
No 資料ID 請求記号 資料情報 配置場所

1 0496000118 080:To82:131
日本事物誌 1 / B.H.Chamberlain著 ; 高梨健吉訳. -- 1. -- 平凡社, 1969. -- (東洋文庫 ;

131).
3F/文庫

2 0496000126 080:To82:147
日本事物誌 2 / B.H.Chamberlain著 ; 高梨健吉訳. -- 2. -- 平凡社, 1969. -- (東洋文庫 ;

147).
3F/文庫

3 0016236929 210.04:C32:3

A practical introduction to the study of Japanese writing (Moji no shirube) / Basil Hall

Chamberlain. -- Ganesha. -- (Collected works of Basil Hall Chamberlain : major

works ; v. 3).

4F/図書

4 0016236978 210.04:C32:8

A handbook for travellers in Japan (including Formosa) / Basil Hall Chamberlain &

W.B. Mason. -- Ganesha. -- (Collected works of Basil Hall Chamberlain : major works

; v. 8).

4F/図書

5 0012007027 289:C38
B・H・チェンバレン : 日欧間の往復運動に生きた世界人 / 太田雄三著. -- リブロポート,

1990.3. -- (シリーズ民間日本学者 / 鶴見俊輔, 中山茂, 松本健一編集 ; 24).
4F/図書

6 0012006797 289:Ko38
小泉八雲 : その日本学 / 高木大幹著. -- リブロポ-ト, 1986.11. -- (シリーズ民間日本学者

; 1).
4F/図書

7 0096706726 302.1:J24

Japanese things : being notes on various subjects connected with Japan, for the use

of travelers and others / by Basil Hall Chamberlain. -- C.E. Tuttle Co., 1971. -- (Tut

books ; R).

3F/図書

8 0016418444 388.1:C47:1
ちりめん本影印集成 : 日本昔噺輯篇 / 中野幸一, 榎本千賀編 ; : セット - 第4冊. -- 勉誠出

版, 2014.
3F/図書

9 0016418451 388.1:C47:2
ちりめん本影印集成 : 日本昔噺輯篇 / 中野幸一, 榎本千賀編 ; : セット - 第4冊. -- 勉誠出

版, 2014.
3F/図書

10 0016418469 388.1:C47:3
ちりめん本影印集成 : 日本昔噺輯篇 / 中野幸一, 榎本千賀編 ; : セット - 第4冊. -- 勉誠出

版, 2014.
3F/図書

11 0016418477 388.1:C47:4
ちりめん本影印集成 : 日本昔噺輯篇 / 中野幸一, 榎本千賀編 ; : セット - 第4冊. -- 勉誠出

版, 2014.
3F/図書

12 0016087355 388.1:N71 日本昔話事典 / 稲田浩二 [ほか] 編集. -- 縮刷版. -- 弘文堂, 1994.6. 3F/参考図書

13 0008594640 817.7:N71:3-7
五兵衛と津波 / 小泉八雲原作 ; 小島めぐみ簡約 ; 仙波梨英子挿絵. -- 大修館書店, 2016. --

(にほんご多読ブックス : Taishukan Japanese Readers ; Level 3, vol.3-7).
3F/図書

14 0008594756 817.7:R22:4-1
雪女 / 小泉八雲作 ; 粟野真紀子簡約 ; 久保コレオ挿絵. -- アスク出版事業部, 2006. -- (レ

ベル別日本語多読ライブラリー : にほんごよむよむ文庫 ; レベル4 ; vol. 1 ; 1).
3F/図書

15 0008594715 817.7:R22:4-7

耳なし芳一 ; 梅津忠兵衛の話 / 小泉八雲原作 ; 粟野真紀子, 橋爪明子簡約 ; 姉川たく挿絵.

-- アスク出版事業部, 2007. -- (レベル別日本語多読ライブラリー : にほんごよむよむ文

庫 ; レベル4 ; vol.2 ; 7 . 小泉八雲の怖い話 ; 2).

3F/図書

16 0096066246 833:W13 和英語林集成 / J.C.Hepburn著 ; 松村明解説. -- 復刻版. -- 北辰, 1966. 3F/参考図書

17 0008554669 837.7:Ko38
小泉八雲 (ラフカディオ ハーン) の『怪談』で英語を学ぶ : 完全新訳 / 小泉八雲 [著] ; 諸

兄邦香編訳. -- 国際語学社, 2012.
3F/図書

18 0016414823 910.262:J24:13
The Silly jelly-fish[貴重書] / translated by B.H. Chamberlain. -- Y.Nishinomiya, 19--. --

(Japanese fairy tale series ; no. 13).
2F/貴重書

19 0016414831 910.262:J24:15-1
My lord bag-o'-rice[貴重書] / told in English by B.H. Chamberlain. -- T. Hasegawa,

1887. -- (Japanese fairy tale series ; no. 15).
2F/貴重書

20 0016414849 910.262:J24:15-2
My lord bag-o'-rice [貴重書]/ told in English by B.H. Chamberlain. -- 第15版. -- T.

Hasegawa, 1921. -- (Japanese fairy tale series ; no. 15).
2F/貴重書

21 0016414807 910.262:J24:9-1
The Serpent with eight heads [貴重書]/ translated by B.H. Chamberlain. -- 第15版. --

T. Hasegawa, 1917. -- (Japanese fairy tale series ; no. 9).
2F/貴重書

22 0016414815 910.262:J24:9-2
The Serpent with eight heads[貴重書] / translated by B.H. Chamberlain. -- 第17版. --

Y. Nishionmiya, 1955.
2F/貴重書

23 0016250086 910.268:Ko38 小泉八雲事典 / 平川祐弘監修. -- 恒文社, 2000.12. 3F/参考図書

24 0008083610 933.6:H51:2
新編日本の怪談 / ラフカディオ・ハーン [著] ; 池田雅之編訳 ; 2. -- KADOKAWA, 2019. -

- (角川文庫 ; 21684).
3F/文庫

展示に関連する資料です。2階新着雑誌棚に配架しています。

他にも関連資料はございますので、蔵書検索（OPAC）をご利用ください。


