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These are highly valued collections selected by the faculty members of the Graduate School of Human and Environmental
Studies in order to develop our library collections, which are essential for education and research.

資料名・編著者等

教育研究に必要な基本資料を整備するため、人間・環境学研究科の教員が選定した高額資料です。

20世紀の重要な思想家の一人、ハンナ・アーレントに関する研究書。政治哲学、公共政策、文学、ジェンダー、
国際関係、ユダヤ人問題などを横断するテーマを扱っているため、学際的なテーマを扱う研究に資する。
A collection of research materials relating to Hannah Arendt, widely acknowledged as one of 
the most influential philosophers of the 20th century.

アーレント研究 34点
Collection of research materials on Hannah 
Arendt. 34 items.

言語科学の新しいアプローチとして近年、学際的な隆盛を見せている生物言語学の主要文献をピック
アップしたもの。
A collection of key materials on biolinguistics, which has thrived in recent years as a new, 
interdisciplinary approach to language sciences.

オンライン版（ebrary）
生物言語学関連文献 全10点
Collection of materials on biolinguistics.
(Online version) 10 items.

フランスの教育社会学に関する研究コレクション。
A collection of research materials relating to French educational sociology.

研究コレクション・フランスの教育社会学 130点 
Collection of research materials on French 
educational sociology. 130 items.

明治～昭和にわたる新聞で、特に芸能関係が充実している。
A newspaper that was published from the Meiji period to the Showa period, including a lot of 
articles relating to public entertainment.

都新聞（復刻版） 
明治期 第12回配本（明治38年） 計6冊
Miyako Shinbun. 1905 (Reprinted edition.) 
6 vols.

英国ヴィクトリア朝作家に関する貴重な伝記資料。
Biographical materials on the lives of Victorian literary figures.

Lives of Victorian literary figures.
Part 1. Eliot, Dickens and Tennyson by their 
contemporaries. 3 vols.
Part 2. The Brownings, the Brontës and the 
Rossettis by their contemporaries. 3 vols.

世界の一流専門家によって執筆された持続可能性に関する幅広いトピックを収録する百科事典。自然科
学、社会科学、哲学、宗教など幅広く学際的な知識を収集。
An encyclopedia of sustainability written by eminent experts, covering a wide range of subjects. 
Includes interdisciplinary knowledge of natural science, social science, philosophy, religion and so on.

Gale Virtual Reference Library. (GVRL) 
e-book
Berkshire encyclopedia of sustainability. 
10 vols.

大英図書館に所蔵される、20世紀初頭に英国の探検家スタインが敦煌莫高窟より持ち帰った古写本・古文
書「敦煌文書（敦煌遺書）」の図録。

（平成24-25年度に第1-2輯（1-20冊）を購入済） 
Pictorial records of Chinese manuscripts collected in the British Library, taken from Mogao caves 
in Dunhuang in the early 20th century by Sir Aurel Stein, an English archaeological explorer.

英國國家圖書館藏敦煌遺書 : 汉文部分 / 方廣錩, 
（英）呉芳思主編 ; 上海師範大學, 英國國家圖書館
合編. 广西师范大学出版社
第3輯（21-30冊）
Chinese manuscripts from Dunhuang collected 
in the British Library. Part 3.

17世紀に設立された英国王立協会の基礎資料を、UPAがマイクロフィルムとして出版したもので、科学史、
精神史、科学哲学上、極めて重要な資料。
Collections microfilmed by UPA from the archives of the Royal Society, which was founded in 
the 17th century. Extremely important materials on the history of science, intellectual history 
and philosophy of science.

英国王立協会[英国学士院]所蔵 科学史・科学哲学
文献集成　マイクロフィルム13リール
Collections from the Royal Society.
13 microfilm reels.
・Council minutes, 1660-1800. 3 reels with guide
・Miscellaneous manuscripts. 10 reels with guide

1945年より1960年ころまでの、女性や子どもの人身売買に関する雑誌記事や公文書資料、子どもの労働実
態を示すパンフレットや書籍を収録した資料集。
A collection of magazine articles, official documents, pamphlets and books relating to the human 
trafficking of women and children and issues relating to child labor from 1945 to around 1960.

戦後初期人身売買／子ども労働問題資料集成
（編集復刻版） 全10巻
Collection of materials on human trafficking and 
issues relating to child labor in the early postwar 
period. (Edited and reprinted edition.) 10 vols.

特に中世・近世のイタリア・スペイン・ポルトガル・オランダ等の西欧諸国やオスマン帝国で作成された手稿・
刊行の地図・都市図・海図、およびそれらの関連二次文献を含む集成。
A collection of materials on the history of medieval and modern maps with their secondary 
sources, consisting mainly of manuscripts, maps, city plans and nautical charts published in 
Western European countries and the Ottoman Empire.

西洋中近世地図史集成 14部28巻
Collection of materials on the history of Western 
medieval and modern maps. 14 parts, 28 vols.

安徽省、吉林省、山西省について県レベルの地名録を集めたもの。地理学のみならず歴史学、経済学、社
会学など多様な専門領域から、中国を対象としたミクロ・スケールの研究を行うにあたって、極めて有益な資
料。
Gazetteers of Anhui, Jilin and Shanxi provinces in the People's Republic of China. Useful 
materials for micro-scale research on China.

中華人民共和国地名録コレクション
（安徽省、吉林省、山西省）
安徽62冊  吉林35冊  山西20冊
Gazetteer of the People's Republic of China. 
(Anhui 62 vols., Jilin 35 vols., Shanxi 20 vols.)

「満州国」政府の「官報」。日本が「満州国」政府をとおして実行しようとした政策や統治の実態を明らか
にする上で有用な資料。（平成23、25年度に584-3329号を購入済）
The official gazette issued by the Manchukuo government. Useful materials for researching 
the policies and administration in Manchukuo.

満州国政府公報（マイクロ）
政府公報 1-583号　
リール番号: 1-32（32リール）
Manshu-koku Seifu Koho. No. 1-583.
(Microfilm edition.) 32 microfilm reels.
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