
 April 2012 

 Reference 
 P - Language and Literature 

 歌舞伎俳優早わかり帳.  [東京 : 演劇出版社, 2011]  
 (Kabuki haiyu hayawakaricho ) 
 EAST REF  PN2924.5.K3 K3329 2011 

 台湾語大辞典 / 台湾総督府編.  東京 : 国書刊行会, 昭和 58 [1983]  
 (Taiwango daijiten) 
 EAST REF  PL1710.T28 T35 1983 

 T - Technology 

 環境総合年表 : 日本と世界 = An environmental chronology : Japan and the world / 環境総合年表編集委員会編.  東京  
 : すいれん舎, 2010.  
 (Kankyo sogo nenpyo : Nihon to sekai = An environmental chronology : Japan and the world) 
 EAST REF  TD171.5.J3 K375 2010 

 General 
 A - General Works 

 ある軌跡 : 未來社60年の記錄.  東京 : 未來社, 2011.  
 (Aru kiseki : Miraisha 60-nen no kiroku ) 
 EAST  AC945.I5 M57 2011 

 筑摩書房それからの四十年, 1970-2010 / 永江朗.  東京 : 筑摩書房, 2011.  
 (Chikuma Shobo sorekara no yonjunen 1970-2010) 
 EAST  AC945.I5 C43 2011 

 飛翔 : トーハン 50年 の 軌跡 / [編集 創立 50年史 編纂 委員会 社史 編纂室].  東京 : 株式 会社 トーハン, 平成 12  
 [2000]  
 (Hisho : Tohan 50-nen no kiseki) 
 EAST  AC945.I5 .T66 2000 

 株式会社ライフコーポレーション創業50周年記念誌 : 最も信頼される地域一番店へ /  
 [取材·編集(株)日本食糧新聞社関西支社;(株)ライフコーポレーション]  東京 : 日本食糧新聞社, 2011.  
 (Kabushiki Kaisha Raifu Koporeshon sogyo 50-shunen kinenshi : mottomo shinrai sareru chiiki ichibanten e) 
 EAST  AC945.C6 R35 2011 

 鎌倉図書館百年史 / 編集者鎌倉市図書館開館百周年記念事業実行委員会.  鎌倉市 : 鎌倉市教育委員会, 平成 23 [2011]  
 (Kamakura Toshokan hyakunenshi) 
 EAST  AC945.E3 K33 2011 

 古代学協会60年史 / [編者古代学協会].  京都市 : 古代学協会, 平成23 [2011]  
 (Kodaigaku kyokai 60-nenshi) 
 EAST  AC945.O7 K58 2011 

 協会30年史 : 財団法人光産業技術振興協会 / 編集·発行光産業技術振興協会 ; 制作協力株式会社DNP年史センター.  東京 : 
  光産業技術振興協会, 2011.  
 (Kyokai 30-nenshi : Zaidan Hojin Hikari Sangyo Gijutsu Shinko Kyokai) 
 EAST  AC945.O7 H49 2011 

 Page 1 



 A - General Works 

 京都環境事業協同組合五十年の步み / 編集記念誌編集委員会.  京都市 : 京都環境事業協同組合, 2010.  
 (Kyoto Kankyo Jigyo Kyodo Kumiai gojunen no ayumi) 
 EAST  AC945.O7 K956 2010 

 学びのたから中央大学の起源・絆・記憶 : 中央大学創立 125周年記念展示 /  
 [編集中央大学入学センター事務部大学史編纂課].  八王子市 : 中央大学, 2011.  
 (Manabi no takara Chuo Daigaku no kigen kizuna kioku : Chuo Daigaku soritsu 125-shunen kinen tenji) 
 EAST  AC945.E3 C48 2011 

 まるざーフェスティバル記念誌.  石垣市： 石垣市女性団体ネットワーク会議, 2010.  
 (Maruza Fesutibaru kinenshi ) 
 EAST  AC945.O7 I84 2001 

 丸善社史 / 司忠編.  東京 : 丸善株式會社, 昭和26 [1951]  
 (Maruzen shashi) 
 EAST  AC945.I5 M37 1951 

 明治大学小史 / 明治大学史資料センター編.  東京 : 学文社, 2011.  
 (Meiji Daigaku shoshi) 
 EAST  AC945.E3 M45 2011 

 日本楽器製造株式会社の現況. 山葉寅楠翁. 山葉の繁り / [解說後藤隆基].  東京 : ゆまに書房, 2011.  
 (Nihon Gakki Seizo Kabushiki Kaisha no genkyo Yamaha Torakusu-o Yamaha no shigeri) 
 EAST  AC945.M32 G35 2011 

 日本俳優連合30年史 / [編纂日本俳優連合].  東京 : 日本俳優連合, 2002.  
 (Nihon Haiyu Rengo 30-nenshi) 
 EAST  AC945.O72 H35 2002 

 人間の尊厳のために : 南山学園の步み / 著者和木康光著 ; 企画製作中部経済新聞社.  名古屋市 : 南山学園, 2010.  
 (Ningen no songen no tame ni Nanzan Gakuen no ayumi) 
 EAST  AC945.E3 N36 2010 

 大洲医史 : 喜多医師会100年 / 編集喜多医師会百年史編纂委員会.  愛知県大洲市: 喜多医師会, 平成 18 [2006]  
 (Ozu ishi : Kita Ishikai 100-nen) 
 EAST  AC945.O7 K575 2006 

 連合·男女平等への步み : 連合·女性参画20年の步みプロジェクト.  東京 : 連合総合男女平等局, 2011.  
 (Rengo danjo byodo e no ayumi : rengo josei sankaku 20-nen no ayumi purojekuto ) 
 EAST  AC945.O72 R63 2011 

 サーラグループ100年のあゆみ : 中部ガス100周年記念 / 編集サーラグループ社史編纂委員会.  豊橋市 :  
 中部ガス株式会社, 2011.  
 (Sara Gurupu 100-nen no ayumi : Chubu Gasu 100-shunen kinen) 
 EAST  AC945.E4 C47 2011 

 精工舎史話 / [平野光雄著 ; 解說宮里立士].  東京 : ゆまに書房, 2010.  
 (Seikosha shiwa) 
 EAST  AC945.M3 S46 2010 

 Page 2 



 A - General Works 

 戦時下の小田原地方を記錄する会30年のあゆみ.  小田原市 : 戦時下の小田原地方を記錄する会, 2009.  
 (Senjika no Odawara Chiho o Kirokusuru Kai 30-nen no ayumi ) 
 EAST  AC945.O7 S46 2009 

 社団 法人 教科書 協会 五十年史 / [編著 教科書 協会 五十年史 編纂 委員会].  東京 : 教科書 協会, 平成 11 [1999]  
 (Shadan hojin Kyokasho Kyokai gojunenshi) 
 EAST  AC945.I5 .K97 1999 

 市民タイムス40年史 / 発行人新保力 ; 編集市民タイムス40年社史編纂室.  長野県松本市 : 市民タイムス, 平成 23 [2011] 
   
 (Shimin Taimusu 40-nenshi) 
 EAST  AC945.I5 S545 2011 

 住友本社経営史 / 山本一雄著.  京都市 : 京都大学学術出版会, 2010.  
 (Sumitomo honsha keieishi) 
 EAST  AC945.B8 S86 2010 

 タイムトラベル中大125, 1885-2010 / [編集中央大学入学センター事務部大学史編纂課].  八王子市 : 中央大学, 2011.  
 (Taimu toraberu Chudai 125 1885-2010) 
 EAST  AC945.E3 C48 2011b 

 拓殖大学百年史 / [編集百年史資料集編集委員会].  東京 : 拓殖大学, 平成 14 [2002]-  
 (Takushoku Daigaku hyakunenshi) 
 EAST  AC945.E3 T35 2002 

 トマト銀行80年の步み / 編纂創立80周年記念社史編纂委員会.  東京 : トマト銀行, 2011.  
 (Tomato Ginko 80-nen no ayumi) 
 EAST  AC945.F5 T665 2011 

 東洋文庫書報.  東京: 東洋文庫, 昭和 45 [1969]-  
 (Toyo Bunko shoho ) 
 EAST  AS552 .T64 

 東洋工業株式会社三十年史 / [解說ゆまに書房編集部].  東京 : ゆまに書房, 2010.  
 (Toyo Kogyo Kabushiki Kaisha sanju nenshi) 
 EAST  AC945.M3 T695 2010 

 トヨタ自動車 20年史 / [編集者トヨタ自動車工業株式会社社史編集委員会 ; 解說小林英夫].  東京 : ゆまに書房, 2009.  
 (Toyota Jidosha 20-nenshi) 
 EAST  AC945.M3 T73 2009 

 有斐閣 百年史 / [編著者 矢作 滕美].  東京 : 有斐閣, 1980.  
 (Yuhikaku hyakunenshi) 
 EAST  AC945.I5 Y83 1980 

 有斐閣 百年史. 追錄.  東京 : 有斐閣, 1988-  
 (Yuhikaku hyakunenshi ) 
 EAST  AC945.I5 Y83 1988 

 Page 3 



 A - General Works 

 全水商連50年のあゆみ / [編集全水商連創立50周年記念誌編纂委員会 ; 編集協力(株)日刊食料新聞].  東京 :  
 全国水産物商業協同組合連合会, 平成 18 [2004]  
 (Zensui shoren 50-nen no ayumi) 
 EAST  AC945.O7 Z57 2004 

 B - Philosophy, Psychology, Religion 

 一休和尚全集 / 平野宗浄監修．  東京 : 春秋社, 1997-  
 (Ikkyu Osho zenshu) 
 EAST  BQ9399 .I56 1997 

 ミス · デントン : "同志社の宝"と呼ばれた女性の60年 / F.B.クラップ著.  京都 : 同志社女子大学 : 同志社同窓会,  
 2007.  
 (Misu Denton : Doshisha no takara to yobareta josei no 60-nen) 
 EAST  BV3457.D4 C5316 2007 

 歎異抄をひらく / 高森顕徹.  東京 : 一万年堂出版, 平成 20 [2008]  
 (Tannisho o hiraku) 
 EAST  BQ8749.S554 T353778 2008 

 C - Auxiliary Sciences of History 

 周縁と中心の概念で読み解く東アジアの"越, 韓, 琉" : 歴史学, 考古学研究からの視座 / 西村昌也, 篠原啓方, 岡本弘道編 
   吹田市 : 関西大学文化交涉学教育研究拠点, 2012  
 (Shuen to chushin no gainen de yomitoku Higashi Ajia no Etsu Kan Ryu : Rekishigaku kokogaku kenkyu kara no shiza) 
 EAST  CC101.E18 S58 2012 

 D - History: General and Outside the Americas 

 天草諸島の歴史と現在 / 荒武賢一郎編  吹田市 : 関西大学文化交涉学教育研究拠点, 2012  
 (Amakusa Shoto no rekishi to genzai) 
 EAST  DS894.99.K849 A43 2012 

 フエ地域の歴史と文化 : 周辺集落と外からの視点 / 西村昌也, グエンクアンチュンティエン, 野間晴雄, 熊野建編.   
 吹田市 : 関西大学文化交涉学教育研究拠点, 2012  
 (Fue chiiki no rekishi to bunka : Shuhen shuraku to soto kara no shiten) 
 EAST  DS559.93.H83 F84 2012 

 東アジアの文化と琉球・沖縄 : 琉球/沖縄・日本・中国・越南 / 上里賢一, 高良倉吉, 平良妙子編.  東京 : 彩流社, 2010. 
   
 (Higashi Ajia no bunka to Ryukyu Okinawa : RyukyuOkinawa Nihon Chugoku Betonamu  ) 
 EAST  DS894.99.O374 H545 2010 

 北朝鮮 : ゆるやかな変革 / グリン・フォード著 ; クォン・ソヨン共同執筆 = North Korea on the brink : struggle for  
 survival / Glyn Ford ; Soyoung Kwon.  東京 : 第一法規, 平成 20 [2008]  
 (Kitachosen : yuruyaka na henkaku) 
 EAST  DS935.774 .F6716 2008 

 大正初期山県有朋談話筆記 : 続 / [編集尚友俱楽部].  東京 : 芙蓉書房出版, 2011.  
 (Taisho shoki Yamagata Aritomo danwa hikki : zoku) 
 EAST  DS886 .Y33 2011 

 G - Geography 

 Page 4 



 G - Geography 

 中置 / 千宗室著.  京都市 : 淡交社, 平成 23 [2011]  
 (Nakaoki) 
 EAST  GT2912.U7 S459 2011 

 H - Social Sciences 

 越境の人類学 : 在日パキスタン人ムスリム移民の妻たち / 工藤正子著.  東京 : 東京大学出版会, 2008.  
 (Ekkyo no jinruigaku : zainichi Pakisutanjin Musurimu imin no tsumatachi) 
 EAST  HQ1032 .K83 2008 

 政治 = Politics / 小谷敏 ... [et al.] 編 ; 草柳千早 ... [et al.].  東京 : 日本図書センター, 2011.  
 (Seiji = Politics) 
 EAST  HQ799.2.P6 S45 2011 

 大正期の家族問題 : 自由と抑圧に生きた人びと / 湯沢雍彦著.  京都市 : ミネルヴァ書房, 2010.  
 (Taishoki no kazoku mondai : jiyu to yokuatsu ni ikita hitobito) 
 EAST  HQ681 .Y895 2010 

 J - Political Science 

 上院と政治 / 近衛文麿著.  東京 : 日本読書協会出版部, 大正13 [1924]  
 (Join to seiji) 
 EAST  JK34 .K65 

 L - Education 

 大日本教育会雑誌.  [東京] : 宣文堂書店, [昭和 43-44 [1968-1969]]  
 (Dai Nihon Kyoikukai zasshi ) 
 EAST  L67 .D25 

 ハワイ日本語学校教科書集成   / 船橋治編.  東京 : 不二出版, 2011-  
 (Hawai nihongo gakko kyokasho shusei) 
 EAST  LB3047.5.H3 H383 2011 

 教育課程 / 川合章, 城丸章夫編.  東京 : 新日本出版社, 1976.  
 (Kyoiku katei) 
 EAST  LA1311.82 K869 v.5 

 敎育の過程と方法 / 城丸章夫, 大槻健編.  東京 : 新日本出版社, 1976.  
 (Kyoiku no katei to hoho) 
 EAST  LA1311.82 .K869 v.6 

 教育政策と教育行政 / 五十嵐顕, 大槻健編.  東京 : 新日本出版社, 昭和51 [1976]  
 (Kyoiku seisaku to kyoiku gyosei) 
 EAST  LA1311.82 .K869 v.10 

 Page 5 



 L - Education 

 敎育諸潮流の批判 / 五十嵐顕, 川合章編.  東京 : 新日本出版社, 1977.  
 (Kyoiku shochoryu no hihan) 
 EAST  LA1311.82 .K869 Suppl. 

 教育とはなにか / 五十嵐顕, 矢川徳光編.  東京 : 新日本出版社, 昭和51 [1976]  
 (Kyoiku to wa nani ka) 
 EAST  LA1311.82 .K869 v. 1 

 民主教育の運動と遺産 / 城丸章夫, 川合章編.  東京 : 新日本出版社, 昭和50 [1975]  
 (Minshu kyoiku no undo to isan) 
 EAST  LA1311.82 .K869 v.2 

 日本の教師 / 大槻健, 五十嵐顕編.  東京 : 新日本出版社, 昭和50 [1975]  
 (Nihon no kyoshi) 
 EAST  LA1311.82 .K869 v.7 

 能力と発達 / 矢川徳光, 川合章編.  東京 : 新日本出版社, 昭和51 [1976]  
 (Noryoku to hattatsu) 
 EAST  LA1311.82 .K869 v.3 

 青年の敎育 / 五十嵐顕,城丸章夫編.  東京 : 新日本出版社, 1976.  
 (Seinen no kyoiku) 
 EAST  LA1311.82 .K869 v.4 

 社会教育 / 五十嵐顕, 城丸章夫編.  東京 : 新日本出版社, 昭和50 [1975]  
 (Shakai kyoiku) 
 EAST  LA1311.82 .K869 v.9 

 障害者教育 / 川合章, 大槻健編.  東京 : 新日本出版社, 昭和51 [1976]  
 (Shogaisha kyoiku) 
 EAST  LA1311.82 .K869 v.8 

 続日本人の社会形成; 社会敎育の組織と方法, 田代元弥編著.  東京, 誠信書房, 1961.  
 (Zoku Nihonjin no shakai keisei shakai kyoiku no soshiki to hoho ) 
 EAST  LB1584.5.J3 T3 1961 

 M - Music 

 日本音楽がわかる本 / 千葉優子.  東京 : 音楽之友社, 2005.  
 (Nihon ongaku ga wakaru hon) 
 EAST  ML340 .C45 2005 

 日本音楽基本用語辞典 / 音楽之友社.  東京 : 音楽之友社, 2007.  
 (Nihon ongaku kihon yogo jiten) 
 EAST  ML108 .N665 2007 

 Page 6 



 M - Music 

 日本音樂講話 / 田邊尚雄著.  東京 : 岩波書店, 大正 8 [1919]  
 (Nihon ongaku kowa) 
 EAST  ML340 .T353 1919 

 日本音樂理論 / 高野瀏著.  東京 : 東宛書房, 昭和 10-   [1935-  
 (Nihon ongaku riron) 
 EAST  ML340 .T146 1935 

 和楽器の世界 : カラー図解 / 西川浩平.  東京 : 河出書房新社, 2008.  
 (Wagakki no sekai : kara zukai) 
 EAST  ML535 .N57 2008 

 図解日本音楽史 / 田中健次著.  東京 : 東京堂出版, 2008.  
 (Zukai Nihon ongakushi) 
 EAST  ML340 .T3535 2008 

 N - Fine Arts 

 海外から日本の美術を見る : 特集 / 編集醍醐書房.  京都 : 醍醐書房， 2001.  
 (Kaigai kara nihon no bijutsu o miru : tokushu) 
 EAST  N7350 .K34 2001 

 日露戦争諷刺画大全 / 飯倉章.  東京 : 芙蓉書房出版, 2010.  
 (Nichi-Ro Senso fushiga taizen) 
 EAST  NC1763.W3 I83 2010 

 琉球陶器の来た道 : 沖縄県立博物館・美術館, 那覇市立壺屋焼物博物館合同企画展 / 主催沖縄県立博物館・美術館,  
 那覇市立壺屋焼物博物館.  那覇市 : 沖縄県立博物館・美術館, 2011.  
 (Ryukyu toki no kita michi : Okinawa Kenritsu Hakubutsukan Bijutsukan Naha Shiritsu Tsuboya Yakimono Hakubutsukan godo kikakuten) 
 EAST f  NK4168.O35 R98 2011 

 P - Language and Literature 

 踏み越えるドキュメンタリー / 編集委員黒沢清 ... [et al.] ; 編集協力石坂健治 ... [et al.].  東京 : 岩波書店,  
 2010.  
 (Fumikoeru dokyumentari) 
 EAST  PN1995.9.D6 F86 2010 

 現代漫畵大觀．  東京 : 大空社, 2010.  
 (Gendai manga taikan ) 
 EAST  PN6790.J32 G46 2010 

 歌舞伎の基本 / [監修河竹登志夫].  [Tokyo : 演劇出版社, 2010]  
 (Kabuki no kihon) 
 EAST f  PN2924.5.K3 K332 2010 

 近代日本のことばと詩 : 寺田透評論集.  東京 : 思潮社, 1965.  
 (Kindai Nihon no kotoba to shi : Terada Toru hyoron shu ) 
 EAST  PL731.6 T3 1965 

 Page 7 



 P - Language and Literature 

 近世文芸の研究. 資料編 / 守随憲治編.  東京 : 笠間書院, 昭和 49 [1974]  
 (Kinsei bungei no kenkyu ) 
 EAST  PL726.35 S53 1974 

 なぜ和歌を詠むのか : 菅江真澄の旅と地誌 / 錦仁.  東京 : 笠間書院, 2011.  
 (Naze uta o yomu no ka : Sugae Masumi no tabi to chishi) 
 EAST  PL799.S77 Z82 2009 

 日本映画はどこまで行くか / 編集委員黒沢清 ... [et al.] ; 編集協力石坂健治 ... [et al.].  東京 : 岩波書店, 2011.  
 (Nihon eiga wa doko made iku ka) 
 EAST  PN1993.5.J3 N5197 2011 

 日本語学講座 / 今野真二.  大阪市 : 清文堂, 2010-  
 (Nihon gogaku koza) 
 EAST  PL525 .K665 2010 

 戦後短歌の光源 : [現代歌人論] : 評論集 / [菱川善夫著]  東京 : 桜楓社, 昭和49 [1974]  
 (Sengo tanka no kogen : [gendai kajinron] : hyoronshu) 
 EAST  PL728 .H543 1974 

 新・日本文壇史 / 川西政明.  東京 : 岩波書店, 2010-  
 (Shin Nihon bundanshi) 
 EAST  PL726.55 .K375 2010 

 T - Technology 

 写真集, 旅するシマ / 嘉納辰彦 ; [監修者仲里効, 倉石信乃].  東京 : 未來社, 2011.  
 (Shashinshu Tabisuru Shima) 
 EAST  TR654 .K366 2011 

 Z - Library Science 

 年譜葉山嘉樹伝 / [著者浦西和彦].  大阪市 : 和泉書院, 2008.  
 (Nenpu Hayama Yoshiki den) 
 EAST  Z8393.13 .H393 2008 

 増補日本プロレタリア文学書目 / [著者浦西和彦].  大阪市 : 和泉書院, 2009.  
 (Zoho Nihon puroretaria bungaku shomoku) 
 EAST  Z3308.L5 U73 2009 

 Page 8 


