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平成28年度  特別図書
Special Collections 2016

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.

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。

※ 配架場所はKULINEでご確認ください  Search KULINE to fi nd the location.

資料名・編著者等
Title・Author

内　　容
Contents

ポーランドのユダヤ文化コレクション 43冊
Dos Poylishe Yidntum Collection, 43 vols.

ホロコースト以前のポーランドでのユダヤ人の暮らしぶり、ホロコーストで失われた家族のことなどを、彼らの生活言語だったイディ
ッシュ語で綴った、貴重な資料群。
A valuable collection for Jews in Poland whose existence and deceased family. It described in Yiddish used to 
be a basic language among them.

初期大航海時代史料集成 44冊
Collection of historical materials in age of discovery, 
15-16th century, 44 vols.

アフリカ・アジア・アメリカへ進出した15～16世紀のポルトガルとスペインで作成された一次史料の刊本コレクション。
A collection of books published in 15-16th century. These primary historical materials were created by 
Portugal and Spain. They were the countries which invaded Africa, Asia, and America.

第二言語習得コレクション 25冊
Collection of Second Language Acquisition, 25 vols.

2010年以降に刊行された第二言語習得（外国語ならびに第二言語の学習）関連の研究書。
A collection of research papers on second language acquisition (foreign language and second language learning) 
published after 2010.

認知言語学 5冊
Cognitive Linguistics, 5 vols.

認知言語学と関連分野の最先端の基本文献を収録した論文集。精選された最先端の重要文献を全5巻に収録している。
A collection of books including latest basic literature on cognitive linguistics and related fi elds. It includes the 
most advanced and selected literature in 5 volumes.

臨床精神病理 1巻1号～37巻2号.
"Rinsho Seishin Byori" Vol.1 No.1-Vol.37 No.2.

国内唯一の精神病理学の専門誌である『臨床精神病理』のバックナンバー。
Back numbers of Japanese journal of psychopathology "Rinsho Seishin Byori" which is the only scholarly journal 
of psychopathology in Japan.

Wolff, Christian, Gesammelte Werke III. Abteilung: 
Ergänzungsreihe: Materialien und Dokumente, 
22 vols.
クリスティアン・ヴォルフ著作集 未所蔵分 22巻

ライプニッツの思想を継承するとともに、同時代のドイツ哲学ひいてはヨーロッパ哲学に大きな影響を与えたクリスティアン・ヴォル
フの著作集。
Collected Works of Christian Wollf,who succeeded Leipniz thought and influenced not only contemporary 
German Philosophy but also European Philosophy.

都新聞 復刻版 明治40年 全6巻
Miyako Shinbun, 1907 (Reprint edition) 6.vols.

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.

子供の世紀 第1回～第2回配本
（第1巻3号～第11巻2号, 1923～1933年）
Kodomo no Seiki, Vol.1 No.3 -Vol.11 No.2(1923-1933) 
(Reprint edition) .

1923年より1944年まで児童愛護連盟によって刊行された機関誌。戦前期及び戦時下の教育、児童保護、児童文学、児童心
理、母子保護、優生思想などを研究するための、有意義な資料。
Bulletins of “Jido Aigo Renmei”(Association of Children Protection), published from 1923 to 1944. It is useful 
for research in education in times of “Pre-War” and “Post-War” Japan; education, children welfare, juvenile 
literature, maternal and child cares, eugenic thoughts.

Jean Rouch DVD Collection, 6 titles.
ジャン・ルーシュDVDコレクション 6タイトル

20世紀フランスの著名な民族誌映画作家ジャン・ルーシュが、主に1940年代～1960年代の西アフリカで撮影した作品を集めた
DVDコレクション。
A DVD Collection of Jean Rouch who is a famous movie director of history of people. Contents of this collection 
were fi lmed in the 1940s to 1960s in western Africa.

Ebook collection of "Biolinguistics and Generative
Grammar" 9 titles.
生物言語学・生成文法関係 電子書籍 9タイトル

人間言語に対する生物学的研究である生物言語学・生成文法の最新の知見を得ることのできる専門書。
A techincal E-book collection provides the latest advances in Biolinguistics and Generative Grammar, which 
investigate human language from the perspective of biology.

亡命知識人コレクション 44タイトル
A documents collection of ”Refugee Intellectuals” 
44 titles.

主にヨーロッパからアメリカに移住した亡命知識人についての最新の文献のなかで特に重要と思われるものを集めたもの。
A collection of documents of the latest studies about refugee intellectuals mainly from Europe to the United 
States.

大連新聞 昭和7年1月～10年8月 DVD 5枚
Dairen Shinbun. 1932.1-1935.8
(Reprint edition) 5 DVDs.

日本の租借地大連で発行されていた新聞であり、傀儡政権「満洲国」の政治的経済的確立時期における、中国東北の最重
要都市の視点からの報道を得ることができる資料。
A newspaper that was published from Jan. 1932 to Aug. 1935 in Dalian, the leased lands of the Japanese 
Empire. It shows what they broadcasted from the view of one of the most important cities of Northeast China 
in the era of political and economic construction of the Japanese puppet state "Manchukuo".

La revue Institutions. No.4 ～ No.58.

第二次大戦後のフランスで大きなうねりとなった「制度論的精神療法」の旗手であったラボルド病院を事務局に発行されていた
冊子。
Pamphlets published by La Borde clinic which is the asylum played a leading role in a fl ourishing movement of 
the “Institutional Psychotherapy” after WWII in France.
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