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    『NHSJ Newsletter』22 (2004 年), p.7. 

Saito, Noboru 「Column: Washington Irvings Attitude to Escape from Reality」 

    『NHSJ Newsletter』22 (2004 年), pp.8-9. 

Nakamura, Yoshio 「The Technology of the Eye--The Impact of Photography  

    on Hawthorne and James」『NHSJ Newsletter』22 (2004 年),  pp.7-8. 

Noriguchi, Shinichiro 「Workshop: Poison and Science--"Rappaccini's Daughter"--」 

    『NHSJ Newsletter』22 (2004 年), pp.1-3. 

Hagiwara, Tsutomu 「N. Hawthorne's Reviews in the year of 1850 With Special 
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追記 

記載漏れの論文等もあろうかと心配しています。お気づきの点などございましたら, 資料室担当者まで

ご一報下さい。なお, 論文等ご執筆の折りには, 資料室 に一部お送りいただくか, タイトルなどをご連

絡いただければ幸いです。藤沢徹也氏の協力に感謝します。(川村) 

 


