２Fミニ展示

恋愛

展示期間：01/30-02/19

2月14日は世界各地で大切な人へチョコレート等のプレゼントを贈るヴァレンタインデーです。
そこで、恋愛に関する図書を集めました。
文学・科学・社会学、様々な視点から捉えられています。遠い昔の時代から、現代に至るまで様々な恋愛を紹介します。
恋する / 河西秀哉編. -- 世界思想社, 2014.3. -- (日常を拓く知 / 神戸女学院大学文学部総合文化
学科監修 ; 2).
なぜ、私たちは恋をして生きるのか : 「出会い」と「恋愛」の近代日本精神史 / 宮野真生子著. -- ナ
カニシヤ出版, 2014.5.
対人関係と恋愛・友情の心理学 / 松井豊編. -- 朝倉書店, 2010.10. -- (朝倉実践心理学講座 / 海
保博之監修 ; 8).
愛する人を所有するということ / 浅見克彦著. -- 青弓社, 2001.7. -- (青弓社ライブラリー ; 14).
愛を科学で測った男 : 異端の心理学者ハリー・ハーロウとサル実験の真実 / デボラ・ブラム著 ; 藤
沢隆史, 藤沢玲子訳. -- 白揚社, 2014.7.
クローズアップ恋愛 / 大坊郁夫, 谷口泰富編. -- 福村出版, 2013.9. -- (現代社会と応用心理学 ; 2).
脳は0.1秒で恋をする : 「赤い糸」の科学 : Brain & Passion / 茂木健一郎著. -- PHP研究所, 2009.7.
恋愛と結婚の燃えつきの心理 : カップルバーンアウトの原因と治療 / A.M.パインズ著 ; 高橋丈司, 岩
田昌子訳. -- 北大路書房, 2004.3.
愛の心理学 / R.J.スタンバーグ, K.ヴァイス編 ; 和田実, 増田匡裕訳. -- 北大路書房, 2009.10.
おんなの浮気 / 堀江珠喜著. -- 筑摩書房, 2006.8. -- (ちくま新書 ; 611).
早稲田の恋愛学入門 : 「恋ゴコロ」のすべてがわかる / 森川友義著. -- 東京書店, 2012.7.
家族 : 共に生きる形とは? / 藤田尚志, 宮野真生子編. -- ナカニシヤ出版, 2016.4. -- (愛・性・家族
の哲学 / 藤田尚志, 宮野真生子編 ; 3).
性 : 自分の身体ってなんだろう? / 藤田尚志, 宮野真生子編. -- ナカニシヤ出版, 2016.4. -- (愛・性・
家族の哲学 / 藤田尚志, 宮野真生子編 ; 2).
愛 : 結婚は愛のあかし? / 藤田尚志, 宮野真生子編. -- ナカニシヤ出版, 2016.4. -- (愛・性・家族の
哲学 / 藤田尚志, 宮野真生子編 ; 1).
アインシュタインの恋 / デニス・オーヴァーバイ著 ; 中島健訳. -- 上, 下. -- 青土社, 2003.5.
アインシュタインの恋 / デニス・オーヴァーバイ著 ; 中島健訳. -- 上, 下. -- 青土社, 2003.5.
浮気な国王フェリペ四世の宮廷生活 / 佐竹謙一著. -- 岩波書店, 2003.3.
国と世紀を変えた愛 : 張学良と宋美齢、六六年目の告白 = Love which changed the country and
the century / 富永孝子著. -- KADOKAWA, 2014.6.
結婚・事実婚・同棲に迷ったときに読む本 : ミドル・シニアカップルの法律相談 / 黒澤計男著・監修. - 自由国民社, 2016.6.
幸福の計算式 : 結婚初年度の「幸福」の値段は2500万円!? / ニック・ポータヴィー著 ; 阿部直子訳. - 阪急コミュニケーションズ, 2012.2.
モラル・ハラスメントの心理構造 : 見せかけの愛で相手を苦しめる人 / 加藤諦三著. -- 大和書房,
2013.6.
恋愛ドラマとケータイ / 中村隆志編著. -- 青弓社, 2014.1. -- (青弓社ライブラリー ; 79).
歴史のなかの家族と結婚 : ジェンダーの視点から / 伊集院葉子 [ほか] 著. -- 森話社, 2011.4. -(叢書・「知」の森 ; 8).
愛と執着の社会学 : ペット・家畜・えづけ、そして生徒・愛人・夫婦 / ましこ・ひでのり著. -- 三元社,
2013.9.
海辺の恋と日本人 : ひと夏の物語と近代 / 瀬崎圭二著. -- 青弓社, 2013.8. -- (青弓社ライブラリー
; 77).
結婚 : 女と男の諸事情 / 北九州市立男女共同参画センター"ムーブ"編. -- 明石書店, 2010.3. -(ムーブ叢書 . ジェンダー白書 / 北九州市立男女共同参画センター"ムーブ"編 ; 7).
愛は遠く離れて : グローバル時代の「家族」のかたち / ウルリッヒ・ベック, エリーザベト・ベック=ゲル
ンスハイム [著] ; 伊藤美登里訳. -- 岩波書店, 2014.3.
カップルが親になるとき / C. コーワン, P. コーワン著 ; 山田昌弘, 開内文乃訳. -- 勁草書房, 2007.7.
日本の夫婦 : パートナーとやっていく幸せと葛藤 / 柏木惠子, 平木典子編著. -- 金子書房, 2014.4.
2人が「最高のチーム」になるワーキングカップルの人生戦略 / 小室淑恵, 駒崎弘樹著. -- 英治出
版, 2011.7.
ムコシュウト問題 : 現代の結婚論 / 小谷野敦著. -- 弘文堂, 2013.8.
福沢諭吉とフリーラヴ / 西澤直子著. -- 慶應義塾大学出版会, 2014.11.
愛はなぜ終わるのか : 結婚・不倫・離婚の自然史 / ヘレン・E・フィッシャー著 ; 吉田利子訳. -- 草思
社, 1993.5.
初婚関数の数理 : 積分方程式としての定式化・その動態化と初婚生成の予測 / 池周一郎著. -- 古
今書院, 2015.2.
結婚 / 板本洋子 [ほか] 監修. -- プチグラパブリッシング, 2006.6. -- (あたらしい教科書 ; 5).
大学で大人気の先生が語る「恋愛」と「結婚」の人間学 / 佐藤剛史著. -- 岩波書店, 2015.6. -- (岩
波ジュニア新書 ; 809).
結婚できる「婚学」教室 / 佐藤剛史, 馬場純子著. -- 集英社, 2013.3.
夫婦格差社会 : 二極化する結婚のかたち / 橘木俊詔, 迫田さやか著. -- 中央公論新社, 2013.1. -(中公新書 ; 2200).
女子・結婚・男選び : あるいは「選ばれ男子」 / 高田里惠子著. -- 筑摩書房, 2012.7. -- (ちくま新書 ;
969).

配置場所

請求記号

3F開架新体系

002.04//N71//9018

3F開架新体系

121.6//MI79//0390

3F開架新体系

140.8//A85//6699

3F開架新体系

141.62//A86//5448

3F開架新体系

141.62//B59//2371

3F開架新体系
2F学生選書

141.62//D14//1736
141.62//MO16//8109

3F開架新体系

141.62//P66//3591

3F開架新体系
4F新書版
3F開架新体系

141.62//ST5//4347
143.5//H87//4466
152.1//MO51//8737

3F開架新体系

152//F67//0787

3F開架新体系

152//F67//1338

3F開架新体系

152//F67//1339

3F開架新体系
3F開架新体系
3F開架新体系

289//O92//7060
289//O92//7061
289//SA83//5693

3F開架新体系

289//TO55//4368

2F学生選書

324.62//KU76//5263

4F開架新体系

331//P87//0412

4F開架新体系

361.4//KA86//9189

4F開架新体系

361.45//N37//6234

4F開架新体系

361.63//I29//1437

4F開架新体系

361//MA64//2414

4F開架新体系

365.7//SE99//9599

4F開架新体系

367.1//KI65//0132

4F開架新体系

367.3//B31//8686

4F開架新体系
4F開架新体系

367.3//C89//5471
367.3//KA77//0383

4F開架新体系

367.3//KO69//6216

4F開架新体系
4F開架新体系

367.3//KO97//0433
367.3//N87//5837

4F開架新体系

367.4//F28//8517

4F開架新体系

367.4//I31//2240

4F開架新体系

367.4//KE29//6866

4F新書版

367.4//SA85//4437

4F開架新体系

367.4//SA85//9063

4F新書版

367.4//TA13//2081

4F新書版

367.4//TA28//5023

国際結婚の家族心理学 : 日米夫婦の場合 / 矢吹理恵著. -- 風間書房, 2011.2.
結婚クライシス : 中流転落不安 / 山田昌弘編著. -- 東京書籍, 2016.8.
「婚活」現象の社会学 : 日本の配偶者選択のいま / 山田昌弘編著. -- 東洋経済新報社, 2010.6.
異文化結婚を生きる : 日本とインドネシア/文化の接触・変容・再創造 / 吉田正紀著. -- 新泉社,
2010.9.
明治の結婚明治の離婚 : 家庭内ジェンダーの原点 / 湯沢雍彦著. -- 角川学芸出版. -- (角川選書
; 388).
セックスと恋愛の経済学 : 超名門ブリティッシュ・コロンビア大学講師の人気授業 / マリナ・アドシェイ
ド著 : 酒井泰介訳. -- 東洋経済新報社, 2015.1.
100語でわかるセクシュアリティ : 人間のさまざまな性のあり方 / 古橋忠晃, 守谷てるみ訳. -- 白水
社, 2013.2. -- (文庫クセジュ ; 977).
性的マイノリティの基礎知識 / ヴァネッサ・ベアード著 ; 町口哲生訳. -- 作品社, 2005.9.
先生と親のためのLGBTガイド : もしあなたがカミングアウトされたなら / 遠藤まめた著. -- 合同出
版, 2016.7.
にじ色の本棚 : LGBTブックガイド / 原ミナ汰, 土肥いつき編著. -- 三一書房, 2016.1.
ハタチまでに知っておきたい性のこと / 橋本紀子, 田代美江子, 関口久志編. -- 大月書店, 2014.4. - (シリーズ 大学生の学びをつくる).
LGBTQってなに? : セクシュアル・マイノリティのためのハンドブック / ケリー・ヒューゲル著 ; 上田勢
子訳. -- 明石書店, 2011.12.
思いこみの性、リスキーなセックス / 池上千寿子. -- 岩波書店, 2011.2. -- (若者の気分 / 浅野智彦
[ほか] 編集委員).
学生のための性とエイズ / 木村龍雄, 皆川興栄著. -- 朝倉書店, 1995.4.
セクシュアル・マイノリティQ&A / LGBT支援法律家ネットワーク出版プロジェクト編著. -- 弘文堂,
2016.7.
図説不倫の歴史 : 愛の幻想と現実のゆくえ / サビーヌ・メルシオール=ボネ, オード・ド・トックヴィル
著 ; 橋口久子訳. -- 原書房, 2001.10.
女はポルノを読む : 女性の性欲とフェミニズム / 守如子著. -- 青弓社, 2010.2. -- (青弓社ライブラ
リー ; 64).
「LGBT」差別禁止の法制度って何だろう? : 地方自治体から始まる先進的取り組み / LGBT法連合
会編. -- かもがわ出版, 2016.5.
セクシュアルマイノリティ : 同性愛、性同一性障害、インターセックスの当事者が語る人間の多様な性
/ セクシュアルマイノリティ教職員ネットワーク編著 ; ロニー・アレキサンダー [ほか] 著. -- 第3版. -明石書店, 2012.9.
たたかうLGBT&アート : 同性パートナーシップからヘイトスピーチまで、人権と表現を考えるために /
山田創平, 樋口貞幸編. -- 大阪市立大学都市研究プラザ, 2016.3. -- (URP先端的都市研究シリー
性のタブーに挑んだ男たち : 山本宣治・キンゼイ・高橋鉄から学ぶ / 山本直英編. -- かもがわ出版,
1994.7. -- (かもがわブックレット ; 72).
職場のLGBT読本 : 「ありのままの自分」で働ける環境を目指して / 柳沢正和, 村木真紀, 後藤純一
著. -- 実務教育出版, 2015.8.
同性婚、あなたは賛成?反対? : フランスのメディアから考える / 浅野素女著. -- パド・ウィメンズ・オ
フィス, 2014.2.
同性婚 : ゲイの権利をめぐるアメリカ現代史 / ジョージ・チョーンシー著 ; 上杉富之, 村上隆則訳. -明石書店, 2006.6. -- (世界人権問題叢書 ; 63).
同性婚 : だれもが自由に結婚する権利 / 同性婚人権救済弁護団編. -- 明石書店, 2016.10.
レズビアン / ハンス・エバーハート著 ; 阿部孔子訳. -- 青弓社, 1994.3. -- (レッド・アロ-・ドキュメン
ト).
レスビアンの歴史 / リリアン・フェダマン著 ; 富岡明美,原美奈子訳. -- 筑摩書房, 1996.11.
レズビアン・アイデンティティーズ / 堀江有里著. -- 洛北出版, 2015.7.
ゲイのボクから伝えたい「好き」のハテナ?がわかる本 : みんなが知らないLGBT / 石川大我著. -太郎次郎社エディタス, 2011.1.
同性愛と異性愛 / 風間孝, 河口和也著. -- 岩波書店, 2010.3. -- (岩波新書 ; 新赤版 1235).
百合のリアル / 牧村朝子著. -- 星海社. -- (星海社新書 ; 38).
同性婚 : 私たち弁護士夫夫です / 南和行 [著]. -- 祥伝社, 2015.7. -- (祥伝社新書 ; 422).
ゲイ文化の主役たち : ソクラテスからシニョリレまで / ポール・ラッセル著 ; 米塚真治訳. -- 青土社,
1997.11.
カミングアウト・レターズ : 子どもと親、生徒と教師の往復書簡 / RYOJI, 砂川秀樹編. -- 太郎次郎社
エディタス, 2007.12.
カムアウトする親子 : 同性愛と家族の社会学 / 三部倫子著. -- 御茶の水書房, 2014.6.
ルポ同性カップルの子どもたち : アメリカ「ゲイビーブーム」を追う / 杉山麻里子著. -- 岩波書店,
2016.2.
同性愛の謎 : なぜクラスに一人いるのか / 竹内久美子著. -- 文藝春秋, 2012.1. -- (文春新書 ;
844).
ゲイの誕生 : 同性愛者が歩んだ歴史 / 匠雅音著. -- 彩流社, 2013.6.
柳田國男の恋 / 岡谷公二著. -- 平凡社, 2012.6.
恋する文化人類学者 : 結婚を通して異文化を理解する / 鈴木裕之著. -- 世界思想社, 2015.1.
古代ローマ人の愛と性 : 官能の帝都を生きる民衆たち / アルベルト・アンジェラ著 ; 関口英子, 佐瀬
奈緒美訳. -- 河出書房新社, 2014.4.
恋愛の時代 : 大正期(1920年代前半)朝鮮における文化と流行 / クォン・ボドゥレ著 ; 鄭大成訳. -勉誠出版, 2013.1.

配置場所
4F開架新体系
4F開架新体系
4F開架新体系

請求記号
367.4//Y12//5737
367.4//Y19//3874
367.4//Y19//5264

4F開架新体系

367.4//Y86//6340

4F開架新体系

367.4//Y99//5605

4F開架新体系

367.9//A16//7784

4F新書版

367.9//A48//4644

4F開架新体系

367.9//B14//6459

4F開架新体系

367.9//E59//2649

4F開架新体系

367.9//H31//9269

4F開架新体系

367.9//H38//1016

4F開架新体系

367.9//H98//2866

4F開架新体系

367.9//I33//0252

4F開架新体系

367.9//KI39//2250

4F開架新体系

367.9//L59//3222

4F開架新体系

367.9//ME32//6700

4F開架新体系

367.9//MO45//8305

4F開架新体系

367.9//SE19//2811

4F開架新体系

367.9//SE97//8421

4F開架新体系

367.9//Y19//0340

4F開架新体系

367.9//Y31//6824

4F開架新体系

367.9//Y53//5992

4F開架新体系

367.97//A87//0903

4F開架新体系

367.97//C36//1685

4F開架新体系

367.97//D88//4697

4F開架新体系

367.97//E13//2075

4F開架新体系
4F開架新体系

367.97//F17//4440
367.97//H87//5647

2F学生選書

367.97//I76//4556

4F新書版
4F新書版
4F新書版

367.97//KA99//9475
367.97//MA34//5463
367.97//MI37//4412

4F開架新体系

367.97//R89//0357

2F学生選書

367.97//R96//4570

4F開架新体系

367.97//SA57//2763

4F開架新体系

367.97//SU49//9431

4F新書版

367.97//TA67//3238

4F開架新体系
4F開架新体系
4F開架新体系

367.97//TA74//8364
380.1//O47//5095
382.4435//SU96//8779

4F開架新体系

384.7//A49//9610

4F開架新体系

384.7//KW//6563

男色の日本史 : なぜ世界有数の同性愛文化が栄えたのか / ゲイリー・P・リュープ著 ; 藤田真利子
訳. -- 作品社, 2014.9.
やまとなでしこの性愛史 : 古代から近代へ / 和田好子著. -- ミネルヴァ書房, 2014.8.
江戸の色道 : 古川柳から覗く男色の世界 / 渡辺信一郎著. -- 新潮社, 2013.8. -- (新潮選書).
キルギスの誘拐結婚 / 林典子写真・文. -- 日経ナショナルジオグラフィック社.
ロシアの結婚儀礼 : 家族・共同体・国家 / 伊賀上菜穂著. -- 彩流社, 2013.4.
昭和の結婚 / 小泉和子編. -- 河出書房新社, 2014.11. -- (らんぷの本).
日本の珍しい結婚風習 / 国書刊行会編著. -- 国書刊行会, 2015.7.
花嫁はなぜ顔を隠すのか / 増田美子編. -- 悠書館, 2010.5.
ウエディングドレスはなぜ白いのか / 坂井妙子著. -- 勁草書房, 1997.1.
恋人選びの心 : 性淘汰と人間性の進化 / ジェフリー・F.ミラー著 ; 長谷川眞理子訳. -- 1 -- 岩波書
店, 2002.7.
恋人選びの心 : 性淘汰と人間性の進化 / ジェフリー・F.ミラー著 ; 長谷川眞理子訳. -- 2 -- 岩波書
店, 2002.7.
アスペルガー恋愛読本 / ジェネビー・エドモンド, ディーン・ウォートン著 ; 小谷裕実訳. -- 人文書院,
2013.11.
夫源病 : こんなアタシに誰がした / 石蔵文信著. -- 大阪大学出版会, 2011.11. -- (阪大リーブル ;
31).
恋の研究 / 柴田陽弘編著. -- 慶應義塾大学出版会, 2005.8.
恋愛を考える / 慶応義塾大学文学部編集. -- 慶応義塾大学文学部. -- (文学部は考える ; 1 . 極東
証券株式会社寄附講座).
日本恋愛思想史 : 記紀万葉から現代まで / 小谷野敦著. -- 中央公論新社, 2012.11. -- (中公新書 ;
2193).
タブーと結婚 : 「源氏物語と阿闍世王コンプレックス論」のほうへ / 藤井貞和著. -- 笠間書院,
2007.3.
平安文学でわかる恋の法則 / 高木和子著. -- 筑摩書房, 2011.10. -- (ちくまプリマー新書 ; 168).
日本古代恋愛文学史 / 吉田幹生著. -- 笠間書院, 2015.2.
樋口一葉と女性作家 志・行動・愛 / 高良留美子著. -- 翰林書房, 2013.12.
恋する女 : 一葉・晶子・らいてうの時代と文学 / 高良留美子著. -- 學藝書林, 2009.6.
男であることの困難 : 恋愛・日本・ジェンダー / 小谷野敦著. -- 新曜社, 1997.10.
恋愛の昭和史 / 小谷野敦著. -- 文藝春秋, 2005.3.
女脳文学特講 : 芙美子、翠、晶子、らいてう、野枝、弥生子、みすゞ / 山下聖美著. -- 三省堂,
2011.9.
小説の恋愛感触 / 内藤千珠子 [著]. -- みすず書房, 2010.7.
漱石イギリスの恋人 / 佐藤高明著. -- 勉誠出版, 1999.9. -- (遊学叢書 ; 5).
宮澤賢治と幻の恋人 : 澤田キヌを追って / 澤村修治著. -- 河出書房新社, 2010.8.
生きて行く私 / 宇野千代著. -- 中央公論社, 1992.1. -- (中公文庫).
竹田美喜の万葉恋語り / 竹田美喜著. -- 創風社出版, 2011.6.
古代の恋愛生活 : 万葉集の恋歌を読む / 古橋信孝著. -- 吉川弘文館, 2016.10. -- (読みなおす日
本史).
恋する黒髪 / 馬場あき子著. -- 角川学芸出版. -- (日本の恋の歌).
貴公子たちの恋 / 馬場あき子著. -- 角川学芸出版. -- (日本の恋の歌).
源氏物語の結婚 : 平安朝の婚姻制度と恋愛譚 / 工藤重矩著. -- 中央公論新社, 2012.3. -- (中公
新書 ; 2156).
恋する物語のホモセクシュアリティ : 宮廷社会と権力 / 木村朗子著. -- 青土社, 2008.4.
恋愛小説の誕生 : ロマンス・消費・いき / 井上泰至著. -- 笠間書院, 2009.4.
人情本の世界 : 江戸の「あだ」が紡ぐ恋愛物語 / 武藤元昭著. -- 笠間書院, 2014.4.
鷗外の恋 : 舞姫エリスの真実 / 六草いちか著. -- 講談社, 2011.3.
『こころ』の真相 : 漱石は何をたくらんだのか / 柳澤浩哉著. -- 新典社, 2013.10. -- (新典社選書 ;
62).
恋文 / 村松友視編. -- 作品社, 1994.2. -- (日本の名随筆 ; 別巻36).
谷崎潤一郎の恋文 : 松子・重子姉妹との書簡集 / [谷崎潤一郎, 谷崎松子, 渡辺重子著] ; 千葉俊二
編. -- 中央公論新社, 2015.1.
与謝野寛晶子書簡集成 / [与謝野寛, 与謝野晶子著] ; 逸見久美編. -- 第1巻 - 第4巻. -- 八木書
店, 2001.7-2003.7.
作家と生きた女たち : エリート公務員夫妻の愛から不倫そして駆け落ち結婚まで / 江藤秀一, 飯田
敏博編. -- 金星堂, 2002.5.
フランス恋愛文学をたのしむ : その誕生から現在まで / 東浦弘樹著. -- 世界思想社, 2012.10.
恋愛論 / スタンダール著 ; 杉本圭子訳 ; 上 -- 岩波書店, 2015.12-2016.2. -- (岩波文庫 ; 赤(32)526-1).
恋愛論 / スタンダール著 ; 杉本圭子訳 ; 下. -- 岩波書店, 2015.12-2016.2. -- (岩波文庫 ; 赤(32)526-2).
エイズと文学 : アフリカの女たちが書く性,愛,死 / 大池真知子著. -- 世界思想社, 2013.7.

配置場所

請求記号

4F開架新体系

384.7//L57//5786

4F開架新体系
4F開架新体系
4F開架新体系
4F開架新体系
4F開架新体系
4F開架新体系
4F開架新体系
4F開架新体系

384.7//W12//6200
384.7//W46//2469
L385.4//H48//1859
385.4//I23//4890
385.4//KO38//8194
385.4//KO53//5885
385.4//MA66//1700
385.4//SA29//5373

3F開架新体系

469//MI27//5215

3F開架新体系

469//MI27//5216

3F開架新体系

493.9375//E22//4416

3F開架新体系

495.13//I76//7762

3F開架新体系

902.09//SH18//5352

3F開架新体系

904//KE26//1356

4F新書版

910.2//KO97//9922

3F開架新体系

910.23//F57//8701

4F新書版
3F開架新体系
3F開架新体系
3F開架新体系
3F開架新体系
3F開架新体系

910.23//TA29//6544
910.23//Y86//1412
910.26//KO79//6822
910.26//KO79//8675
910.26//KO97//0464
910.26//KO97//1674

3F開架新体系

910.26//Y44//5465

3F開架新体系
3F開架新体系
3F開架新体系
3F文庫版
7F新体系

910.264//N29//4257
910.268//SA85//2020
910.268//SA95//5653
910.268//U77//3134
911.12//TA59//6976

3F開架新体系

911.125//F93//4127

3F開架新体系
3F開架新体系

911.13//B12//6095
911.13//B12//6096

4F新書版

913.36//KU17//1012

3F開架新体系
3F開架新体系
3F開架新体系
3F開架新体系

913.38//KI39//8146
913.54//I57//1724
913.54//MU93//0370
913.6//R63//3261

3F開架新体系

913.6//Y53//4418

3F開架新体系

914.68//N71//3754

3F開架新体系

915.6//C42//9536

3F開架新体系

915.6//Y85//9802

7F新体系

930.4//E78//1137

3F開架新体系

950.2//TO76//8878

3F文庫版

954.6//ST4//8192

3F文庫版

954.6//ST4//9316

3F開架新体系

994//O32//9227

