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 General 
 B - Philosophy, Psychology, Religion 
 徳本寺五百年史 / 白尾元理編.  東京都 : 浄土真宗徳本寺, 2003.  
 (Tokuhonji gohyakunenshi) 
 EAST  BQ6353.T649 T65 2003 

 D - History: General and Outside the Americas 
 アジア主義と大東亜戦争 : 北一輝・大川周明・石原莞爾・中野正剛 / 松本健一[講演] ; 山田勝芳責任編集.  仙台 :  
 東北大学東北アジア研究センター, 2007.  
 (Ajia shugi to Daitoa senso : Kita Ikki Okawa Shumei Ishihara Kanji Nakano Seigo) 
 EAST  DS501 .T638 no.18 

 ダンスホール / 編集永井良和監修和田博文  東京 : ゆまに書房, 2004.  
 (Dansu horu) 
 EAST  DS822.4 .K67 2004 v.4 

 デパート / 和田敦彦編.  東京 : ゆまに書房, 2005.  
 (Depato) 
 EAST  DS822.4 .K67 2004 v.8 

 ファッション / [編集和田桂子] ; [監修和田博文].  東京 : ゆまに書房, 2004.  
 (Fasshon) 
 EAST  DS822.4 .K67 2004 v.2 

 東シナ海近世現代出版文化研究 : "東アジア出版文化の総合研究"報告書II / 磯部彰編.  仙台 :  
 東北大学東北アジア研究センター, 2007.  
 (Higashi Shinakai kinsei gendai shuppan bunka kenkyu : Higashi Ajia shuppan bunka no sogo kenkyu hokokusho II) 
 EAST  DS501 .T638 no. 17 

 女子の本懐 : 市ケ谷の55日 / 小池百合子.  東京 : 文芸春秋, 2007.  
 (Joshi no honkai : Ichigaya no 55-nichi) 
 EAST  DS891.5.K65 A3 2007 

 競技場 / 中村三春編.  東京 : ゆまに書房, 2005.  
 (Kyogijo) 
 EAST  DS822.4 .K67 2004 v.9 

 明治・大正期の根岸町子規庵界隈とその後 : 市民フォーラム 2003 / 磯部彰編.  仙台市 :  
 東北大学東北アジア研究センター, 2004.  
 (Meiji Taishoki no Negishi-machi Shikian kaiwai to sono go : shimin foramu 2003) 
 EAST  DS501 .T638 no.11 

 モダン都市景観 / [編集西村将洋] ; [監修和田博文].  東京 : ゆまに書房, 2004.  
 (Modan toshi keikan) 
 EAST  DS822.4 .K67 2004 v.5 
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 D - History: General and Outside the Americas 
 政治武士道 : 政治家はいかなる理念を持ち、いかに行動すべきか / 平沼赳夫.  東京 : PHPファクトリー・パブリッシング, 
  : (発売)PHP研究所, 2007.  
 (Seiji bushido : seijika wa ikanaru rinen o mochi ikani kodosubeki ka) 
 EAST  DS890.H566 A3 2007 

 写真で綴る萱野茂の生涯 : アイヌの魂と文化を求めて / 萱野れい子著 ; 須藤功編.  東京 : 農山漁村文化協会, 2008.  
 (Shashin de tsuzuru Kayano Shigeru no shogai : Ainu no tamashii to bunka o motomete) 
 EAST  DS832 .K3666 2008 

 東北アジア研究センター共同研究「東アジア出版文化の総合研究」研究成果報告,  
 「東アジア出版文化の研究」に係る研究成果等の社会公表 / 磯部彰編.  仙台市 : 東北大学東北アジア研究センター, 2005. 
 (Tohoku Ajia Kenkyu Senta kyodo kenkyu Higashi Ajia Shuppan Bunka no Sogo Kenkyu kenkyu seika hokoku Higashi Ajia shuppan bun) 
 EAST  DS501 .T638 no. 15 

 とてつもない日本 / 麻生太郎.  東京 : 新潮社, 2007.  
 (Totetsumonai Nihon) 
 EAST  DS841 .A86 2007 

 G - Geography 
 酒詰仲男調查・日錄 / 仲詰治男編. = Archaeological reports and diaries by Nakao Sakazume / edited by Haruo  
 Sakazume.  東京 : 東京大学総合硏究博物館, 2008-  
 (Nakao Sakazume chosa nichiroku  Archaeological reports and diaries by Nakao Sakazume  edited by Haruo Sakazume ) 
 EAST  GN855.J2 S24 2008 

 H - Social Sciences 
 ブルジョワジーの群像 / 安藤良雄.  東京都 : 小学館, 1976.  
 (Burujowaji no gunzo) 
 EAST  HD2902 .A66 1976 

 現代日本の社会意識 : 家族・子ども・ジェンダー / 渡辺秀樹編[著].  東京 : 慶應義塾大学出版会, 2005.  
 (Gendai Nihon no shakai ishiki : kazoku kodomo jenda) 
 EAST  HM1041 .W38 2005 

 松原建設四十年史 / [編集]松原建設株式会社.  [千葉市] : 松原建設, 平成 18 [2006]  
 (Matsubara Kensetsu yonjunenshi) 
 EAST f  HD9715.J34 M376 2006 

 長瀬産業創業175年 : この40年の步み / [編集長瀬産業社史編纂チーム].  大阪市 : 長瀬産業, 平成 20 [2008]  
 (Nagase Sangyo sogyo 175-nen : kono 40-nen no ayumi) 
 EAST f  HD9657.J34 N346 2008 

 野村総合硏究所二十年史 / [社史編纂委員会].  東京 : 野村総合硏究所, 2008.  
 (Nomura Sogo Kenkyujo nijunenshi) 
 EAST  H62.5.J3 N667 2008 

 山陽電気鉄道百年史 / [編集山陽電気鉄道株式会社総合企画部].  [神戶市] : 山陽電気鉄道株式会社, 平成19 [2007]  
 (Sanyo Denki Tetsudo hyakunenshi) 
 EAST f  HE5552.K6 S25 2007 
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 H - Social Sciences 
 多文化多世代交差世界における市民意識の形成 / 渡辺秀樹, 有末賢編.  東京 : 慶應義塾大学出版会, 2008.  
 (Tabunka tasedai kosa sekai ni okeru shimin ishiki no keisei) 
 EAST  HN723.5 .T243 2008 

 投資信託協会50年の步み / To ̄shi Shintaku Kyōkai .  [東京] : 投資信託協会, [2007]  
 (Toshi Shintaku Kyokai gojunen no ayumi) 
 EAST  HG5774.5 .T675 2007 

 横須賀キリスト教社会館60年の步み : 1946-2006 / [編集横須賀基督教社会館].  東京都 : 筒井書房, 2006.  
 (Yokosuka Kirisutokyo Shakaikan 60-nen no ayumi : 1946-2006) 
 EAST  HN46.J3 Y67 2006 

 全農林60年史 / [編集全農林60年史編纂委員会].  東京 : 全農林労働組合, 2008.  
 (Zen Norin 60-nenshi) 
 EAST f  HD1486.J3 Z47 2008 

 J - Political Science 
 堂々たる政治 / 与謝野馨.  東京 : 新潮社, 2008.  
 (Dodo taru seiji) 
 EAST  JQ1631 .Y673 2008 

 N - Fine Arts 
 冒険王・横尾忠則 = Tadanori Yokoo be adventurous! / [編集高橋直裕 ... [et al.] ;  
 翻訳クリストファー・スティヴンズ].  東京 : 国書刊行会, 2008.  
 (Bokeno Yokoo Tadanori = Tadanori Yokoo be adventurous) 
 EAST  N7359.Y64 A4 2008 

 P - Language and Literature 
  

 エネルギー / 黒木亮.  東京 : 日経BP社, 2008.  
 (Enerugi) 
 EAST  PL872.5.U755 E54 2008 

 日本文学鑑賞辞典 / 吉田精一編.  東京 : 東京堂, 1960.  
 (Nihon bungaku kansho jiten) 
 EAST  PL707 .Y6 
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 P - Language and Literature 
 「種蒔く人」七十年記念誌 / 「種蒔く人」七十年記念誌編集委員会編.  秋田市 : 「種蒔く人」七十年記念事業実行委員会, 
  1993.  
 (Tane maku hito shichijunen kinenshi) 
 EAST  PL726.6 .T355 1993 
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