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中国古籍珍本叢刊 広東省立中山図書館巻 62冊

Chinese ancient books Rare Book series

Guangdong Provincial Zhongshan Library,62Vols.

中国を代表する図書館の一つである広東省立中山図書館が所蔵する選りすぐりの善本を影印出版

したもの。元版・明版のみならず、貴重な旧鈔本や稿本（原稿）を数多く含む。

These are facsimile editions of a selection of outstanding books from the Sun Yat-sen Library of Guangdong Province, one of the

leading libraries in China. In addition to Yuan and Ming Dynasty publications, it includes a large number of valuable old excerpts

and original manuscripts.

『女学世界 大正期復刻版』第11回～第12回配本（大正12年～14年）

Jyogaku Sekai.Vol.23-25(1923-1925)(Reprint edition)

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、不可欠の資料。

Hakubunkan was a general education magazine for women published over a long period, from 1901 to 1925. It contained writing

by many of the most prominent educators and literary scholars of the Meiji and Taisho eras, and is indispensable documentation

for studying the history of women, literature, and education.

“Dos Poylische Yidntum” Collection

（『ポーランドのユダヤ文化』コレクション 1947-1964 41冊）

ホロコースト以前にポーランドに暮らしていて、ホロコーストをなんらかの形で生き延び、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.

The British Empire : Critical Readings (大英帝国：基本文献集成 4巻）

「移民」「人類学」「人間集団」「地域」「都市」などさまざまなトピックについての重要論文

を集成したもので、大英帝国について研究するにあたっての基本的かつ有益な資料。

A collection of important papers on a variety of topics such as population migration, anthropology, human organizations, regions,

and the city. These are fundamental and highly useful materials for study of the British Empire.

世界本草学史集成 24冊

World Herbal Science History,12Vols.

西洋・アメリカ・インド・中国の薬物誌・本草学の一次資料（翻訳を含む）と二次文献を網羅し

た集成。

This collection contains primary documents (including translations) and secondary documents from Western, American, Indian,

and Chinese journals of pharmaceutical and herbal medicine.

Second Language Acquisition series, Multilingual matters（第二言語習得

シリーズ 多言語問題 2016-2018）

外国語ならびに第二言語教育に関する研究書シリーズの最新刊。言語教育学に関する最新の知見

をカバーしており，外国語教育論講座の教員ならびに院生にとって有益な図書。

The latest in a research series on foreign-language and second-language education. This book covers the latest information on

linguistic pedagogy and is useful for faculty members and graduate students in the Foreign Language Education Course.

ProQuest 米国学位論文 Cold War 2007-2016 27タイトル

2007年から2016年の間に米国の大学に提出された冷戦に関する博士論文のうち、書籍として出

版されておらず、入手困難なもののコレクション。学問分野としては、歴史学・政治学・科学技

術史・文化史などを含む。

A collection of doctoral dissertations on the Cold War submitted to US universities between 2007 and 2016 that were not

published in books and were difficult to obtain. Academic disciplines include history, politics, history of science and technology,

and cultural history.

Opere Complete di Walter Benjamin（ヴァルター・ベンヤミンのイタリア

語版全集 9巻）

Walter Benjamin Collecyion Italian version, Vol. 9

ヴァルター・ベンヤミンのイタリア語版全集。イタリア独自のベンヤミン解釈の潮流の多くがこ

の全集版にもとづいている。

The complete writings of Walter Benjamin in Italian. Many Italy-specific interpretations of Benjamin are based on these

complete works.

The Hindu Conspiracy Cases : Activities of the Indian Independence

Movement in the U.S., 1908-1933（アメリカにおけるインド独立援助謀議

事件（データベース））

米国司法省図書館と米国国立公文書館が所蔵している、第一次世界大戦中のアメリカにおけるイ

ンド独立援助謀議事件に関する史料群。

The archives of the United States Department of Justice Libraries and National Archives and Records about the activities of the

Indian independence movement in the United States during World War I.

The Indian Army and Colonial Warfare on the Frontiers of India, 1914-

1920（インド国境地帯におけるインド軍と植民地戦争（データベース））

大英図書館が所蔵している、1914年から1920年までのインドにおけるイギリス軍について、特

にインドとアフガニスタン国境の山岳地帯に居住するパシュトゥーン人に対する軍事行動に関す

る記録。

The British Library's collection of documents on British troop movements in India from 1914 to 1920, particularly military actions

against the Pashtun, who lives in the mountainous region on the border between India and Afghanistan.

『精神障害者問題資料集成』戦後編 12巻

"Seishin-Shogaisya Mondai Shiryo-Shusei"postwar part  Vol.12

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。

Areprinted material which reveals the situation of people having mental disabilites who lived

in modern  Japanese society.

The International Encyclopedia of Anthropology, 12 Volume Set （人類学

国際大百科事典（電子書籍）)

人類学に関する包括的な事項を扱う最も大規模な事典であり、人類学の教育および研究において

最も基礎的な文献。

The largest encyclopedia covering a full range of anthropology topics, and the most basic piece of literature on anthropology

education and research.

Sensory Ethnography Laboratory（SEL) DVD Collection（SEL DVDコレク

ション）

近年映像人類学で注目を集めているSensory Ethnography Laboratory（SEL）のドキュメンタ

リー、および移民やジェンダー関連の民族誌映画から構成されているDVDコレクション。

This DVD collection consists of documentaries from the Sensory Ethnography Laboratory (SEL), which has recently drawn

attention in the field of video anthropology, and ethnographic films related to immigration and gender.

平成30年度　特別図書
Special Collections 2018

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。

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.

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


