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分類表は 2017 年 9・10 月号（707・708 号）に掲載されています。同月号より，書籍の登録分のみの掲載です。

書名 編著者名等 発行所 出版年月

　０　総　記

黒田寛一読書ノート
第一～十五巻  1948 年 3 月－ 1955 年 11 月 黒田寛一 こぶし書房 2015.9 ～

2017.12

歴史の審判に向けて上・下 ロイ・メドヴェージェフ著，
名越陽子訳 現代思潮新社 2017.1

ウラルの核惨事 ジョレス・A・メドヴェージェフ著，
名越陽子訳 現代思潮新社 2017.5

広辞苑第 7版 新村出編 岩波書店 2018.1

広辞苑第 7版付録 新村出編 岩波書店 2018.1

　１　哲学・自然科学・宗教

一枚の切符 崔南龍 みすず書房 2017.5

日本の癩（らい）対策の誤りと「名誉回復」 成田稔 明石書店 2017.9

日本コレラ史 山本俊一 東京大学出版会 2006.8

近世日本薬業史研究 吉岡信 薬事日報社 1989.6

　２　歴史・地理

歴史の喩法 ヘイドン・ホワイト著，
上村忠男編訳 作品社 2017.4

実用的な過去 ヘイドン・ホワイト著，
上村忠男監訳 岩波書店 2017.1

メタヒストリー ヘイドン・ホワイト著，
大澤俊朗他訳 作品社 2017.12

宣教師ザビエルと被差別民 沖浦和光 筑摩書房 2016.12

中近世の家と村落 遠藤ゆり子 岩田書院 2017.12

帝国軍人の弁明 保阪正康 筑摩書房 2017.7

レンズが撮らえた幕末維新の日本 高橋則英監修 山川出版社 2017.12

陸軍中野学校 山本武利 筑摩書房 2017.11

戦争とトラウマ 中村江里 吉川弘文館 2018.1

1990 年代論 大澤聡編 河出書房新社 2017.8

忘却の引揚げ史 下川正晴 弦書房 2017.11

原爆供養塔 堀川惠子 文藝春秋 2016.4

占領は終わっていない 中村尚樹 緑風出版 2017.8

戦後小樽の軌跡 内藤辰美，佐久間美穂 春風社 2017.7

台湾人の歌舞伎町 稲葉佳子，青池憲司 紀伊國屋書店 2017.9
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福岡女たちの戦後  第 1 号 戦後の女性記録継承プロジェクト編

戦後の女性記録
継承プロジェク
ト：福岡女性史
研究会

2016.4

福岡女たちの戦後  第 2 号 戦後の女性記録継承プロジェクト編

戦後の女性記録
継承プロジェク
ト：福岡女性史
研究会

2017.6

関門の近代 堀雅昭 弦書房 2017.2

朝鮮史 1  先史―朝鮮王朝／ 2  近現代 李成市，宮嶋博史，糟谷憲一編 山川出版社 2017.1

「韓国からの通信」の時代 池明観 影書房 2017.9

中国文化大革命再論 国分良成編著 慶應義塾大学出
版会 2003.11

中国農村社会と革命 鄭浩瀾 慶應義塾大学出
版会 2009.9

せめぎあう中東欧・ロシアの歴史認識問題 橋本伸也編著 ミネルヴァ書房 2017.12

改革と革命と反革命のアンダルシア 渡辺雅哉 皓星社 2017.2

神と革命 下斗米伸夫 筑摩書房 2017.1

風刺画とアネクドートが描いたロシア革命 若林悠 現代書館 2017.1

赤軍の形成 レーニン他著，
革命軍事論研究会編訳 風塵社 2017.9

マフノ叛乱軍史 アルシーノフ著，奥野路介訳 風塵社 2017.11

何が私をこうさせたか 金子文子 岩波書店 2017.12

カストロ  上・下 セルジュ・ラフィ著，神田順子，
鈴木知子訳 原書房 2017.12

町田忠治  史料編／伝記編 町田忠治伝記研究会編著 櫻田會 1996.2

松井茂自傳 松井茂先生自傳刊行會編 松井茂先生自傳
刊行會 1952.9

日比谷騒擾事件の顚末 松井茂 松井茂先生自傳
刊行會 1952.9

日雇い臨時工員から非正規社員になった男の奮闘記 野崎堅三 星雲社 2017.3

奥浩平がいた 齊藤政明 社会評論社 2017.12

孫文 深町英夫 岩波書店 2016.7

「反戦主義者なる事通告申上げます」 森永玲 花伝社，共栄書
房（発売） 2017.7

若槻菊枝女の一生 奥田みのり
熊本日日新聞
社，熊日出版（制
作・発売）

2017.12

吉野信次 吉野信次追悼録刊行会編著 吉野信次追悼録
刊行会 1974.6

九州遺産
砂田光紀著（調査・文・写真），
国土交通省九州運輸局，
九州産業・生活遺産調査委員会監修

弦書房 2015.6

Robert Owen’s experiment at New Lanark Ophélie Siméon Palgrave 
Macmillan 2017
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　３　社会科学

大人のための社会科 井手英策他 有斐閣 2017.9

壊れゆく資本主義をどう生きるか 若森章孝，植村邦彦
唯学書房，ア
ジール・プロダ
クション（発売）

2017.11

楽しい縮小社会 森まゆみ，松久寛 筑摩書房 2017.6

デンマーク共同社会（サムフンズ）の歴史と思想 小池直人 大月書店 2017.9

誰も知らない香港現代思想史 羅永生著，
丸川哲史，鈴木将久，羽根次郎編訳 共和国 2015.8

実践  日々のアナキズム ジェームズ・C. スコット著，清水展訳 岩波書店 2017.9

基礎から学ぶマルクス主義 岩本勲 晃洋書房 2017.12

スターリンは偉大だった 小林尹夫 人民文学サイト 2017.1

マルクスコレクション カール・マルクス著

　Ⅰ． デモクリトスの自然哲学とエピクロスの自然哲学の差異
　　　ヘーゲル法哲学批判序説　ユダヤ人問題によせて
　　　経済学・哲学草稿

中山元他訳 2012.5

　Ⅱ． ドイツ・イデオロギー（抄）哲学の貧困  コミュニスト宣
言 今村仁司他訳 2008.3

　Ⅲ． ルイ・ボナパルトのブリュメール一八日
　　　経済学批判要綱「序説」
　　　「資本制生産に先行する諸形態」
　　　経済学批判「序言」   資本論第一巻初版「第一章」

横張誠他訳 筑摩書房 2014.2

　Ⅳ． 資本論第一巻（上）
今村仁司他訳

2017.5

　Ⅴ． 資本論第一巻（下） 2016.5

　Ⅵ． フランスの内乱  ゴータ綱領批判時局論（上） 辰巳伸知他訳 2005.9

　Ⅶ． 時局論（下）   芸術・文学論手紙 村岡晋一他訳 2007.1

マルクスと商品語 井上康，崎山政毅 社会評論社 2017.11

マルクス資本論の哲学 熊野純彦 岩波書店 2018.1

さあ『資本論』を読んでみよう 余斌著，莊嚴，角田史幸訳 こぶし書房 2014.3

レーニン  権力と愛  上・下 ヴィクター・セベスチェン著，
三浦元博，横山司訳 白水社 2017.12

民主制の下での社会主義的変革 紅林進 ロゴス 2017.12

「創共協定」とは何だったのか 村岡到 社会評論社 2017.11

日本リベラル派の頽落（たいらく） 徐京植 高文研 2017.11

松田道雄と「いのち」の社会主義 高草木光一 岩波書店 2018.1

ナショナル・アイデンティティを問い直す 川田順造編 山川出版社 2017.1

「神国思想」の展開と明治維新 梅田正己 高文研 2017.9

「神権天皇制」の確立と帝国主義への道 梅田正己 高文研 2017.9

「神話史観」の全面展開と軍国主義 梅田正己 高文研 2017.1

国家主義の復活から自民党改憲草案まで 梅田正己 高文研 2017.1

ポピュリズムのグローバル化を問う 中谷義和他編 法律文化社 2017.3

アジア主義と近代日中の思想的交錯 嵯峨隆 慶應義塾大学出
版会 2016.6

国家社会主義復刻版第 1～ 4号 高畠素之編 不二出版 1987.8

徹底検証日本の右傾化 塚田穂高編著 筑摩書房 2017.7
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敗北した社会主義再生の闘い 浅川史 コールサック社 2017.8

公務員制度の法理論 下井康史 弘文堂 2017.2

明治期の地方制度と名望家 飯塚一幸 吉川弘文館 2017.1

都市政策の理論と実際 関博士論文集編集委員会編 都市問題研究会 1966.11

神戸・近代都市の形成 高寄昇三 公人の友社 2017.9

誰が＜表現の自由＞を殺すのか 安世鴻，李春煕，岡本有佳編 御茶の水書房 2017.9

北星学園大学バッシング市民はかく闘った 「負けるな北星！の会」記録編集委
員会編

「負けるな北星！
の会」記録編集
委員会

2017.7

残響のハーレム 中村寛 共和国 2015.11

徹底  解説植村裁判 2015―2017 植村裁判を支える市民の会，
植村訴訟東京支援チーム編

植村裁判を支え
る市民の会，植
村訴訟東京支援
チーム

2017.11

在日朝鮮人アイデンティティの変容と揺らぎ 鄭栄鎭 法律文化社 2018.1

日韓メモリー・ウォーズ 朴裕河他 弦書房 2017.9

人足寄場史 人足寄場顕彰會編 創文社 1974.1

近世雇傭関係史論 大竹秀男著，
神戸大学研究双書刊行会編

神戸大学研究双
書刊行会 1983.6

憲法と世論 境家史郎 筑摩書房 2017.1

国家がなぜ家族に干渉するのか 本田由紀，伊藤公雄編著 青弓社 2017.12

えん罪・欧州拉致 「えん罪・欧州拉致」刊行委員会編 社会評論社 2017.3

治安維持法と共謀罪 内田博文 岩波書店 2017.12

宇野理論と現代株式会社 河西勝 社会評論社 2017.12

大不平等 ブランコ・ミラノヴィッチ著，
立木勝訳 みすず書房 2017.6

「新しい働き方」の経済学 井上義朗著，中西豪士編 現代書館 2017.1

ミル・マルクス・現代 武田信照 ロゴス 2017.8

21 世紀のマルクス経済学 延近充 慶應義塾大学出
版会 2015.7

1930 年代における日本の金融政策 内藤友紀 関西大学出版部 2017.1

バブルの物語新版 ジョン・K. ガルブレイス著，
鈴木哲太郎訳 ダイヤモンド社 2017.5

不当な債務 フランソワ・シェネ著，長原豊，
松本潤一郎訳 作品社 2017.8

近代日本の課税と徴収 牛米努 有志舎 2017.11

検証  バブル失政 軽部謙介 岩波書店 2016.1

バブル 永野健二 新潮社 2017.2

経済史から考える 岡崎哲二 日本経済新聞出
版社 2017.11

大塚久雄から資本主義と共同体を考える 梅津順一，小野塚知二編著 日本経済評論社 2018.1

世界史のなかの産業革命 R.C. アレン著，眞嶋史叙他訳 名古屋大学出版
会 2017.12

貧困からの挑戦  上・下 G. ミュルダール ダイヤモンド社 1971.9

經濟復興計畫第一次試案 經濟安定本部 經濟安定本部 1948.5
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經濟復興計畫委員會報告書 經濟復興計畫委員會 經濟復興計畫委
員會 1949.5

經濟復興計畫委員會報告書第一部總論／第二部各論／第三
部 經濟復興計畫委員會 經濟復興計畫委

員會 1949.5

經濟復興計畫委員會議事速記録 經濟復興計畫委員會 經濟復興計畫委
員會

出版年月
不明

日本經濟復興計畫 經濟復興計畫委員會編著 國民經濟研究協
會 1949.7

日本における外国人・民族的マイノリティ人権白書 2017
年 外国人人権法連絡会編 外国人人権法連

絡会 2017.3

新移民時代 西日本新聞社編 明石書店 2018.1

移動する人々と国民国家 杉村美紀編著 明石書店 2017.9

先生，NPOって儲かりますか？ 渡辺豊博 春風社 2016.1

熟練・分業と生産システムの進化 坂本清 文眞堂 2017.1

東芝不正会計事件の研究 樋口晴彦 白桃書房 2017.12

小繋事件裁判資料集別冊 不二出版 2013.3

近代化のねじれと日本社会増補新版 竹村洋介 批評社 2017.11

「近代的自我」の社会学 鍵本優 インパクト出版
会 2017.1

死者とのつながり 副田義也 東信堂 2017.1

老いとはなにか 副田義也 東信堂 2017.5

アメリカを動かす「ホワイト・ワーキング・クラス」という人々 ジョーン・C. ウィリアムズ著，
山田美明，井上大剛訳 集英社 2017.8

出来事から学ぶカルチュラル・スタディーズ 田中東子，山本敦久，安藤丈将編著，
川端浩平他著 ナカニシヤ出版 2017.1

民族関係の都市社会学 谷富夫 ミネルヴァ書房 2015.5

北欧福祉国家は持続可能か クラウス・ペーターセン，スタイン・
クーンレ，パウリ・ケットネン編著 ミネルヴァ書房 2017.11

日本の社会保障システム 木下武徳，吉田健三，加藤美穂子編 東京大学出版会 2017.9

転げ落ちない社会 宮本太郎編著 勁草書房 2017.1

フランス家族手当の史的研究 宮本悟 御茶の水書房 2017.11

社会保障レボリューション 井上英夫他編 高菅出版 2017.12

保育と憲法 川口創，平松知子 大月書店 2017.8

GHQ「児童福祉総合政策構想」と児童福祉法 駒崎道 明石書店 2017.9

家族・働き方・社会を変える父親への子育て支援 小崎恭弘，田辺昌吾，松本しのぶ編
著 ミネルヴァ書房 2017.1

地域包括ケアから社会変革への道程理論編 中島康晴 批評社 2017.5

地域包括ケアから社会変革への道程実践編 中島康晴 批評社 2017.6

岡山孤児院関係資料集成第 1～ 3巻編集復刻版 細井勇，菊池義昭編・解説 不二出版 2009.11

子ども虐待家族再統合に向けた心理的支援 千賀則史 明石書店 2017.9

東京市養育院月報第 1～ 30 巻復刻版 不二出版 2008.6 ～
2009.12

東京市養育院月報解説・総目次・索引 不二出版 2009.12

ビキニ・やいづ・フクシマ 加藤一夫 社会評論社 2017.7

遥かなる一九七〇年代－京都 松岡利康，垣沼真一編著 鹿砦社 2017.11
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捏造されるエコテロリスト ジョン・ソレンソン著，井上太一訳 緑風出版 2017.7

かつて 10・8 羽田闘争があった  寄稿篇 10・8 山崎博昭プロジェクト編
合同フォレス
ト，合同出版（発
売）

2017.1

2015 年安保，総がかり行動 高田健 梨の木舎 2017.3

ベトナム戦争に抗した人々 油井大三郎 山川出版社 2017.8

検証・学歴の効用 濱中淳子 勁草書房 2013.1

東ドイツ “性” 教育史 池谷壽夫 かもがわ出版 2017.8

PTAという国家装置 岩竹美加子 青弓社 2017.4

日本道徳教育の歴史 江島顕一 ミネルヴァ書房 2016.4

総力戦体制と教育 寺崎昌男，戦時下教育研究会編 東京大学出版会 1987.2

総合国策と教育改革案三版 石川準吉 清水書院 1974.2

井上毅の教育政策 海後宗臣編 東京大学出版会 1968.2

戦後史の中の教育基本法 宮盛邦友 八月書館 2017.6

勤労青少年教育の終焉 板橋文夫，板橋孝幸 随想舎 2007.7

近代日本公民教育思想と社会教育 上原直人 大学教育出版 2017.9

「大学改革」という病 山口裕之 明石書店 2017.1

放浪・廻遊民と日本の近代 長野浩典 弦書房 2016.12

アナキスト民俗学 絓秀実，木藤亮太 筑摩書房 2017.4

わが青春の時代 沖浦和光 現代書館 2017.1

近代日本の文化変動と社会運動 沖浦和光 現代書館 2017.7

現代文明の危機と人類の未来 沖浦和光 現代書館 2017.1

遊芸・漂泊に生きる人びと 沖浦和光 現代書館 2016.1

瀬戸内の民俗と差別 沖浦和光 現代書館 2016.12

天皇制と被差別民 沖浦和光 現代書館 2017.4

対話のために 浅野豊美，小倉紀蔵，西成彦編著，
東郷和彦他著 クレイン 2017.5

日本の保育の歴史 汐見稔幸他 萌文書林 2017.12

沖縄にみる性暴力と軍事主義
宮城晴美他著，
基督教イースト・エイジャ・ミッション
富坂キリスト教センター編

御茶の水書房 2017.9

枕崎女たちの生活史 佐々木陽子編著，山崎喜久枝著 明石書店 2017.3

ジェンダーとセクシュアリティで見る東アジア 瀬地山角編著 勁草書房 2017.11

裸足で逃げる 上間陽子 太田出版 2017.12

誰も置き去りにしない社会へ 平松知子他 新日本出版社 2018.1

貧困の戦後史 岩田正美 筑摩書房 2017.12

入門  貧困論 金子充 明石書店 2017.8

貧困をどのように捉えるか 西村貴直 春風社 2013.2

沖縄子どもの貧困白書 加藤彰彦他編著，
沖縄県子ども総合研究所編 かもがわ出版 2017.1

子どもの貧困対策と教育支援 末冨芳編著 明石書房 2017.9

Ｑ＆Ａ  生活保護手帳の読み方・使い方 吉永純編著 明石書店 2017.11

Ｑ＆Ａ  生活保護ケースワーク支援の基本 吉永純，衛藤晃編著 明石書店 2017.11

被差別部落像の構築 小早川明良 にんげん出版 2017.12
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新・部落差別はなくなったか？  改訂版 塩見鮮一郎 緑風出版 2017.11

東日本の部落史
Ⅰ関東編／Ⅱ東北・甲信越編／Ⅲ身分・生業・文化編 東日本部落解放研究所編 現代書館 2017.12

～ 2018.1

復興ストレス 伊藤浩志 彩流社 2017.3

海外メディアが報じる真実 大沼安史 緑風出版 2011.6

死の灰の下で 大沼安史 緑風出版 2011.11

いのち・女たち・連帯 大沼安史 緑風出版 2012.3

アウト・オブ・コントロール 大沼安史 緑風出版 2015.3

フクシマ・フォーエバー 大沼安史 緑風出版 2016.9

核の地獄を超えて 大沼安史 緑風出版 2017.9

水俣の記憶を紡ぐ 下田健太郎 慶應義塾大学出
版会 2017.1

〈水俣病〉事件の 61 年 富樫貞夫 弦書房 2017.11

原発災害と地元コミュニティ 鳥越皓之編著 東信堂 2018.1

死民と日常 渡辺京二 弦書房 2017.11

The quality of democracy in Korea Hannes B.Mosler, Eun-Jeung Lee, 
Hak-Jae Kim（eds.）

Palgrave 
Macmillan 2018

Post-Fascist Japan Laura Hein Bloomsbury 
Academic 2018

World Economic Situation and Prospects 2018 United Nations United Nations 
Publications 2018

Handbook on in-work poverty Henning Lohmann,Ive Marx（eds.） Edward Elgar Publishing 2018

　４　労働

正規の世界・非正規の世界 神林龍 慶應義塾大学出
版会 2017.11

労働経済学 川口大司 有斐閣 2017.12

労働経済学で考える人工知能と雇用 山本勲 三菱経済研究所 2017.3

近世都市の労働社会 森下徹 吉川弘文館 2014.8

ヒルビリー・エレジー J.D. ヴァンス著，
関根光宏，山田文訳 光文社 2017.9

日本自動車企業の仕事・管理・労使関係 石田光男，富田義典，三谷直紀 中央経済社 2009.3

職業の経済学 阿部正浩，菅万理，勇上和史編著

中央経済社，中
央経済グループ
パブリッシング
（発売）

2017.12

「職業紹介事業Ⅱ」1～ 14 加瀬和俊監修 近現代資料刊行
会

2016.1 ～
2017.6

人材覚醒経済 鶴光太郎 日本経済新聞出
版社 2017.11

労働市場における労働者派遣法の現代的役割 本庄淳志 弘文堂 2016.2

非正規クライシス 北川慧一，古賀大己，澤路毅彦 朝日新聞出版 2017.11

チャヴ オーウェン・ジョーンズ著，
依田卓巳訳 海と月社 2018.1

主婦パートタイマーの処遇格差はなぜ再生産されるのか 金英 ミネルヴァ書房 2017.12
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75

環境破壊と現代奴隷制 ケビン・ベイルズ著，大和田英子訳 凱風社 2017.7

職業指導（教材）資料集第一～二巻 花輪公共職業安定所編 秋田県花輪公共
職業安定所 1954.5

無傷害無疾病の安全事業場の現出まで 宇野利右衛門 工業教育会 1934.2

過労死ゼロの社会を 高橋幸美，川人博 連合出版 2017.12

働く，働かない，働けば 巳年キリン 三一書房 2017.11

決定版  ナチスのキッチン 藤原辰史 共和国 2017.3

日本人のすがたと暮らし 大丸弘，高橋晴子 三元社 2016.12

検証公団居住 60 年 多和田栄治 東信堂 2017.11

高度成長期の＜女中＞サークル誌  第一～三巻 阪本博志編 金沢文圃閣 2017.9

めざそう！ホワイト企業 ホワイト弁護団編著 旬報社 2017.11

ドイツの人事評価 藤内和公 旬報社 2017.12

働き方改革の経済学 八代尚宏 日本評論社 2017.9

成人キャリア発達とキャリアガイダンス 下村英雄 労働政策研究・
研修機構 2013.6

労働組合たんけん隊 長久啓太 学習の友社 2017.1

「職場の歴史」関係資料集  第 1 ～ 2 巻  編集復刻版 竹村民郎編 六花出版 2017.11

熱狂と動員 衛藤安奈 慶應義塾大学出
版会 2015.12

比較対象者の視点からみた労働法上の差別禁止法理 富永晃一 有斐閣 2013.2

労働基準法昭和 22 年 2 渡辺章編 信山社出版 1998.9

The new normal of working lives Stephanie Taylor, Susan Luckman
（eds.）

Palgrave 
Macmillan 2018

Unmaking the global sweatshop Rebecca Prentice, Geert De Neve
（eds.）

University of 
Pennsylvania 
Press

2017

The well-being of the labor force in colonial Bombay. Priyanka Srivastava. Palgrave 
Macmillan 2018

Precarious work Arne L.Kalleberg, Steven P.Vallas
（eds.）

Emerald 
Publishing 
Limited

2018

Brokering servitude Andrew Urba New York 
University 2018

Welfare beyond the welfare state Felix Behling Palgrave 
Macmillan 2018

A new theory of industrial relations Conor Cradden Routledge 2018

Reconstructing solidarity Virginia Doellgast, Nathan Lillie, 
Valeria Pulignano（eds.）

Oxford 
University 
Press

2018

The class strikes back Dario Azzellini, Michael G.Kraft
（eds.） Brill 2018

Union made Heath W.Carter
Oxford 
University 
Press

2015

Knocking on labor’s door Lane Windham
University of 
North Carolina 
Press

2017

Labour and employment compliance in Japan Yoshikazu Sugino Kluwer Law 
International 2017
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　５　産業

産業復興公團史 産業復興公團史編纂委員會編 産業復興公團史
編纂委員會 1952.7

北九州の近代化遺産 北九州地域史研究会編 弦書房 2011.4

海の民のハワイ 小川真和子 人文書院 2017.11

JR に未来はあるか 上岡直見 緑風出版 2017.7

荷車と立ちん坊 武田尚子 吉川弘文館 2017.9

　６　工業

近代日本一五〇年 山本義隆 岩波書店 2018.1

日本の鉱山を巡る上・下 園部利彦 弦書房 2016.3

日本の電機産業失敗の教訓 佐藤文昭 朝日新聞出版 2017.3

広辞苑をつくるひと 三浦しをん 岩波書店 2018.1

地方自治のあり方と原子力 反原発運動全国連絡会編 七つ森書館 2017.3

崩れた原発「経済神話」 新潟日報社原発問題特別取材班 明石書店 2017.6

Working for oil Touraj Atabaki， Elisabetta Bini， 
Kaveh Ehsani（eds.）

Palgrave 
Macmillan 2018

　７　文学・芸術

一粒の麦，乳と蜜の流るゝ郷 賀川豊彦著，『賀川豊彦著作選集』
刊行編集委員会編

アジア・ユーラ
シア総合研究所 2017.11

大西巨人と六十五年 大西美智子 光文社 2017.12

ハリウッド「赤狩り」との闘い 吉村英夫 大月書店 2017.11

美輪明宏と「ヨイトマケの唄」 佐藤剛 文藝春秋 2017.6

社歌の研究 寺岡寛 同文舘出版 2017.1

戦禍に生きた演劇人たち 堀川惠子 講談社 2017.7


