5年8月1日 大日本エスペラント会

C-004 LA ESPERANTISTO ラ　エスペランティスト 5巻9号 昭和5年8月2日 大日本エスペラント会

C-010 ラジオテキスト英語会話 ラジオテキストエイゴカイワno.14 昭和22年5月1日 メトロ出版社

C-010 ラジオテキスト英語会話 ラジオテキストエイゴカイワno.11-no.18 昭和22年2月1日～昭和22年12月1日メトロ出版社 No.11～No.18合本
C-009 ラジオテキスト　実用英語会話 ラジオテキストジツヨウエイゴカイワ2集 昭和20年11月20日 日本放送出版協会 ２冊あり
C-009 ラジオテキスト　実用英語会話 ラジオテキストジツヨウエイゴカイワ3集 昭和20年12月17日 日本放送出版協会 ２冊あり
C-009 ラジオテキスト　実用英語会話 ラジオテキストジツヨウエイゴカイワ4集 昭和21年1月17日 日本放送出版協会 ２冊あり
C-009 ラジオテキスト用速成会話 ラジオテキストヨウソクセイカイワ1-2集 記載なし 日米会話研究会

C-009 ラジオパンフレット実用英語会話ラジオパムフレットジツヨウエイゴカイワ2集 昭和20年11月15日 高山書院

C-009 ラジオパンフレット実用英語会話ラジオパムフレットジツヨウエイゴカイワ3集 昭和20年12月5日 高山書院

C-006 リーダース　ダイジェスト リーダース　ダイジェスト1巻4号 昭和21年9月1日 リーダース・ダイジェスト日本支社

C-006 リーダース　ダイジェスト リーダース　ダイジェスト1巻5号 昭和21年10月1日 リーダース・ダイジェスト日本支社

C-006 リーダース　ダイジェスト リーダース　ダイジェスト1巻7号 昭和21年12月1日 リーダース・ダイジェスト日本支社

C-006 リーダース　ダイジェスト リーダース　ダイジェスト2巻1号 昭和22年1月1日 リーダース・ダイジェスト日本支社

C-006 リーダース　ダイジェスト リーダース　ダイジェスト2巻2号 昭和22年2月1日 リーダース・ダイジェスト日本支社

C-006 リーダース　ダイジェスト リーダース　ダイジェスト2巻3号 昭和22年3月1日 リーダース・ダイジェスト日本支社

C-006 リーダース　ダイジェスト リーダース　ダイジェスト2巻4号 昭和22年4月1日 リーダース・ダイジェスト日本支社

C-006 リーダース　ダイジェスト リーダース　ダイジェスト2巻5号 昭和22年5月1日 リーダース・ダイジェスト日本支社

C-006 リーダース　ダイジェスト リーダース　ダイジェスト2巻6号 昭和22年6月1日 リーダース・ダイジェスト日本支社

C-006 リーダース　ダイジェスト リーダース　ダイジェスト2巻7号 昭和22年7月1日 リーダース・ダイジェスト日本支社

C-006 リーダース　ダイジェスト リーダース　ダイジェスト2巻8号 昭和22年8月1日 リーダース・ダイジェスト日本支社

C-006 リーダース　ダイジェスト リーダース　ダイジェスト2巻9号 昭和22年9月1日 リーダース・ダイジェスト日本支社

C-006 リーダース　ダイジェスト リーダース　ダイジェスト2巻10号 昭和22年10月1日 リーダース・ダイジェスト日本支社

C-006 リーダース　ダイジェスト リーダース　ダイジェスト2巻11号 昭和22年11月1日 リーダース・ダイジェスト日本支社

C-006 リーダース　ダイジェスト リーダース　ダイジェスト2巻12号 昭和22年12月1日 リーダース・ダイジェスト日本支社

C-006 リーダース　ダイジェスト リーダース　ダイジェスト3巻1号 昭和23年1月1日 リーダース・ダイジェスト日本支社

C-006 リーダース　ダイジェスト リーダース　ダイジェスト3巻2号 昭和23年2月1日 リーダース・ダイジェスト日本支社

C-006 リーダース　ダイジェスト リーダース　ダイジェスト3巻3号 昭和23年3月1日 リーダース・ダイジェスト日本支社

C-006 リーダース　ダイジェスト リーダース　ダイジェスト3巻4号 昭和23年4月1日 リーダース・ダイジェスト日本支社

C-006 リーダース　ダイジェスト リーダース　ダイジェスト3巻5号 昭和23年5月1日 リーダース・ダイジェスト日本支社

C-006 リーダース　ダイジェスト リーダース　ダイジェスト3巻6号 昭和23年6月1日 リーダース・ダイジェスト日本支社

C-006 リーダース　ダイジェスト リーダース　ダイジェスト3巻7号 昭和23年7月1日 リーダース・ダイジェスト日本支社

C-006 リーダース　ダイジェスト リーダース　ダイジェスト3巻8号 昭和23年8月1日 リーダース・ダイジェスト日本支社

C-006 リーダース　ダイジェスト リーダース　ダイジェスト3巻9号 昭和23年9月1日 リーダース・ダイジェスト日本支社

C-006 リーダース　ダイジェスト リーダース　ダイジェスト3巻10号 昭和23年10月1日 リーダース・ダイジェスト日本支社

C-006 リーダース　ダイジェスト リーダース　ダイジェスト3巻11号 昭和23年11月1日 リーダース・ダイジェスト日本支社

C-006 リーダース　ダイジェスト リーダース　ダイジェスト3巻12号 昭和23年12月1日 リーダース・ダイジェスト日本支社

ラ行

マ行

ヤ行



高橋新太郎文庫所蔵リスト（外国語・外国文化コレクション）
（タイトルの50音順）

平成21年4月1日
学習院女子大学図書館

箱番号 タイトル タイトル（フリガナ） 巻号 出版年 出版社 備考

C-006 リーダース　ダイジェスト リーダース　ダイジェスト4巻1号 昭和24年1月1日 リーダース・ダイジェスト日本支社

C-006 リーダース　ダイジェスト リーダース　ダイジェスト4巻2号 昭和24年2月1日 リーダース・ダイジェスト日本支社

C-006 リーダース　ダイジェスト リーダース　ダイジェスト4巻3号 昭和24年3月1日 リーダース・ダイジェスト日本支社

C-006 リーダース　ダイジェスト リーダース　ダイジェスト4巻4号 昭和24年4月1日 リーダース・ダイジェスト日本支社

C-006 リーダース　ダイジェスト リーダース　ダイジェスト4巻6号 昭和24年6月1日 リーダース・ダイジェスト日本支社

C-006 リーダース　ダイジェスト リーダース　ダイジェスト4巻7号 昭和24年7月1日 リーダース・ダイジェスト日本支社

C-006 リーダース　ダイジェスト リーダース　ダイジェスト4巻8号 昭和24年8月1日 リーダース・ダイジェスト日本支社

C-006 リーダース　ダイジェスト リーダース　ダイジェスト4巻9号 昭和24年9月1日 リーダース・ダイジェスト日本支社

C-006 リーダース　ダイジェスト リーダース　ダイジェスト4巻10号 昭和24年10月1日 リーダース・ダイジェスト日本支社

C-006 リーダース　ダイジェスト リーダース　ダイジェスト4巻11号 昭和24年11月1日 リーダース・ダイジェスト日本支社

C-006 リーダース　ダイジェスト リーダース　ダイジェスト4巻12号 昭和24年12月1日 リーダース・ダイジェスト日本支社

C-006 リーダース　ダイジェスト リーダース　ダイジェスト5巻1号 昭和25年1月1日 リーダース・ダイジェスト日本支社

C-006 リーダース　ダイジェスト リーダース　ダイジェスト5巻2号 昭和25年2月1日 リーダース・ダイジェスト日本支社

C-006 リーダース　ダイジェスト リーダース　ダイジェスト5巻3号 昭和25年3月1日 リーダース・ダイジェスト日本支社

C-006 リーダース　ダイジェスト リーダース　ダイジェスト5巻4号 昭和25年4月1日 リーダース・ダイジェスト日本支社

C-006 リーダース　ダイジェスト リーダース　ダイジェスト5巻5号 昭和25年5月1日 リーダース・ダイジェスト日本支社

C-006 リーダース　ダイジェスト リーダース　ダイジェスト5巻7号 昭和25年7月1日 リーダース・ダイジェスト日本支社

C-014 ロシアソヴェト研究 ロシアソヴェトケンキュウno.14 1958年11月3日 早稲田大学ソヴェト研究会

C-014 ロシヤにおける文学百科事典 ロシヤニオケルブンガクヒャッカジテン4号 昭和16年6月15日 満鉄・哈爾濱図書館

C-014 ロシヤ文学 ロシヤブンガク 15号 大正13年2月1日 三田書房

C-014 ロシヤ文学 ロシヤブンガク 17号 大正13年4月1日 三田書房

C-012 ロマン・ロラン研究 ロマン・ロランケンキュウ27号 昭和31年5月20日 ロマン・ロラン協会


