2F企画展示

ハロウィン

展示期間 10/04-11/06

もう、街のあちこちはカボチャだらけ！ハロウィンの季節がやってきます。
合言葉「Trick or Treat」にあわせて怪奇ホラー(Trick)とお菓子(Treat)とハロウィンをテーマにした学術書などを集め
ました。
ハロウィンの起源は、悪霊などを追い払うために仮装したケルト人の行事にあります。
近年日本に急速に根付き、市場規模はヴァレンタインデーを超えたとさえいわれています。
今回の展示で、西洋のホラー文化、お菓子文化、日本のハロウィンについて学べます。
恐怖と甘美のどちらも味わえる、学情センターのハロウィンをお楽しみください。
（図書は全て貸出できます）

怪奇ホラー
資料名等
恐怖の哲学 : ホラーで人間を読む / 戸田山和久著. -- NHK出版, 2016.1. -- (NHK出版
新書 ; 478).
「金縛り」の謎を解く : 夢魔・幽体離脱・宇宙人による誘拐 / 福田一彦著. -- PHP研究所,
2014.2. -- (PHPサイエンス・ワールド新書 ; 076).
吸血鬼イメージの深層心理学 : ひとつの夢の分析 / 井上嘉孝著. -- 創元社, 2013.3.
狼男による狼男 : フロイトの「最も有名な症例」による回想 / ミュリエル・ガーディナー編著
; 馬場謙一訳. -- みすず書房, 2014.9.
悪魔と悪魔学の事典 / ローズマリ・エレン・グィリー著 ; 金井美子 [ほか] 訳. -- 原書房,
2016.4.

配置場所

請求記号

4F新書版

104//TO17//8526

4F新書版

145.2//F74//7447

3F開架新体系

146.1//I57//4287

3F開架新体系

146.13//G22//4746

3F開架新体系

147.033//G92//3169

魔術の人類史 / スーザン・グリーンウッド著 ; 田内志文訳. -- 東洋書林, 2015.9.

3F開架新体系

147.1//G83//6707

3F開架新体系

147.1//G85//1788

3F開架新体系
3F文庫版
3F開架新体系

162.3//N93//2110
191.5//I35//2922
210.04//H55//2104

3F開架新体系

210.46//TA55//1797

3F開架新体系

230.5//B32//0348

3F開架新体系

230.5//E42//9230

3F開架新体系

230.5//KU74//8866

3F開架新体系

231//G13//8093

妖術師秘術師錬金術師の博物館 / グリヨ・ド・ジヴリ著 ; 林瑞枝訳 ; : 新装版. -- 法政大
学出版局, 2015.3.
中世ヨーロッパの異教・迷信・魔術 / 野口洋二著. -- 早稲田大学出版部, 2016.4.
悪魔の話 / 池内紀 [著]. -- 講談社, 2013.2. -- (講談社学術文庫 ; [2154]).
怪異学入門 / 東アジア恠異学会編. -- 岩田書院, 2012.4.
「怪異」の政治社会学 : 室町人の思考をさぐる / 高谷知佳著. -- 講談社, 2016.6. -- (講
談社選書メチエ ; 626).
魔女と魔女狩り / W.ベーリンガー著 ; 長谷川直子訳. -- 刀水書房, 2014.4. -- (刀水歴史
全書 ; 87).
失われた夜の歴史 / ロジャー・イーカーチ著 ; 樋口幸子, 片柳佐智子, 三宅真砂子訳. -インターシフト.
魔女狩り : 西欧の三つの近代化 / 黒川正剛著. -- 講談社, 2014.3. -- (講談社選書メチ
エ ; 571).
古代世界の呪詛板と呪縛呪文 / ジョン・G.ゲイジャー編 ; 志内一興訳. -- 京都大学学術
出版会, 2015.12.

幽霊(ゴースト)のいる英国史 / 石原孝哉著. -- 集英社, 2003.6. -- (集英社新書 ; 0196D). 4F新書版

233//I74//8508

ゴーストを訪ねるロンドンの旅 / 平井杏子著. -- 大修館書店, 2014.12.
ゾンビ襲来 : 国際政治理論で、その日に備える / ダニエル・ドレズナー著 ; 谷口功一, 山
田高敬訳. -- 白水社, 2012.11.
恐怖の法則 : 予防原則を超えて / キャス・サンスティーン著 ; 角松生史, 内野美穂監訳 ;
神戸大学ELSプログラム訳. -- 勁草書房, 2015.2.
魔女・産婆・看護婦 : 女性医療家の歴史 / バーバラ・エーレンライク, ディアドリー・イング
リッシュ [著] ; 長瀬久子訳. -- 増補改訂版. -- 法政大学出版局, 2015.9.
魔女の世界史 : 女神信仰からアニメまで / 海野弘著. -- 朝日新聞出版, 2014.7. -- (朝
日新書 ; 472).
魔女と聖女 : 中近世ヨーロッパの光と影 / 池上俊一著. -- 増補. -- 筑摩書房, 2015.6. -(ちくま学芸文庫 ; [イ23-3]).
はじめての民俗学 : 怖さはどこからくるのか / 宮田登著. -- 筑摩書房, 2012.8. -- (ちくま
学芸文庫 ; [ミ2-6]).
暮らしのなかの妖怪たち / 岩井宏實著. -- 慶友社, 2012.10.
妖怪の通り道 : 俗信の想像力 / 常光徹著. -- 吉川弘文館, 2013.7.

3F開架新体系

293.333//H64//8605

4F開架新体系

319//D91//2200

4F開架新体系

361.4//SU74//1244

4F開架新体系

367.2//E36//6658

4F新書版

367.2//U76//2912

3F文庫版

367.23//I33//3597

3F文庫版

380.1//MI84//6681

4F開架新体系
4F開架新体系

387.91//I93//1934
387.91//TS77//8876

まじないの文化誌 / 花部英雄著. -- 三弥井書店, 2014.1.

4F開架新体系

387//H27//7678

4F開架新体系

387//KR5//9450

4F開架新体系

388.1//I89//9239

4F新書版

388.1//MI95//7480

図説西洋護符大全 : 魔法・呪術・迷信の博物誌 / L.クリス=レッテンベック, L.ハンスマン
著 ; 津山拓也訳. -- 八坂書房, 2014.5.
妖怪・憑依・擬人化の文化史 / 伊藤慎吾編. -- 笠間書院, 2016.2.
幽霊画談 / 水木しげる著. -- カラー版. -- 岩波書店, 1994.6. -- (岩波新書 ; 新赤版
342).

資料名等
配置場所
幽霊近世都市が生み出した化物 / 高岡弘幸著. -- 吉川弘文館, 2016.9. -- (歴史文化ラ
4F開架新体系
イブラリー ; 433).

請求記号

学校の怪談 : 口承文芸の展開と諸相 / 常光徹著. -- 新装版. -- ミネルヴァ書房, 2013.9. 4F開架新体系

388.1//TS77//2394

ゴーレムの表象 : ユダヤ文学・アニメ・映像 / 大場昌子 [ほか] 編著. -- 南雲堂, 2013.1.
妖怪たちのラビリンス : 西洋異界案内 / 菊地章太著. -- 角川学芸出版.
魔術師マーリン / ロベール・ド・ボロン [著] ; 横山安由美訳. -- 講談社, 2015.7. -- (講談
社学術文庫 ; [2304] . 西洋中世奇譚集成).
山と妖怪 : ドイツ山岳伝説考 / 吉田孝夫著. -- 八坂書房, 2014.6.
吸血鬼伝承 : 「生ける死体」の民俗学 / 平賀英一郎著. -- 中央公論新社, 2000.11. -(中公新書 ; 1561).
モンスターの歴史 / ステファヌ・オードギー著 ; 遠藤ゆかり訳. -- 創元社, 2010.7. -- (「知
の再発見」双書 ; 148).
怪談論 / 稲田和浩著. -- 彩流社, 2015.7. -- (フィギュール彩 ; 34).
モノと図像から探る妖怪・怪獣の誕生 / 天理大学考古学・民俗学研究室編. -- 勉誠出版,
2016.3. -- (天理大学考古学・民俗学シリーズ ; 2).

4F開架新体系
4F開架新体系

388.279//O11//2876
388.3//KI24//3507

3F文庫版

388.3//SE19//4589

4F開架新体系

388.34//Y86//2491

4F新書版

388.39//H63//7801

4F開架新体系

388//A96//6469

4F開架新体系

388//I51//4612

4F開架新体系

388//TE37//1208

魔方陣の世界 / 大森清美著. -- 日本評論社, 2013.8.

3F開架新体系

410.79//O63//0590

宇宙人の見る地球 / 須藤靖著. -- 毎日新聞社, 2014.5.
宇宙人の探し方 : 地球外知的生命探査の科学とロマン / 鳴沢真也著. -- 幻冬舎,
2013.11. -- (幻冬舎新書 ; 327).

3F開架新体系

420.4//SU84//2119

4F新書版

440.14//N54//4810

定本何かが空を飛んでいる / 稲生平太郎著. -- 国書刊行会, 2013.11.

3F開架新体系

440.9//I55//6663

388.1//TA49//3468

「進撃の巨人」と解剖学 : その筋肉はいかに描かれたか / 布施英利著. -- 講談社,
4F新書版
2014.11. -- (ブルーバックス ; B-1892).
教会の怪物たち : ロマネスクの図像学 / 尾形希和子著. -- 講談社, 2013.12. -- (講談社
3F開架新体系
選書メチエ ; 565).
残酷美術史 : 西洋世界の裏面をよみとく / 池上英洋著. -- 筑摩書房, 2014.12. -- (ちくま
3F文庫版
学芸文庫 ; [イ55-2]).

701.5//F96//6365//西
田蔵書

恐怖の作法 : ホラー映画の技術 / 小中千昭著. -- 河出書房新社, 2014.5.

778.04//KO71//3362

3F開架新体系

恐怖の表象 : 映画/文学における〈竜殺し〉の文化史 / 西山智則著. -- 彩流社, 2016.5. 3F開架新体系
- (フィギュール彩 ; 59).
怪奇と幻想への回路 : 怪談からJホラーへ / 内山一樹編. -- 森話社, 2008.8. -- (日本映
7F新体系
画史叢書 ; 8).

702.099//O23//6370
702.3//I33//7192

778.2//N87//2271
778.21//N71//7635

恐怖の君臨 : 疫病・テロ・畸形のアメリカ映画 / 西山智則著. -- 森話社, 2013.12.

3F開架新体系

778.253//N87//6717

三遊亭円朝と江戸落語 / 須田努著. -- 吉川弘文館, 2015.3. -- (人をあるく).

3F開架新体系

779.13//SU13//2824

妖怪手品の時代 / 横山泰子著. -- 青弓社, 2012.4.

3F開架新体系

779.3//Y79//8298

3F開架新体系

780.193//Z2//9211

バットマンになる! : スーパーヒーローの運動生理学 / E.ポール・ゼーア著 ; 松浦俊輔訳.
-- 青土社, 2010.9.
The phantom of the opera / Jennifer Bassett. -- : [book with audio CD], : audio CD. -Oxford University Press, c2008. -- (Oxford bookworms library / series editor, Jennifer
Bassett ; Fantasy & horror ; stage 1).
Voodoo island / Michael Duckworth. -- : [book with audio CD], : audio CD. -- Oxford
Kwaidan : stories and studies of strange things / Lafcadio Hearn. -- : USA, : Japan. -Stone Bridge Press. -- (Yohan classics).
The phantom of the opera / Gaston Leroux ; traslated from the French and retold by
Stephen Colbourn. -- audio CD. -- Macmillan Heinemann ELT, 2005. -- (Macmillan
readers ; 2. beginner level).
E.T. / フォーインクリエイティブプロダクツ編集. -- 改訂版. -- フォーインクリエイティブプ
ロダクツ. -- (Screenplay ; 1).
Frankenstein / Mary Shelley ; retold by Margaret Tarner. -- : pbk, audio CD. -Macmillan Heinemann ELT, 2005. -- (Macmillan readers ; 3. elementary level).
Frankenstein / Mary Shelley ; retold by Patrick Nobes. -- : [book with 2audio CDs], : [2
audio CDs]. -- Oxford University Press, c2008. -- (Oxford bookworms library / series
editor, Jennifer Bassett ; Fantasy & horror ; stage 3).
Strange case of Dr.Jekyll and Mr.Hyde / by R.L. Stevenson ; edited with notes by
Tetsuo Aramaki. -- 開文社出版, 1959.3. -- (開文社出版英文選書 ; 112).
Dracula / Bram Stoker ; retold by Diane Mowat. -- : [book with audio CD], : audio CD. - Oxford University Press, c2008. -- (Oxford bookworms library / series editor, Jennifer
Bassett ; Fantasy & horror ; stage 2).
Tales of horror / Bram Stoker ; retold by John Davey. -- : pbk, audio CD. -- Macmillan
Heinemann ELT, 2005. -- (Macmillan readers ; 3. elementary level).

5F多読（初級）1 837.7//B26//7535
5F多読（初級）2 837.7//D93//7538
5F多読（上級）6 837.7//H51//5727
5F多読（初級）2 837.7//L56//8663
5F英語学習

837.7//MA72//0207

5F多読（中級）3 837.7//SH14//7506
5F多読（中級）3 837.7//SH14//8190
5F多読（上級）5 837.7//ST5//1669
5F多読（初級）2 837.7//ST7//7543
5F多読（中級）3 837.7//ST7//8680

資料名等
The invisible man / H.G. Wells ; retold by Nick Bullard ; : with CD ed, : without CD ed. -Macmillan Education, 2014. -- (Macmillan readers ; 4. pre-intermediate level).
The Canterville ghost / Oscar Wilde ; retold by John Escott ; illustrated by Summer
Durantz. -- : [book with audio CD], : audio CD. -- Oxford University Press, c2008. -(Oxford bookworms library / series editor, Jennifer Bassett ; Fantasy & horror ; stage 2).
ホラー小説大全 : ドラキュラからキングまで / 風間賢二著. -- 角川書店, 1997.7. -- (角
川選書 ; 285).
フランケンシュタインの精神史 : シェリーから『屍者の帝国』へ / 小野俊太郎著. -- 彩流
社, 2015.8. -- (フィギュール彩 ; 36).
妖. -- ポプラ社, 2010.10. -- (百年文庫 ; 16).
幽. -- ポプラ社, 2011.7. -- (百年文庫 ; 84).

配置場所

請求記号

5F多読（中級）4 837.7//W57//9077
5F多読（初級）2 837.7//W73//7539
3F開架新体系

902.3//KA99//4960

3F開架新体系

902.3//O67//5500

3F開架新体系
3F開架新体系

908.3//H99//3032
908.3//H99//3100

怪. -- ポプラ社, 2011.8. -- (百年文庫 ; 90).

3F開架新体系

908.3//H99//3106

怪談 / 高橋克彦編. -- 作品社, 1996.6. -- (日本の名随筆 ; 別巻64).

3F開架新体系

914.68//N71//3782

3F開架新体系

930.2//H55//0952

3F開架新体系

930.26//P96//2256

3F開架新体系

930.26//SA32//4060

4F新書版

930.27//N48//3747

幻想と怪奇の英文学 / 東雅夫, 下楠昌哉責任編集 ; 臼井雅美 [ほか] 編集委員. -- 春
風社, 2014.4.
恐怖の文学 : その社会的・心理的考察 : 1765年から1872年までの英米ゴシック文学の歴
史 / デイヴィッド・パンター著 ; 石月正伸, 古宮照雄ほか訳. -- 松柏社, 2016.6.
英国ゴシック小説の系譜 : 『フランケンシュタイン』からワイルドまで / 坂本光著. -- 慶応
義塾大学出版会, 2013.4.
恐怖の黄金時代 : 英国怪奇小説の巨匠たち / 南条竹則著. -- 集英社, 2000.7. -- (集英
社新書 ; 0044F).

亡霊のアメリカ文学 : 豊饒なる空間 / 松本昇, 東雄一郎, 西原克政編. -- 国文社, 2012.8. 3F開架新体系
アッシャー家の崩壊 ; 黄金虫 : 他7編 / ポー著 ; 小川高義訳. -- 光文社, 2016.5. -- (光
文社古典新訳文庫 ; [KAホ1-2]).
ジーキル博士とハイド氏 / スティーヴンスン著 ; 村上博基訳. -- 光文社, 2009.11. -- (光
文社古典新訳文庫 ; [KAス2-3]).
吸血鬼ドラキュラ / ブラム・ストーカー著 ; 平井呈一訳. -- 東京創元社, 1971.4. -- (創元
推理文庫).
フランケンシュタインとは何か : 怪物の倫理学 / 武田悠一著. -- 彩流社, 2014.9.
『フランケンシュタイン』とヘルメス思想 : 自然魔術・崇高・ゴシック / 田中千惠子著. -- 水
声社, 2015.11.
カンタヴィルの幽霊 ; スフィンクス / ワイルド著 ; 南条竹則訳. -- 光文社, 2015.11. -- (光
文社古典新訳文庫 ; [KAワ1-3]).
白魔 / マッケン著 ; 南條竹則訳. -- 光文社, 2009.2. -- (光文社古典新訳文庫 ; [KAマ31]).
透明人間 / H.G. ウエルズ作 ; 橋本槙矩訳. -- 岩波書店, 1992.6. -- (岩波文庫 ; 赤(32)276-2).
オペラ座の怪人 / ガストン・ルルー著 ; 平岡敦訳. -- 光文社, 2013.7. -- (光文社古典新
訳文庫 ; [KAカ2-1]).

930.29//MA81//8861

3F文庫版

933.6//P76//0951

3F文庫版

933.6//ST5//1844

3F文庫版

933.6//ST7//7569

3F開架新体系

933.6//TA59//5889

3F開架新体系

933.6//TA84//7311

3F文庫版

933.6//W73//6718

3F文庫版

933.7//MA16//1495

3F文庫版

933.7//W57//0560

3F文庫版

953.7//L56//9071

配置場所

請求記号

3F開架新体系

002//O73//7229

3F開架新体系

141.7//MI51//3549

4F開架新体系

383.8//A41//2247

4F開架新体系

383.8//C76//2153

4F開架新体系

383.8//H98//6623

4F開架新体系

383.8//MO81//2154

4F開架新体系

383.81//KA34//9033

4F開架新体系

383.81//O55//0925

4F新書版

383.835//I33//3966

4F新書版

383.835//I33//5426

2F学生選書

388.33//D85//7983//
西田蔵書

お菓子
資料名等
ドーナツを穴だけ残して食べる方法 : 越境する学問-穴からのぞく大学講義 / 大阪大学
ショセキカプロジェクト編. -- 大阪大学出版会, 2014.2.
マシュマロ・テスト : 成功する子・しない子 / ウォルター・ミシェル著 ; 柴田裕之訳. -- 早川
書房, 2015.5.
パンケーキの歴史物語 / ケン・アルバーラ著 ; 関根光宏訳. -- 原書房, 2013.9. -- (お菓
子の図書館).
パイの歴史物語 / ジャネット・クラークソン著 ; 竹田円訳. -- 原書房, 2013.1. -- (お菓子
の図書館).
ドーナツの歴史物語 / ヘザー・デランシー・ハンウィック著 ; 伊藤綺訳. -- 原書房,
2015.10. -- (お菓子の図書館).
チョコレートの歴史物語 / サラ・モス, アレクサンダー・バデノック著 ; 堤理華訳. -- 原書
房, 2013.1. -- (お菓子の図書館).
47都道府県・和菓子/郷土菓子百科 / 亀井千歩子著. -- 丸善出版, 2016.1.
ウキウキ甘辛おやつ / 奥村彪生文 ; 野村俊夫絵. -- 農山漁村文化協会, 2006.8. -- (お
くむらあやおふるさとの伝承料理 / 奥村彪生文 ; 9).
お菓子でたどるフランス史 / 池上俊一著. -- 岩波書店, 2013.11. -- (岩波ジュニア新書 ;
757).
お菓子でたどるフランス史 / 池上俊一著. -- 岩波書店, 2013.11. -- (岩波ジュニア新書 ;
757).
貴婦人ゴディヴァ : 語り継がれる伝説 / ダニエル・ドナヒュー著 ; 伊藤盡訳. -- 慶應義塾
大学出版会, 2011.10.

資料名等
おいしい数学 : 証明の味はパイの味 / ジム・ヘンリー [著] ; 水原文訳. -- 岩波書店,
2016.4.
砂糖の世界史 / 川北稔著. -- 岩波書店, 1996.7. -- (岩波ジュニア新書 ; 276).
砂糖の歴史 / アンドルー・F・スミス著 ; 手嶋由美子訳. -- 原書房, 2016.1. -- (「食」の図
書館).
「ポッキー」はなぜフランス人に愛されるのか? : 海外で成功するローカライズ・マーケティ
ングの秘訣 / 三田村蕗子著. -- 日本実業出版社, 2015.4.
チョコレートの帝国 / ジョエル・G・ブレナー [著] ; 笙玲子訳. -- みすず書房, 2012.5.
チョコレートの科学 / 大澤俊彦 [ほか] 著. -- 朝倉書店, 2015.5. -- (食物と健康の科学シ
リーズ).
チョコレートの世界史 : 近代ヨーロッパが磨き上げた褐色の宝石 / 武田尚子著. -- 中央
公論新社, 2010.12. -- (中公新書 ; 2088).
パティシエになるには / 辻製菓専門学校編著. -- 2刷. -- ぺりかん社, 2011.12. -- (なる
にはBooks ; 134).
洋菓子はじめて物語 / 吉田菊次郎著. -- 平凡社, 2001.12. -- (平凡社新書 ; 121).
人気デパ地下"スイーツ"パッケージ図鑑 / 日経デザイン [編] ; 廣川淳哉, 西山薫, 西村
真理子著. -- 日経BP社.
味覚のイコノグラフィア : 蜂蜜・授乳・チョコレート= Iconografia gustus : mel, nutricatio,
chocolata / 出佳奈子 [ほか] 著. -- ありな書房, 2012.9. -- (感覚のラビュリントゥス =
Labyrinthus sensus ; 2).
Charlie and the chocolate factory / Roald Dahl ; illustrated by Quentin Blake. -- 1st ed.
-- Kodansha International, 2005. -- (Kodansha English library ; [179]).
Chocolate / Janet Hardy-Gould. -- : [pbk.], :[CD pack]. -- Oxford University Press,
2011. -- (Oxford bookworms library / series editor, Jennifer Bassett ; Factfiles ; stage
菓 / 塩月弥栄子編. -- 作品社, 1987.4. -- (日本の名随筆 ; 54).
お菓子とビール / モーム作 ; 行方昭夫訳. -- 岩波書店, 2011.7. -- (岩波文庫 ; 赤(32)254-14).

配置場所

請求記号

3F開架新体系

410.4//H52//0739

4F新書版

588.1//KA94//1829

3F開架新体系

588.1//SM5//8706

3F開架新体系

588.3//MI58//3133

3F開架新体系

588.34//B72//3555

3F開架新体系

588.34//O74//4879

4F新書版

588.34//TA59//8731

2F就職応援

588.35//TS47//3087

4F新書版

596.65//Y86//1047

2F学生選書

675.18//N73//7041

3F開架新体系

702.37//I19//1927

5F多読（中級）4 837.7//D13//8628
5F多読（初級）2 837.7//H32//7565
3F開架新体系

914.68//N71//3872

3F文庫版

933.7//MA95//4433

配置場所
3F開架新体系

請求記号
230.3//KI39//2829

3F開架新体系

230.3//KO94//4354

4F開架新体系

302.33//N23//9441

現代日本の消費空間 : 文化の仕掛けを読み解く / 関口英里著. -- 世界思想社, 2004.10. 4F開架新体系

361.5//SE27//1432

ハロウィーンの文化誌 / リサ・モートン著 ; 大久保庸子訳. -- 原書房, 2014.8.
広告やメディアで人を動かそうとするのは、もうあきらめなさい。 / 本田哲也, 田端信太郎
[著]. -- ディスカヴァー・トゥエンティワン, 2014.7.
パリピ経済 : パーティーピープルが市場を動かす / 原田曜平著. -- 新潮社, 2016.4. -(新潮新書 ; 664).
お化け屋敷になぜ人は並ぶのか : 「恐怖」で集客するビジネスの企画発想 / 五味弘文
[著]. -- 角川書店. -- (角川oneテーマ21 ; C-223).

4F開架新体系

386//MO79//3938

4F開架新体系

674//H84//3884

4F新書版

675//H32//1708

4F新書版

689.5//G62//7401

ハロウィン
資料名等
ケルト人の歴史と文化 / 木村正俊著. -- 原書房, 2012.12.
二つのケルト : その個別性と普遍性 / 小辻梅子, 山内淳編. -- 世界思想社, 2011.9. -(Sekaishiso seminar).
ケルトを旅する52章 : イギリス・アイルランド / 永田喜文著. -- 明石書店, 2012.1. -- (エリ
ア・スタディーズ ; 94).

