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041//J76//1-7
学校法人城西大学創立40周年記念
東京紀尾井町キャンパス開設記念シンポジウム記録集

城西大学 2007.3 城西大学国際学術文化振興センター

312.8//Mi97 おもひ出 : 水田三喜男追想集 水田三喜男追想集刊行委員会 1977.11 水田三喜男追想集刊行委員会

312.8//Mi97 春光 : 水田三喜男写真譜 城西大学 1988.12 山燿{企画}

312.8//Mi97 蕗のとう :  水田三喜男自伝 水田 三喜男 2000.4 学校法人城西大学

312.8//Mi97 おもひ出 : 水田三喜男追想集 水田三喜男追想集刊行委員会 1977.11 水田三喜男追想集刊行委員会

367.1//Mi97 女性学との出会い 水田 宗子 2004.5 集英社

367.2//Mi97 女と表現 : フェミニズム批評の現在 水田 宗子 1991.5 学陽書房

367.21//Mi97 かがやく21世紀を拓く : 少子高齢化、地方自治、仕事、医療・福祉 水田 宗子 2005.3 新宿書房

367.221//Mi97//長谷川 韓流サブカルチュアと女性 水田 宗子 2006.9 至文堂

367.3//J76 女性と家族の変容 : ポスト・ファミリーへ向けて 城西大学国際文化教育センター 1990.7 学陽書房

367.3//Mi97 母と娘のフェミニズム : 近代家族を超えて 水田 宗子 1996.12 田畑書店

377.04//Mi97
学校法人城西大学名誉理事長水田清子文集
 : 創立者水田三喜男の遺業を継いで

水田 清子 2008.3 城西大学国際学術文化振興センター

388.1//Mi97 山姥たちの物語 : 女性の原型と語りなおし 水田 宗子 2002.3 學藝書林

904//Mi97//山口(理) フェミニズムの彼方 : 女性表現の深層 水田 宗子 1991.3 講談社

904//Mi97//長谷川 ヒロインからヒーローへ : 女性の自我と表現 水田 宗子 1992.6 田畑書店

910.26//Mi97 物語と反物語の風景 : 文学と女性の想像力 水田 宗子 1993.12 田畑書店

910.26//Mi97 二十世紀の女性表現 : ジェンダー文化の外部へ 水田 宗子 2003.11 學藝書林

910.26//St7 Stories by contemporary Japanese women writers 水田 宗子 c1982 M.E. Sharpe

910.268//O96 尾崎翠 : 『第七官界彷徨』の世界 水田 宗子 2005.3 新典社

911.36//Mi97 白鳥 : 句集 水田 清子 1978 白凰社

911.367//J76//1 城西国際大学俳句会合同句集 城西国際大学俳句会 1995 [城西国際大学俳句会]

911.367//Ku28//＊ 茎立句集．第4, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 16号 水田 清子 1979- [出版者不明]

911.368//Mi97 石蕗の花 : 句集 水田 清子 1988.11 白凰社

911.368//Mi97 安房山 : 句集 水田 清子 1997.5 東京四季出版

図書館ミニ展示「城西大学 歴代理事長 著作特集」

図書館の名称「水田記念図書館」は大学創立者の名を冠しています。第46回高麗祭（2013年大学祭）開催を記念して、城西大学の歴代理事長：創
立者・水田三喜男先生、名誉理事長・水田清子（せいこ）先生、理事長・水田宗子（のりこ）先生、三者の著作を集めました。



911.368//Mi97 九十九里 : 句集 水田 清子 2010.6 ふらんす堂

911.368//Mi97 高麗堤 : 句集 水田 清子 1988.11 東京四季出版

911.52//Mi97 モダニズムと「戦後女性詩」の展開 水田 宗子 2012.1 思潮社

911.56//Mi97 幕間 : 詩集 水田 宗子 1980 八坂書房

911.56//Mi97 春の終りに : 詩集 水田 宗子 1976 八坂書房

911.56//Mi97 帰路 水田 宗子 2008.7 思潮社

911.56//Mi97 サンタバーバラの夏休み 水田 宗子 2010.6 思潮社

911.56//Mi97 炎える琥珀 大庭 みな子 1996.8 中央公論社

913.68//Mi97 Japanese women writers : twentieth century short fiction 水田 宗子 c1991 M.E. Sharpe

913.68//Se46 More stories by Japanese women writers : an anthology Selden Kyoko Iriye 1936- c2011 M.E. Sharpe

914.6//Mi97 居場所考-家族のゆくえ 水田 宗子 1998.12 フェミックス

914.6//Mi97 ことばが紡ぐ羽衣 : 女たちの旅の物語 水田 宗子 1998.12 思潮社

914.6//Mi97 対談「山姥」のいる風景 大庭 みな子 1995.1 田畑書店

930.28//P76 エドガー・アラン・ポオの世界 : 罪と夢 水田 宗子 1982.6 南雲堂

931//P71 鏡の中の錯乱 : シルヴィア・プラス詩選+シルヴィア・プラス―受難の女性詩人 Plath Sylvia 1981.9 静地社

城西大学水田記念図書館


