
    友 会同人誌       蔵書   
   
 番号

書籍
番号 

書籍番
号 

        名 発行年 備考

                                                        
       愛 青春       微温湯              愛 青春 微温湯     
               博物館計画           秋葉原物語     大判
              文化史常設展示 取得済 展示品目録           秋葉原物語     大判
            東京国際   図書館 常設展示計画 取得済 展示品目録           秋葉原物語     大判
            東京国際   図書館 常設展示計画 取得済 展示品目録 記録           秋葉原物語     大判
            東京国際   図書館 常設展示計画 取得済 展示品目録 記録           秋葉原物語     大判
            東京国際          常設展示計画 取得済 展示品目録 記録          秋葉原物語     大判
                        人格 空間 都市 展 秋葉原物語     大判
             創刊号      編集部     
             第 号 異端      編集部     
             第 号 闘      編集部     

        動物化            後 東浩紀     
    禁
帯出

                                                     東浩紀          
                          東浩紀 宇野常寛     禁帯出

       決断主義             東浩紀 宇野常寛     
   禁
帯出

                            東浩紀 宇野常寛     禁帯出

       決断主義             東浩紀 宇野常寛     
   禁
帯出

                       製作委員会     
                       製作委員会     
                         製作委員会     
                          特別号      製作委員会     
       六人 神 魔童 賽           
       甘噛   号  甘噛  編集部     
                        天野年朗     
        新文学 天野年朗 松平耕一     
        新井素子  人       達 新井素子            
        自由放尿主義             
                    特集                        評論刊行会     大判
                                    特集   年後 私   石塚直登 立石龍壽     
                                井出草平 荻上      大判
        前        愛       型干渉体     大判
       百合人       第 号 宇井彩野     大判
       宇波彰現代哲学研究所雑誌 第 号 宇波彰現代哲学研究所          
              梅乃屋        愛好会     大判

         



            島本              大判
              文学体操第一        緑                
           紙           名刺交換   失   習慣 雲上回廊 打算  名誉  無縁            
           紙           夢 語    眠     雲上回廊 打算  名誉  無縁            
             映画美学校     
       同性 同棲    夢 同姓       宮元  子     大判
              知的所有権問題           年夏号                     
          本当              年版          
              文庫総解説           補遺                    支部     
       本 文字  遠近法            大判
                                               

                 
映画美学校 批評家養成    第三期有志
一同

    

                         映画美学校 批評家養成    第二期有志     
                            法人動物実験 廃止 求  会     
       本   部屋             
                   史的 美術史的 一万五   年 旅 大井昌和     
                         特集東京再考 大多英之 原田俊     
       塔 底 大谷津竜介     
               来   古代    世紀   図録            
                   絵 仏像   東洋古美術 大脇幸志郎     

        
大阪大学  研究会                  本当      作品       円環 理 
          

大阪大学  研究会     

       界遊    界遊制作委員会     大判
       界遊    界遊制作委員会     大判
       界遊    界遊制作委員会     大判
                  創刊  号             大判
                         特集 受 入             大判
                               大判
                               学習院大学表象文化研究会     
                                      学習院大学表象文化研究会     
                           学習院大学表象文化研究会     
                           学習院大学表象文化研究会     
                           学習院大学表象文化研究会     
                           学習院大学表象文化研究会     
                                                                    学習              
                                                                      学習              
              門脇麻衣     大判
       焼 肉焼 鳥恋物語            
                      本 仮            大判
       我楽多文庫弐 民族衣装 南亜細亜 我楽多倶楽部     

         



       我楽多文庫  民族衣装     我楽多倶楽部     
       裏亭      雑文集 唐沢俊一     大判
                    特集    論 幹線空港     
                    特集    論 幹線空港     
                         希望      幹線空港     

        
普通 人 第二号  粛清           私        特集           
   

神無創竜   缶太郎     大判

        普通 人 第三号  生      特集              神無創竜   缶太郎     大判
                                
        宗教                       
       麻理沙  度目 試            
       久谷女子便  第 号    女子  偏愛 久谷女子     大判
             暮    完全                    通信社     大判
       詩集 恋歌 連火 蓮華         不明
       奇刊                     編集委員会     大判
       奇刊      増刊                 
       超               黒 旅団     大判
                     桑沢      研究会     大判
                                                       
                                    特集 二宮                                
                 慶應義塾大学  研究会     
             時間      京浜連合     
             時間        京浜連合     
             時間        京浜連合     
             時間        京浜連合     
             時間        京浜連合     
                          工事現場 看板工学     工房 第三開拓領域     
                           編集部          
                               編集部          
       大学生    口         入門   駒     大判
       紅魔館 統計学         市民    統計学       後藤和智事務所            大判
            文化史研究       創刊号      文化史学会     
                 作     
                           近藤正高雑文集     年  月臨時増刊号 近藤正高          
                         近藤正高雑文集       特集 鉄道 何         近藤正高     大判

       次元往復 第一号 最終     彼女     
       出会 系 裏 裏 桜美奈 錯乱少年          
                    大判

       肉    新聞
斎藤公輔                  型干渉
体 

         

       選集   濫筆狂 記録                 

         



       別冊         第壱號                
       伊豆高原珍奇探究        猟奇録                大判
                          上                
                       時間芸術研究所     
                        時間芸術研究所     
                       時間芸術研究所     
                       時間芸術研究所     
          先生 花一輪 渋井堂     
               渋井堂     
                        革命     
       無印筆品          革命     
       月光 姫 夜会 重力天使文庫  壱号 重力天使 不明
       蜂 蜜 渋澤怜     
       音楽 花嫁 渋澤怜     
                  渋澤怜副読本 渋澤怜     
           嬢       渋澤怜副読本  渋澤怜     
                      渋澤怜     
       世界                    渋澤怜     
       文学               食人舎     
       泡石箱        系  泡沫 候補詰 合      系政治勢力研究会          
       人生  必要      全          学       主                                 
                                             筑波批評          
                                               
        商品劇場             二十世紀最後 戦争 商品劇場     
                  星霜圏 刊行準備                     

           同人誌即売会             文化社会学的研究
杉山     九州大学大学院比較社会文化
研究院 准教授 

    

                  鈴木暁世     
       夜想     新房監督㊙       番外篇                 
                                   大判
                                    大判
                                    大判
                                    大判
                                    大判
                                         大判
       文化 表現       特集 学校 学園 青年文化           
                                 
                                 
                                 
                                     
        絶対移動中                絶対移動中     
        絶対移動中                 回目 絶対移動中     

         



        絶対移動中         開拓   絶対移動中     
        絶対移動中                 絶対移動中     
        絶対移動中         猫      絶対移動中     
        絶対移動中         小説 書        絶対移動中     
        絶対移動中         悪 人 絶対移動中     
                               
                         
                                    
                                    
                               研究会     
                                         研究会     
                           研究会     
                        号        研究会          
                      研究会     大判
              別冊         性体験  賢者環境    設計             研究会     
              別冊 恋  二郎        研究会     大判
               号         

       
                   東京  区  路線         旅行記  全区循
環 総合版  

  風文芸食堂 東京     

       
   世代 総合表現          第二号 何者  成   或  成      若
者達

総合表現集団         大判

                     第二次惑星開発委員会     禁帯出
                     第二次惑星開発委員会     禁帯出
         年代                         第二次惑星開発委員会     禁帯出
                                        第二次惑星開発委員会     禁帯出
       文学   非公式      小説       年春 通算第 号 高村暦     
                               打算  名誉  無縁       
                              打算  名誉  無縁       
       悪   場所   打算  名誉  無縁            
          同人誌 科学魔界四九号 巽孝之 立花眞奈美     大判
                  押井学会                                    
                  押井学会                                    
                   萌   構造 非構造      動物化   申                                 
                  押井学会                                    
                         世紀 表象                               
                  押井学会                                    
                          多摩美術大学 芸術人類学研究所         
                          多摩美術大学 芸術人類学研究所         
                    探偵小説研究会     
                    探偵小説研究会     
            第三号            

         



                                     

       
                  成上友織      魔法   魔法少女        叛逆 物語 
     

                       

                               特集        退屈                        
                  
              筑波批評      秋     道場破 号 筑波批評社     
              筑波批評      夏号 特集     思考 筑波批評社     
              筑波批評      冬 筑波批評社     
              筑波批評      秋 筑波批評社     
              筑波批評      春 筑波批評社     
                    創刊号         大判
                読 音楽                       

        
     統計         統計 
一般人 俺 魔王 彼女        形態素的              

            大判

             統計            統計総集編               
                     評論集 永遠 現在            
       葉桜 季節 君 想            
       恋愛          論集準備号             解題            
       恋愛   総合論集             
       陽炎図書館 天帝小説研究会     
                                              大判
       殆 無  創刊号 特集 侵入 東京因果帝国     
                      東京学芸大学現代文化研究会     
                       付録  東京学芸大学現代文化研究会       
           第  回調査報告               東京大学漫画調査班     大判
           第  回調査報告   漫記 東京大学漫画調査班     大判

      
         
   

同人音楽                 同人音楽同好会     

      
         
   

                                 試聴   同人音楽同好会        

       東大批評 第 号 東大批評     大判
       海外          伝播                   劇場版                    大判
                             
                                   
          香                会社経営 実態               大判
         放課後 視聴覚室号 友光哲     大判

         
                                      仮説              
   雇用形態 現実         

冬扇房          

         
                                      仮説              
   雇用形態 現実         

冬扇房          

                                     難普楽足           冬扇房          
                                           時代 魔法少女 冬扇房          

         



          論争       永山薫事務所     
           論争       永山薫事務所     
                     第  号 仲山            
                             成松哲     
       第  回日本  大会               号     実行委員会     
       第  回日本  大会               号     実行委員会     
       第  回日本  大会               号     実行委員会     
                    長瀬海     
           成上友織          
           拡張現実百科全書 中島総研          
       百合史 百合論 西在家香織派     大判
       鯨骨生物文集 創刊号 二松学舎文学 思想研究会     
       別冊鯨骨生物文集           二松学舎文学 思想研究会     
        次元          研究       次元          研究会          
       西島大介 営業資料    号 西島大介          
               編集部     
       建築雑誌    文学       年秋号 特集 建築          編集部     
                 配管観察            
                                                  
                          編集部     
                          編集部     

       続 転売屋解体新書  転売屋 血 青                          
       大島弓子                 文学        緊急記念号 白水     研究会     大判
                               制作委員会     
           美少女    臨界点 波状言論     禁帯出
           美少女    臨界点  波状言論     禁帯出

       波状言論        創刊準備号 終刊号 全  号   完全収録版 波状言論     
      
禁帯出

                               羽田恭一郎     
                                   速水健朗     
                   反社会人        大判
                    特集 燻製 反社会人        大判
       別冊追悼              反社会人        大判
           通信 反社会人             
                                
        漂流記 創刊号 瀬川墓道 阪大文芸 漂流記          
        漂流記 第 号 白露 阪大文芸 漂流記          
        漂流記 第 号 太朗 阪大文芸 漂流記          
        漂流記 第 号 五反田   就職活動 阪大文芸 漂流記          
        漂流記 第 号 平成  年度    国語 読   阪大文芸 漂流記          

         



        漂流記 第 号 阪大漂流記 阪大文芸 漂流記          
        漂流記 第 号 赤           観覧車 阪大文芸 漂流記          
        漂流記 第 号      客   阪大文芸 漂流記          
        漂流記 第 号 窒息日和 阪大文芸 漂流記          
         漂流記 第  号 平日        阪大文芸 漂流記          

         
漂流記 第  号                   芸術家     子  作品 揺   私 
  常識  

阪大文芸 漂流記          

           漫画    冒険 上巻 視点                    
             本               進化論 氷川竜介     
             本           時評    氷川竜介     
             本        時代      氷川竜介     
       樫野先生言行録 彼岸泥棒集成  彼岸泥棒     
       彼岸泥棒 集成                    彼岸泥棒     
                     日高 彰     大判
                            冬 日高 彰     大判
            美少女                 
               学校 中間報告書 大         学校     
               学校課外授業 西 莢 詩         学校生徒有志     大判
                         廣田祐史 水野大二郎     
                                          
                                  族 未塗装     大判
                               
               藤田直哉 井上        
        神奈川県軍                大判
        神奈川県軍                大判
        神奈川県軍                大判
                星霜圏               大判
                                     
                                 
                  乞食 坂上秋成 山田        
           文学結社猫     
       第 回 文学            文学   事務局     大判
        第十二回 文学   文学   事務局     大判
        第十九回 文学            文学   事務局     大判
             文学     話     文学   十周年記念文集 文学   事務局     
        新文学  文芸空間者     
        詩人回廊     文芸同志会          
                              
                             
               号 文芸創作         
                   文芸創作         
                   文芸創作         

         



               植     文芸創作              編集部          
         文房具       藤村阿智     
        第二回文学   大阪        文学   大阪事務局     大判
                          
                     
                         
         東方同人           星空亭     
       卯東京       星空亭     
       存在論的 郵便的                 版                
         論   語         秘密 暴                
         論   特集      女 子                
                 系統分類学                
               法政大学   文学研究会     

                                  特集     楽園 前島賢     
                                  
       季節 便        大判
                  黄昏 剣乃    追悼本         
           通信          通信     
         未来都市研究会        未来都市研究会          
         未来都市研究会           集成            未来都市研究会     大判
                      最速             泥酔  男 手記 美玖                 
        格安旅行評論 第  号                    
                夏             
           領域       特集                    
                     論入門編 村上裕一          
       青春                    村上裕一     未確認
       神 輪郭      問題 寄  村上裕一          
       最終批評神話 村上裕一 峰尾俊彦     
                 年夏号 創刊第 号 村上裕基     大判
                           友 会     
                    喫茶                喫茶          大判
           紡 秋葉原   喫茶史 前編             喫茶          大判
             批評    喫茶          
                   形而上学女郎館     
                         形而上学女郎館     
                         形而上学女郎館     
                     号外 形而上学女郎館          
                     出版部     
                           出版部          
                     星海社    太田克史             出版部     
       長 春 終  森         

         



                            桃山学院大学木島由晶      大判
                            桃山学院大学木島由晶      大判

       婦女子 履歴書       文学研究所     
               三 野責任編集     
           出版部       間違     妹選     出版部          
                     山田宗太朗     

                         
        文 芸       立教大学文芸 批評研究会     
                      立命館大学    芸術研究会          
              声優号 立命館大学    芸術研究会          
                第六号 立命館大学    芸術研究会     大判
       中国古典侍女列伝 龍 髭     
       中国古典小説便覧 龍 髭          
                       創刊号              編集室     大判
                                   編集室     大判
                                   編集室     大判
                     野郎     大判
                             特集   論                         
                             特集     音楽 特集                         
                             特集秋葉原                    
                               特集        次元 世界                    
                               特集                           
                               特集    音楽                    
                   茶会誌     冬号     茶会     大判
       白田先生 奇妙 研究報告     茶会 武蔵野美術大学探偵倶楽部     大判

                          本制作委員会     大判
           早大文学      合併号 早稲田大学現代文学会     
        第  次笑 内閣 非実在少女       豪華      笑 内閣     大判
        第  次笑 内閣                   笑 内閣     大判
        教育国語国文学   号 早稲田大学教育学部国語国文学会     大判
                                           早稲田文学会 早稲田文学編集室          

             論  物語   阻害 女性       不明 不明      

          


