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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。

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

Title・Author
内　容
Contents

博文館から明治３４年から大正１４年まで、長期間にわたって刊行された女性向けの総合教養雑誌。明治・大正を
代表する多くの教育者・文学者などが執筆しており、女性史・文学史・教育史を研究する上で不可欠の史料。

A general education magazine for women published from 1901 to 1925 by “Hakubunkan”. Many 
great educators and writers in the Meiji and the Taisho periods contributed articles to the 
magazine. It is the essential material for historical studies of women, literature, and education.

ホロコースト以前にポーランドに暮らし、ホロコーストをなんらかの形で生き延びて、南米に渡ったユダヤ人たちが残し
た貴重な回想・記憶の宝庫である資料群。

A collection of valuable recollections and memories left by Jews who survived the Holocaust in 
Poland and moved to South America.

当館が収蔵していた多言語主義関連文献を補完した、外国語教育論講座の教員・院生にとって重要なコレクション。

A collection complementing the documents about multilingualism stored in Yoshida-South Library. It 
is the essential material for both the teachers and the students of foreign language education courses.

米国地理学会（AAG）が編纂した地理学の事典。専門用語だけでなく基礎的な概念についても詳細な解説が行
われている。また人文地理学だけでなく、自然地理学およびGIS、環境科学まで幅広い分野をカバーしている。

The geographical dictionary edited by Association of American Geographers(AAG). It includes the 
explanation about not only technical terms but also details of basic concepts. It also covers human 
geography, physical geography, Geographic Information System(GIS), and environmental science.

主として西洋の古代・中世・近代・現代の歴史学・考古学の各領域における優れた研究者の執筆による論集であり、
各領域の基本文献・研究案内としての性格を持つ。

A collection of essays written by excellent scholars studying history and archeology mainly in ancient, medieval, 
and early modern times in Western Europe. It is regarded as the basic literature and the study guide.

ロマの暮らしを描いたドキュメンタリーと民族音楽に関するドキュメンタリー、そしてジャン・ルーシュのドキュメンタリーか
ら構成されているDVDコレクション。

A DVD collection consisting of three documentaries; life of Roma, folk music, and Jean Rouch.

人間の言語能力の生物学的基盤を対象にした生物言語学や、その起源・進化を探る進化言語学は、今日急速に
発展しつつある先端学際領域であり、当コレクションは当該分野における重要文献を電子書籍にしたもの。

An electrical collection of the books about advanced fields; Biolinguistics dealing with the biological 
basis of human language and Evolutionary Linguistics searching the origin and evolution of language. 

近代の日本の精神障害者が置かれた状況を明らかにする諸資料を復刻したもの。

A reprinted material which reveals the situation of people having mental disabilities who lived in 
modern Japanese society. 

シェイクスピア上演・翻案の歴史において重要な位置を占めている、BBCが作製したシェイクスピアの映像作品シリーズ。

Shakespeare’s video works series made by BBC. It is important for the history of Shakespeare’s 
drama and adaptation.

『女学世界　大正期復刻版』第７回～第10回配本
（大正8年～大正11年）
Jyogaku Sekai. Vol.19-22(1919-1922). (Reprint Edition).

“Dos Poylishe Yidntum” Collection
（『ポーランドのユダヤ文化』コレクション 43冊）

多言語教育コレクション（2014-2017）39タイトル
The collection of Multilingualism, 39 titles (2014-2017).

The International Encyclopedia of Geography: 
People, the Earth, Environment and Technology. 
15 Volumes set. 2017（e-books）
（地理学国際百科事典（電子書籍））

ラウトレッジ版歴史学考古学便覧（2016-2017）5タイトル
Routledge History and Archaeology Books 
(2016-2017),5 titles.

DVD Collection of Documentary.
（ドキュメンタリーDVDコレクション）

ebrary 生物言語学  9タイトル（電子書籍）
The collection of ebrary Biolinguistics, 9 titles (e-Books).

BBCシェイクスピア全集 全37巻
The BBC television Shakespeare Collection, 37 vols.

『精神障害者問題資料集成』戦前編第10巻～第12巻
『精神障害兵士「病床日誌」』第1巻～第3巻.
“Seishin-Shogaisya Mondai Shiryo-Shusei” prewar part 
Vol.10-12. “Seishin Shogai Heisi ‘Byoushou Nissi’ ” Vol.1-3. 
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