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Reference
P - Language and Literature

新ポケット英和辞典 = Kenkyusha's new pocket English-Japanese dictionary / 岩崎民平編. 東京 : 研究社, 1963.
(Shin poketto Ei-Wa jiten = Kenkyushas new pocket English-Japanese dictionary)
EAST REF PL679 .S552 1963

新修広辞典 : 和英併用 / 宇野哲人編. 東京 : 集英社, 昭和57 [1982]
(Shinshu kojiten : Wa-Ei heiyo)
EAST REF PL675 .S557 1982

General
B - Philosophy, Psychology, Religion

道教 / [監修者 福井康順 ... [et al.]] 東京 : 平河出版社, 1983(Dokyo)
EAST BL1899 .D65 1983

靖國神社遊就館の世界 : 近代日本の歴史探訪ガイド = Yushukan guide / 大原康男監修 ; [編集協力靖國神社]. [Tokyo] : 産経新聞ニュースサービス ;
東京 : 発売扶桑社, 平成15 [2003]
(Yasukuni Jinja Yushukan no sekai : kindai Nihon no rekishi tanbo gaido = Yushukan guide)
EAST BL2225 .T6 Y37 2003

D - History: General and Outside the Americas

大西鄉全集 / [西鄉隆盛著 ; 大川信義編輯]. 東京 : 大西鄉全集刊行會, 大正15-昭和2 [1926-1927]
(Dai Saigo zenshu)
EAST DS881.5.S2 A2

英霊の言乃葉 / [編集靖國神社社務所]. 東京 : 靖國神社社務所, 平成7 [1995](Eirei no kotonoha)
EAST DS806 .E35 1995

現代中国の政治変容 : 構造的変化とアクターの多様化 / 佐々木智弘編. 千葉市 : アジア経済研究所, 2005.
(Gendai Chugoku no seiji henyo: kozoteki henka to akuta no tayoka)
EAST DS779.26 .G465 2005

異文化理解の視座 : 世界からみた日本, 日本からみた世界 / 小島孝之, 小松親次郎編. 東京 : 東京大学出版会, 2002.
(Ibunka rikai no shiza : sekai kara mita Nihon Nihon kara mita sekai)
EAST DS821.5.A1 K65 2001

「自由主義史観」の病理: 続・近現代史の真実は何か／ 松島榮一；城丸章夫編. 東京: 大月書店, 1997.
(Jiyushugi shikan no byori : zoku kin-gendaishi no shinjitsu wa nani ka)
EAST DS881.95 .J59 1997

北からの日本史 : 函館シンポジウム / 北海道・東北史研究会 編. 東京 : 三省堂, 1988.
(Kita kara no Nihon shi : Hakodate Shinpojumu)
EAST DS894.25 .K58 1988
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D - History: General and Outside the Americas

協和会関係資料集 : 戦時下における在日朝鮮人統制と皇民化政策の実態史料 / 樋口雄一編・解說. 東京 : 綠蔭書房, 1995.
(Kyowakai kankei shiryoshu : senjika ni okeru zainichi Chosenjin tosei to kominka seisaku no jittai shiryo)
EAST DS832.7.K6 K97 1995

旧記 雑錄 追錄 / 鹿児島県 維新 史料 編さん所 編. 鹿児島市 : 鹿児島県, 昭和 46-53 [1971-1978]
(Kyuki zatsuroku tsuiroku)
EAST DS894.99.K33 A36 1971

みやざきの謎 : ふるさと再発見 / 三又喬著. 福岡市 : 西日本新聞社, 平成 2 [1990]
(Miyazaki no nazo : furusato saihakken)
EAST DS894.99.M59 M56 1990

西南戦争の原因としての福沢諭吉と大久保利通の対立 ; 及び, 西鄉隆盛の漢詩と遺訓集の英訳 / 坂本盛秋. 東京 : 表現社, 昭和46 [1971]
(Seinan Senso no genin to shite no Fukuzawa Yukichi to Okubo Toshimichi no tairitsu oyobi Saigo Takamori no kanshi to ikunshu no
eiyaku)
EAST DS882.5 .S24 1971

戦争の記憶 : 「東三河の戦争体験者二十人」 / 聞き書き北川裕子 ; 写真八木史子. 豊橋市 : 春夏秋冬叢書, 2005.
(Senso no kioku : Higashi Mikawa no senso taikensha nijunin)
EAST D767.25.M55 S46 2005

戦争と移民の社会史 : ハワイ日系アメリカ人の太平洋戦争 / 島田法子著. 東京 : 現代史料出版 : 発売東出版, 2004.
(Senso to imin no shakaishi : Hawai Nikkei Amerikajin no Taiheiyo Senso)
EAST D753.8 .S52 2004

史学会百年小史 : 1889-1989 / [著作者]史学会. 東京 : 山川出版社, 1989.
(Shigakkai hyakunen shoshi : 1889-1989)
EAST D1 .S55 1989

E - History: United States

年代って何 石川好 東京 : 岩波書店, 2006.

60
?/
.
(60-nendai-tte nani)
EAST E839 .I84 2006

北アメリカ社会を眺めて : 女性軸とエスニシティ軸の交差点から / 田中きく代, 高木(北山)眞理子編著. 西宮市 : 関西学院大学出版会, 2004.
(Kita Amerika shakai o nagamete : josei-jiku to esunishiti-jiku no kosaten kara)
EAST E184.A1 K478 2004

パール・ハーバー 50年日本・アメリカ・世界 : 変容する国際社会と日米関係 / 木村昌人, 高杉忠明編著 ; 明田ゆかり ... [et al.]. 東京 : 東洋経済新報社,
1991.
(Paru Haba 50-nen Nihon Amerika sekai : henyosuru kokusai shakai to Nichi-Bei kankei)
EAST E183.8.J3 K484 1991
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G - Geography

イギリス人の食卓 / 林望. 東京 : 角川春樹事務所 , 1998.
(Igirisujin no shokutaku)
EAST GT2853.G7 H39 1998

神々の指紋 / [著者グラハム・ハンコック ; 訳者大地舜]. 東京 : 翔泳社, 1996.
(Kamigami no shimon)
EAST GN751 .H29316 1996

H - Social Sciences

中国・ASEAN 経済関係の新展開 : 相互投資と FTA の時代ヘ / 大西康雄編. 千葉市 : アジア経済研究所, 2006.
(Chugoku ASEAN keizai kankei no shintenkai : sogo toshi to FTA no jidai e)
EAST HF1591 .C58 2006

婦人労働 / 大羽綾子, 氏原正治郎編. 東京 : 亜紀書房, 1969.
(Fujin rodo)
EAST HD6197 .F83 1969

変革の10年, 1996-2005 : ミツバ60年史 / [編集 60年史編纂事務局]. 群馬県桐生市 : ミツバ, 2006.
(Henkaku no 10-nen 1996-2005 : Mitsuba 60-nenshi)
EAST f HD9697.A3 J3 2006

東アジアの挑戦 : 経済統合・構造改革・制度構築 / 平塚大祐編. 千葉県千葉市 : アジア経済研究所, 2006.
(Higashi Ajia no chosen : keizai togo kozo kaikaku seido kochiku)
EAST HF1600.5 .H549 2006

人物でよむ近代日本社会福祉のあゆみ / 室田保夫編著. 京都市 : ミネルヴァ書房, 2006.
(Jinbutsu de yomu kindai Nihon shakai fukushi no ayumi)
EAST HV413 .M87 2006

持続可能な経済発展 : ヨーロッパからの発想 / 福島清彦著 = Sustainable development : European thoughts / Fukushima Kiyohiko. 東京 :
稅務経理協会, 2007.
(Jizoku kano na keizai hatten : Yoroppa kara no hasso)
EAST HC240.9.E5 F85 2007

経営行動科学. 名古屋市 : 経営行動科学研究会, 昭和61-

[1986-

(Keiei kodo kagaku )
EAST HD70.J3 K43

子どもの文化人類学 / 原ひろ子. 東京 : 晶文社, 1979.
(Kodomo no bunka jinruigaku)
EAST HQ767.9 .H35 1979

三ツ葉電機製作所五〇年史 / [編集三ツ葉電機製作所五〇年史編纂委員会]. 群馬県桐生市 : 三ツ葉電機製作所, 平成8 [1996]
(Mitsuba Denki Seisakujo gojunenshi henshu Mitsuba Denki Seisakujo Gojunenshi Hensan Iinkai )
EAST HD9710.3.J34 M58 1996
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H - Social Sciences

ミャンマー移行経済の変容 : 市場と統制のはざまで / 藤田幸一編. 千葉市 : アジア経済研究所, 2005.
(Myanma iko keizai no henyo : shijo to tosei no hazama de)
EAST HC422 .M94 2005

ポスト・エドサ期のフィリピン / 川中豪編. 千葉市 : アジア経済研究所, 2005.
(Posuto Edosa-ki no Firipin)
EAST HC455 .P595 2005

ラオス・一党支配体制化の市場経済化 / 天川直子, 山田紀彦編. 千葉市 : アジア経済研究所, 2005.
(Raosu itto shihai taiseika no shijo keizaika)
EAST HC443 .R36 2005

離婚の構図 / 四方洋. 東京 : 每日新聞社, 昭和 59 [1984]
(Rikon no kozu)
EAST HQ937 .S48 1984

生活狀態調查 / 朝鮮総督府. 東京 : クレス出版, 2006.
(Seikatsu jotai chosa)
EAST HC467.75 .S44 2006

市銀連三十年史 / [編集 市中銀行従業員組合連合会]. 東京 : 市中銀行従業員組合連合会, 昭和 63 [1988]
(Shiginren sanjunenshi)
EAST HD6834.B22 548 1988

市銀連四十年史 / [編集 市中銀行従業員組合連合会]. 東京 : 市中銀行従業員組合連合会, 平成10 [1998]
(Shiginren shijunenshi)
EAST HD6834.B22 S55 1998

新興工業国の社会福祉 : 最低生活保証と家族福祉 / 宇佐見耕一編. 千葉県千葉市 : アジア経済研究所, 2005.
(Shinko kogyokoku no shakai fukushi : saitei seikatsu hosho to kazoku fukushi)
EAST HV410.5 .S55 2005

帝國銀行会社年鑑. 東日本. 東京 : 帝国データバンク, -1993.
(Teikoku ginko kaisha nenkan )
EAST f HD2907.A1 T44

帝国銀行会社年鑑. 西日本. 東京 : 帝国データバンク, -1993.
(Teikoku ginko kaisha nenkan )
EAST f HD2907.A1 T45

土地連のあゆみ : 創立五十年史. 通史・資料編 / [編集土地連五十周年記念誌編集委員会]. 那覇市 : 沖繩県軍用地等地主会連合会, 平成 18 [2006]
(Tochiren no ayumi : soritsu gojunenshi )
EAST HD1329.J3 T635 2006

4

August 2007
H - Social Sciences

全地婦連50年のあゆみ. 東京 : 全国地域婦人団体連絡協議会, 平成 15 [2003]
(Zen Chifuren 50-nen no ayumi )
EAST HQ2007 .Z46 2003

J - Political Science

協和運動 / 満洲帝国協和会編. 東京 : 綠蔭書房, 1994-1995.
(Kyowa undo)
EAST JQ1519.A574 M35

人間の安全保障の射程 : アフリカにおける課題 / 望月克哉編. 千葉市 : アジア経済研究所, 2006.
(Ningen no anzen hosho no shatei : Afurika ni okeru kadai)
EAST JC599.A36 N56 2006

L - Education

あたらしい教養教育をめざして : 大学教育学会25年の步み : 未来への提言 / 大学教育学会25年史編纂委員会編. 東京 : 東信堂, 2004.
(Atarashii kyoyo kyoiku o mezashite : Daigaku Kyoiku Gakkai 25-nen no ayumi : mirai e no teigen)
EAST L68 .A87 2004

第三世代の大学 : 東京大学新領域創成の挑戦 = Third-generation university : The University of Tokyo challenges the frontiers of knowledge
/ 似田貝香門編. 東京 : 東京大学出版会, 2002.
(Daisan sedai no daigaku : Tokyo Daigaku shinryoiki sosei no chosen = Third-generation university : The University of Tokyo challenges
the fr)
EAST LB2371.6.J3 D349 2002

国士館大学文学部創設四十年記念誌. 東京 : 国士館大学文学部, 平成18 [2006]
(Kokushikan Daigaku Bungakubu sosetsu shijunen kinenshi )
EAST LG271.K565 K653 2006

N - Fine Arts

沈壽官展 : 薩摩燒十五代. [東京] : 三越, [2006?]
(Chin Jukan ten : Satsumayaki 15-dai )
EAST f NK4168.K3 C452 2006

鏑木清方展 / 主催東京国立近代美術館, 読売新聞社. 東京 : 読売新聞社, 1999.
(Kaburagi Kiyokata ten)
EAST ND1059.K13 A4 1999

鏑木清方展 : 没後20年記念 / 編集朝日新聞社文化企画局大阪企画部. 東京 : 朝日新聞社, 1992.
(Kaburagi Kiyokata ten : botsugo 20-nen kinen)
EAST ND1059.K13 A4 1992

鏑木清方展： 每日新聞創刊百年記念／ [主催每日新聞社]. [東京 : 每日新聞社?, 1971?]
(Kaburagi Kiyokata ten : Mainichi Shinbun sokan hyakunen kinen)
EAST ND1059.K13 A4 1971
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P - Language and Literature

はじめての文学 : 村上春樹. 東京 : 文藝春秋, 2006.
(Hajimete no bungaku : Murakami Haruki )
EAST PL873.U724 A6 2006

はじめての文学 : 村上龍. 東京 : 文藝春秋, 2006.
(Hajimete no bungaku : Murakami Ryu )
EAST PL856.U696 A6 2006

春の飛行 / 曾野綾子. 東京 : 每日新聞社, 1974.
(Haru no hiko)
EAST PL861.O48 H3 1974

日本古典全集 : 西鶴全集 / 正宗敦夫編纂校訂. 東京 : 日本古典全集刊行会, 大正15-昭和3 [1926-1928]
(Nihon koten zenshu : Saikaku zenshu)
EAST PL794 .A1 1926

日本新聞協会60年史 / 編集日本新聞協会. 東京 : 日本新聞協会, 2006.
(Nihon Shinbun Kyokai 60-nenshi)
EAST PN5401.N483 N55 2006

日本新聞協会五十年史 / 編集日本新聞協会. 東京 : 日本新聞協会, 平成 8 [1996]
(Nihon Shinbun Kyokai gojunenshi)
EAST PN5401.N483 N548 1996

論争いま、ジャーナリスト教育 / 花田達朗, 廣井脩編. 東京 : 東京大学出版会, 2003.
(Ronso ima janarisuto kyoiku)
EAST PN5404 .R66 2003

詩とことば / 大岡信. 東京 : 花神社, 1980.
(Shi to kotoba)
EAST PL727.5 .O53 1980

新聞年表 : 1945年 (昭和 20年) 1月一 1995年 (平成 7年) 12月 / [編集日本新聞協会]. 東京 : 日本新聞協会, 平成 8 [1996]
(Shinbun nenpyo : 1945-nen (Showa 20-nen) 1-gatsu--1995-nen (Heisei 7-nen) 12-gatsu)
EAST PN5401.N483 N5482 1996

食卓の情景 / 池波正太郎著. 東京 : 新潮社, 昭和 55 [1980]
(Shokutaku no jokei)
EAST PL830.K4 S46 1980

立原正秋 / 高井有一. 東京 : 新潮社, 1991.
(Tachihara Seishu)
EAST PL862.A25 Z88 1991
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Q - Science

地球温暖化を防ぐ / 環境庁「地球温暖化問題研究会」編. 東京 : 日本放送出版協会, 平成 2 [1990]
(Chikyu ondanka o fusegu)
EAST QC981.8.G56 C47 1990

R - Medicine

田園調布医師会 : 創立50周年記念誌 / [編集] 田園調布医師会. 東京 : 田園調布医師会, 平成18 [2006]
(Denen Chofu Ishikai : soritsu 50-shunen kinenshi)
EAST R625 .D46 2006

T - Technology

日の步み 編集 社史編纂委員会社史編纂ワーキング・グループ]. 東京 : 日本上下水道設計株式会社, 平成18 [2006]

20000
/[
(20000-nichi no ayumi)
EAST f TD105 .A15 2006

イギリスはおいしい / 林望. 東京 : 文藝春秋, 1995.
(Igirisu wa oishii)
EAST TX635 .H39 1995

Z - Library Science

変わりゆく大学図書館 / 逸村裕, 竹内比呂也編. 東京 : 勁草書房, 2005.
(Kawariyuku daigaku toshokan)
EAST Z675.U5 K397 2005

教養のためのブックガイド / 小林康夫, 山本泰編. 東京 : 東京大学出版会, 2005.
(Kyoyo no tame no bukku gaido)
EAST Z1003.5.J3 K96 2005

メリーランド大学図書館所蔵ゴードン W. プランゲ文庫教育図書目錄 : 占領期検閱教育関係図書 1945-1949 / 野田朱実, 坂口英子編 = Guide to the
Gordon W. Prange education book collection : occupation-period censored education books 1945-1949, the University of Maryland
Libraries / edited by Akemi Noda and Ei
(Merirando Daigaku Toshokan shozo Godon W Purange Bunko kyoiku tosho mokuroku : senryoki kenetsu kyoiku kankei tosho 19451949)
EAST f Z5815.J3 U75 2007

ナオ・デ・ラ・チーナ = Nao de la China : Newsletter of the East Asian Publishing Cultural Study Group. 仙台市 :
東北大学東北アジア研究センター内特定領域研究(A)事務局, 2000(Nao de ra China = Nao de la China : Newsletter of the East Asian Publishing Cultural Study Group )
EAST Z448 .N3
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