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Reference
C - Auxiliary Sciences of History

沖縄門中大事典 / 監修宮里朝光 ; 編那覇出版社 ; [執筆者田名真之]. 沖縄県南風原町 : 那覇出版社, 1998.
(Okinawa monchu daijiten)
EAST REF CS3000.Z9 O583 1998

N - Fine Arts

美連協加盟館ガイドブック : 2009 = The Japan Association of Art Museums guide book / [編集・美術館連絡協議会].
東京 : 美術館連絡協議会, 2009.
(Birenkyo kameikan gaido bukku : 2009 = The Japan Association of Art Museums guide book)
EAST REF N3735 .B574 2009

General
A - General Works

40周年とこれから. 大阪府和泉市 : 日本バーナ研究会, 平成 20 [2008]
(40-shunen to korekara )
EAST AC945.O7 N494 2008

50年の步み / 編集青山学院女子短期大学開学50周年記念誌編纂委員会. 東京 : 青山学院女子短期大学, 2000.
(50-nen no ayumi)
EAST AC945.E3 A58 2000

あゆみ : 創立40周年記念史誌 / [編集創立40周年記念史誌編集委員会]. 東京 : 全日本漬物協同組合連合会, 平成22
[2010]
(Ayumi : soritsu 40-shunen kinenshishi)
EAST AC945.O7 Z468 2010

独創企業フォトロン40年のあゆみ / 編集·制作株式会社出版文化社. 東京 : 株式会社フォトロン, 2010.
(Dokuso kigyo Fotoron 40-nen no ayumi)
EAST AC945.M3 F68 2010

青山学院 120年 : 1874-1994 / [「青山学院 120年」編集委員会]. 東京 : 青山学院, 1996.
(Aoyama Gakuin 120-nen : 1874-1994)
EAST AC945.E3 A58 1996

青山学院大学五十年史 / 編集青山学院大学五十年史編纂委員会. 東京 : 青山学院大学, 平成 15 [2003]-2010.
(Aoyama Gakuin Daigaku gojunenshi)
EAST AC945.E3 A58 2003

青山学院女子短期大学の步み / 編集青山学院女子短期大学. 東京 : 青山学院女子短期大学, 昭和 50 [1975]
(Aoyama Gakuin Joshi Tanki Daigaku no ayumi)
EAST AC945.E3 A58 1975

青山学院八十五年史／ 古坂嵒城著. 東京： 青山学院大学, 昭和34 [1959]
(Aoyama Gakuin hachijugonenshi)
EAST AC945.E3 A58 1959
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A - General Works

青山学院九十年史 / 編集兼発行人青山学院. 東京 : 青山学院, 昭和40 [1965]
(Aoyama Gakuin kyujunenshi)
EAST AC945.E3 A58 1965

はごろもフーズの七十年 / [はごろもフーズ七十年史編集委員会]. [静岡県]: はごろもフーズ株式会社, [2001]
(Hagoromo Fuzu no nanajunen)
EAST AC945.M3 H29 2001

はごろもフーズの六十年 / [はごろもフーズ六十周年史編集委員会]. [静岡県] : はごろもフーズ株式会社, [1991]
(Hagoromo Fuzu no rokujunen)
EAST AC945.M3 H29 1991

ひがしん誕生10周年 / 編集ひがしん誕生10周年記念プロジェクト委員会 ; 制作金融タイムス社出版事業部. 東京 :
東京東信用金庫, 平成 21 [2009]
(Higashin tanjo 10-shunen)
EAST AC945.F5 T64 2009

姬路市医師会史 : 1998-2007 / 編集姬路市医師会広報委員会. 姬路市 : 姬路市医師会, 平成 23 [2011]
(Himeji-shi Ishikaishi : 1998-2007)
EAST AC945.O7 H52 2011

飯島記念食品科学振興財団20年の步み / [制作20周年記念誌編集委員会]. 千葉県市川市 : 飯島記念食品科学振興財団,
2004.
(Iijima Kinen Shokuhin Kagaku Shinko Zaidan 20-nen no ayumi)
EAST AC945.O7 I45 2004

近畿車輌のあゆみ : 創業90周年記念 / 編集·制作株式会社出版文化社. 東大阪市 : 近畿車輌株式会社, 平成 23 [2011]
(Kinki Sharyo no ayumi : sogyo 90-shunen kinen)
EAST AC945.T7 K58 2011

甲府看護専門学校創立60周年記念誌 : 豊かな人間性を備えた看護実践者の育成をめざして = Kofu Kango 60th anniversary.
山梨県甲府市 : 学校法人看護学園甲府看護専門学校, 平成 23 [2011]

(Kofu Kango Senmon Gakko 60-shunen kinenshi : yutakana ningensei o sonaeta kango jissensha no ikusei o mezashite = Kofu Kango 60th
anniversary)
EAST AC945.E3 K634 2011

皇學館大學百二十六年の軌跡 : 第四回皇學館館史編纂室資料展資料. 伊勢市 : 皇學館館史編纂室, 平成 20 [2008]
(Kogakkan Daigaku hyakunijurokunen no kiseki : Daiyonkai Kogakkan Kanshi Hensanshitsu Shiryoten shiryo )
EAST AC945.E3 K635 2008

國學院大學院友會百二十年史. 東京 : 國學院大學院友会, 平成 22 [2010]
(Kokugakuin Daigaku Inyukai hyakunijunenshi )
EAST AC945.E3 K655 2010

国立大学法人琉球大学60年史 : 琉球大学の歴史 / 編集者琉球大学開学60周年記念誌編集委員会. 那覇市 : 琉球大学,
2010.
(Kokuritsu Daigaku Hojin Ryukyu Daigaku 60-nenshi : Ryukyu Daigaku no rekishi)
EAST f AC945.E3 R93 2010
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A - General Works

熊本県医師会100年史 / [編纂熊本県医師会100年史編纂委員会 ; 編集·制作熊日情報文化センター]. 熊本県 :
熊本県医師会, 平成 22 [2010]
(Kumamoto-ken Ishikai 100-nenshi)
EAST AC945.O7 K94 2010

「貧しき人々の群」の教会 : 郡山細沼教会百年史 / 著者庄司一幸. 郡山市 : 日本基督教団郡山細沼教会, 2010.
(Mazushiki hitobito no mure no kyokai : Koriyama Hosonuma Kyokai hyakunenshi)
EAST AC945.O7 K72 2010b

日本大学理工学部90年史 / [編集日本大学理工学部90年史編纂委員会]. 東京 : 日本大学理工学部, 2010.
(Nihon Daigaku Riko Gakubu 90-nenshi)
EAST AC945.E3 N52 2010

日本医学図書館協会80年記念誌 / [編集特定非営利活動法人日本医学図書館協会80年記念誌 刊行編集委員会]. 東京 :
日本医学図書館協会, 平成 23 [2011]
(Nihon Igaku Toshokan Kyokai 80-nen kinenshi)
EAST AC945.O7 N52269 2011

日本歯科大学大学院開設五十周年記念誌. 東京 : 日本歯科大学, 平成 22 [2010]
(Nihon Shika Daigaku Daigakuin kaisetsu gojisshunen kinenshi )
EAST AC945.E3 N62 2010

沖縄県立図書館100周年記念誌 / 編集·発行沖縄県立図書館. 那覇市 : 沖縄県立図書館, 2010.
(Okinawa Kenritsu Toshokan 100-shunen kinenshi)
EAST AC945.I5 O52 2010

島津分析機器「ひと·モノがたり」 : パイオニアからリーダーへの60年 / 企画·編集責任者真壁英樹. 京都市 :
島津製作所分析計測事業部, 2006.
(Shimazu Bunseki Kiki hito monogatari : paionia kara rida eno 60-nen)
EAST AC945.M3 S54 2006

創造と挑戦 : コーセー50年史 = The 50th anniversary of Kose

́

/ [編集·発行株式会社コーセー]. 東京 : Kose , 1998.
́

(Sozo to chosen : Kose 50-nenshi = The 50th anniversary of Kose)
EAST AC945.M3 K68 1998

The brands : 60 year's history / [企画·編集創業60周年記念出版委員会]. 東京 : Kose , 2006.
́

(The brands : 60 years history)
EAST AC945.M3 K68 2006

東京大学教育学部六十年史 : 1949-2009 / [編集教育学部六十年史編集委員会,教育学部60周年記念事業推進室]. 東京 :
東京大学大学院教育学研究科·教育学部, 2011.
(Tokyo Daigaku Kyoiku Gakubu rokujunenshi : 1949 2009)
EAST AC945.E3 T65 2011

東京石川島造船所五十年史 / [解說寺谷武明]. 東京 : ゆまに書房, 2009.
(Tokyo Ishikawajima Zosenjo gojunenshi)
EAST AC945.M3 T645 2009
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A - General Works

東京女子医科大学110周年記念誌 / 編集東京女子医科大学110周年記念誌編纂委員会. 東京 : 東京女子医科大学, 2011.
(Tokyo Joshi Ika Daigaku 110-shunen kinenshi)
EAST AC945.E3 T67 2011

東芝材料事業の変遷. 神奈川県 : 東芝材遊会, 平成 22 [2010]
(Toshiba zairyo jigyo no hensen )
EAST AC945.O7 T675 2010

B - Philosophy, Psychology, Religion

吉利支丹文學集 / 新村出, 柊源一校註. 東京 : 朝日新聞社, 昭和 32-35 [1957-1960]
(Kirishitan bungakushu)
EAST BR53 .K57 1957

D - History: General and Outside the Americas

浅草 / 高見順編. 東京 : 英宝社, 昭和 30 [1955]
(Asakusa)
EAST DS896.7.T275 A74 1955

中國古代の社會と國家 : 秦漢帝國成立過程の社會史的研究 / 增淵龍夫著. 東京 : 弘文堂, 昭和35 [1960]
(Chugoku kodai no shakai to kokka : Shin Kan teikoku seiritsu katei no shakaishiteki kenkyu)
EAST DS741 .M37

風土記 / 久松潜一校註. 東京 : 朝日新聞社, 昭和 34-35 [1959-60]
(Fudoki)
EAST DS836 .K63 1959

南風原町史 / [編集南風原町史編集委員会]. 南風原町 : 南風原町, <1997-2003 >
(Haebaru choshi)
EAST DS897.H2865 H34 1997

ハワイ人物新地圖 / 阪本登美男著. ホノルル市 : 阪本登美男, [1957?]
(Hawai jinbutsu shin chizu)
EAST DU624.7.J3 S34

今鏡 / 校注板橋倫行. 東京 : 朝日新聞社, 昭和 25 [1950]
(Imakagami)
EAST DS856 .I4 1950

古事記 / 神田秀夫, 大田善麿校註. 東京 : 朝日新聞社, 昭和 37 [1962]
(Kojiki)
EAST DS855 .K65 1962

日本書紀 / 武田祐吉校註. 東京 : 朝日新聞社, 昭和 23-32 [1948-1957]
(Nihon shoki)
EAST DS855 .N545 1948
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D - History: General and Outside the Americas

大鏡 / 岡一男校註. 東京 : 朝日新聞社, 昭和35 [1960]
(Okagami)
EAST DS856 .O38 1960

沖縄入門 : アジアをつなぐ海域構想 / 浜下武志. 東京 : 筑摩書房, 2000.
(Okinawa nyumon : Ajia o tsunagu kaiiki koso)
EAST DS894.99.O375 H35 2000

すみだ : 墨東外史 / 東京都墨田区企画広報室編集. 東京 : 東京都墨田区, 昭和42 [1967]
(Sumida : bokuto gaishi)
EAST DS896.7.S9 B6

天皇の艦長 : 沖縄出身提督漢那憲和の生涯 / 惠隆之介. 沖縄県南風原町 : 光文堂印刷, 昭和 60 [1985]
(Tenno no kancho : Okinawa shusshin teitoku Kanna Kenwa no shogai)
EAST DS885.5.K26 M45 1985

徳川慶喜評判記: 同時代人が語る毀誉褒貶 / 高野澄. 東京: 徳間書店, 1997.
(Tokugawa Yoshinobu hyobanki : dojidaijin ga kataru kiyo hohen)
EAST DS881.5.T62 T34 1997

随筆東京歲時記 / 安住敦. 東京 : 読売新聞社, 昭和 44 [1969]
(Zuihitsu: Tokyo saijiji )
EAST DS896.62 A88

E - History: United States

北米沖縄人史 / 北米沖縄クラブ ; [編集北米沖縄人史編集委員会]. [Los Angeles, Calif.?] : 北米沖縄クラブ, 1981.
(Hokubei Okinawajin shi)
EAST E184.J3 H58 1981

G - Geography

元伯宗旦文書 : 不審庵伝来 / 千宗旦[著] ; 千宗左編. 東京： 茶と美舎， 昭和46 [1971]
(Genpaku Sotan monjo : Fushinan denrai)
EAST f GT2911.S46 S454 1971

江岑宗左茶書 / 千宗左監修 ; 千宗員編. 東京 : 主婦の友社, 平成10 [1998]
(Koshin Sosa chasho Sen Sosa kanshu Sen Soin hen )
EAST GT2912.O4 S46 1998

組踊の世界 : 私の見方·楽しみ方 / 勝連繁雄著. 沖縄県具志川市 : ゆい出版, 2003.
(Kumiodori no sekai : watakushi no mikata tanoshimikata)
EAST GV1696.R9 K37 2003

沖縄の古武道具・鍛錬道具 / 著者外間哲弘, 金城政和. 沖縄県那覇市 : 新報出版, 平成 1 [1989]
(Okinawa no kobudogu tanren dogu)
EAST GV1101.5 .H65 1989
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G - Geography

対談近代空手道の歴史を語る / 儀間真謹, 藤原稜三. 東京 : ベ－スボ－ルマガジン社, 1986.
(Taidan kindai karatedo no rekishi o kataru)
EAST GV1114.3 .G542 1986

H - Social Sciences

国際資金移動と東アジア新興国の経済構造変化 / 国宗浩三編. 千葉市 : アジア経済研究所, 2010.
(Kokusai shikin ido to Higashi Ajia shinkokoku no keizai kozo henka)
EAST HG1202 .K65 2010

靑少年の現状と施策 ： 靑少年白書 / 內閣府編. [Tokyo : 內閣府]， 平成13年 [2001]-2009.
(Seishonen no genjo to shisaku : Seishonen hakusho)
EAST HQ799.J3 A22

L - Education

家庭文庫 / [編纂者 上笙一郎, 山崎朋子]. 東京 : クレス出版, 2006.
(Katei bunko)
EAST LC2361 .K38 2006

M - Music

琉球の民謡と舞踊 / 島袋盛敏. 東京 : おきなわ社, 昭和 31- [1956(Ryukyu no minyo to buyo)
EAST ML3750 .S45 1956

N - Fine Arts

茶室の展開図 = Interior elevations of tea room. 京都: 光村推古書院, 昭和45 [1970]
(Chashitsu no tenkaizu = Interior elevations of tea room )
EAST f NA8306.J22 K53 1970

沖縄美術全集 = The art of Okinawa / [監修者大城宗清 ... [et al.] ; 編集安次嶺金正 ... [et al.] ;
編集者沖縄美術全集刊行委員会]. 那覇市 : 沖縄タイムス社, 1989.
(Okinawa bijutsu zenshu = The art of Okinawa)
EAST f N7356.R9 O39 1989

沖縄文化の遺宝 / 鎌倉芳太郎. 東京 : 岩波書店, 1982.
(Okinawa bunka no iho)
EAST f N7356.R9 K35 1982

琉球建築 / 田辺泰著. 東京 : 座右宝刋行会, 1972.
(Ryukyu kenchiku)
EAST f NA1556.O54 T36 1972

琉球の織物 / 鎌倉芳太郎. 京都 : 京都書院, [1963]
(Ryukyu no orimono)
EAST f NK4784 .K3
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N - Fine Arts

雪舟 / [監修近藤市太郎 ; 解說中村溪男]. 東京 : 芸艸堂, 昭和 31 [1956]
(Sesshu)
EAST ND1059.S5 S46 1956

透し鐔 / 共同執筆小窪健一, 笹野大行, 益本千一郎, 柴田光男. 東京 : 光芸出版, 昭和43 [1968]
(Sukashitsuba)
EAST NK6784.A1 S85 1968

P - Language and Literature

中古三女歌人集 / 佐佐木信綱校註. 東京 : 朝日新聞社, 昭和 23 [1948]
(Chuko sanjo kajinshu)
EAST PL758 .C48 1948

中世歌謡集 / 浅野建二校註. 東京 : 朝日新聞社, 昭和 26 [1951]
(Chusei kayoshu)
EAST PL761 .C58 1951

近松半二集 / 守隨憲治校註. 東京 : 朝日新聞社, 昭和24 [1949]
(Chikamatsu Hanji shu)
EAST PL795.C53 A6 1949

近松門左衞門集 / 校註高野正已. 東京 : 朝日新聞社, 昭和 25-27 [1950-1952]
(Chikamatsu Monzaemon shu)
EAST PL793.4 .A6 1950

蝶々夫人 / ジョンルーサーロング著 ; 古崎博訳著. 長崎県諫早市 : 長崎ウェスレヤン短期大学, 昭和 56 [1981].
(Chocho fujin)
EAST PS3523.O4685 M3315 1981

榮花物語 / 松村博司校註. 東京 : 朝日新聞社, 昭和 31-34 [1956-1959]
(Eiga monogatari)
EAST PL787 .E5 1956

芭蕉句集 / [松尾芭蕉著] ; 潁原退藏校註 ; 山崎喜好增補. 東京 : 朝日新聞社, 昭和 23 [1948]
(Basho kushu)
EAST PL794.4 .A6 1948

芭蕉文集 / 潁原退藏校註 ; 山崎喜好增補. 東京 : 朝日新聞社, 昭和30 [1955]
(Basho bunshu)
EAST PL794.4 .A6 1955

現代日本の異体字 : 漢字環境学序說 / 笹原宏之, 横山詔一, エリック・ロング著. 東京 : 三省堂, 2003.
(Gendai Nihon no itaiji : Kanji kankyogaku josetsu)
EAST PL528 .S36 2003
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P - Language and Literature

原典による日本戯曲史 / 早稲田大学戯曲研究会編 ; 編著者 河竹繁俊 ... [et al.] 東京 : 淡路書房, 1956.
(Genten ni yoru Nihon gikyoku shi)
EAST PL734 .W3 1956

俳諧七部集 / 萩原蘿月 校註 ; 松尾靖秋 補訂. 東京 : 朝日新聞社, 昭和 25-27 [1950-52]
(Haikai shichibushu)
EAST PL762.H3 H28 1950

井原西鶴集 / 藤村作校註. 東京 : 朝日新聞社, 昭和24-26 [1949-51]
(Ihara Saikaku shu)
EAST PL794 .A1 1949

異体字研究資料集成. 1期 / 杉本つとむ編. 東京 : 雄山閣, 平成 7 [1995]
(Itaiji kenkyu shiryo shusei )
EAST PL671 .I76 1995

歌舞伎十八番集 / 河竹繁俊校註. 東京 : 朝日新聞社, 昭和 27 [1952]
(Kabuki juhachibanshu)
EAST PL767 .K33 1952

漢詩文引用より見た萬葉集の研究 / 古沢未知男著. 東京 : 南雲堂桜楓社, 昭和39 [1964]
(Kanshibun inyo yori mita Manyoshu no kenkyu)
EAST PL728.15 .F88

近世歌謡集 / 笹野堅校註. 東京 : 朝日新聞社, 昭和 31 [1956]
(Kinsei kayoshu)
EAST PL761.35 .K56 1956

近世沖縄和歌集 : 本文と研究 / 編者池宮正治, 嘉手苅千鶴子, 外間愛子. 沖縄県那覇市 : ひるぎ社, 1990.
(Kinsei Okinawa wakashu : honbun to kenkyu)
EAST PL886.O542 K5 1990

稿本系うづら衣 : 本文と研究 / 野田千平編著. 東京 : 笠間書店, 1980.
(Kohonkei Uzuragoromo : honbun to kenkyu)
EAST PL795.Y67 U9 1980

古今和歌集 / 校註 西下経一. 東京 : 朝日新聞社, 昭和 23 [1948]
(Kokin wakashu)
EAST PL758.22 .A114 1948

國語國文学論集, 永山勇博士退官記念会編. [東京] 風間書房 [昭和49 i.e. 1974]
(Kokugo kokubungaku ronshu )
EAST PL507 .K58 1974

今昔物語 / 長野嘗一校注. 東京 : 朝日新聞社, 昭和28-31 [1953-1956]
(Konjaku monogatari)
EAST PL787 .K6 1953
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古典落語大系 / 責任編集 江國滋 ... [et al.] 東京 : 三一書房, 1969-1970.
(Koten rakugo taikei)
EAST PL776 .K68

コトバの心理と技術 / [著者大久保忠利]. 東京 : 春秋社, 1959.
(Kotoba no shinri to gijutsu)
EAST P37 .O37 1959

組踊と大和芸能 / 著者畠中敏郎著. 那覇市 : ひるぎ社, 1994.
(Kumiodori to Yamato geino)
EAST PN2924 .H36 1994

狂言集 / 野々村戒三解說 ; 古川久校註. 東京 : 朝日新聞社, 昭和 28-31 [1953-1956]
(Kyogenshu)
EAST PL766 .K94 1953

万葉歌人の研究 / 川上富吉. 東京 : 桜楓社, 昭和58 [1983]
(Manyo kajin no kenkyu)
EAST PL728.15 .K36 1983

萬葉研究新見と實證 / 松田好夫著. 東京 : 桜楓社, 1968.
(Manyo kenkyu shinken to jissho)
EAST PL728.15 .M38

萬葉讀本 / 佐々木信綱著． 東京 : 日本評論社, 昭和 10 [1935]
(Manyo tokuhon)
EAST PL728.15 .S383

萬葉集全註釋 / 武田祐吉著. 東京 : 改造社, 昭和 23-26 [1948-1951]
(Manyoshu zenchushaku)
EAST PL758.15 T27 1948

日本詩歌の象徴精神. 現代篇 / 著者岡崎義恵. 東京 : 宝文館, 昭和 34 [1959]
(Nihon shiika no shocho seishin )
EAST PL727 .O382

沖縄名作の舞台 / [琉球新報社編]. 那覇市 : 琉球新報社, 2003.
(Okinawa meisaku no butai)
EAST PL886.O54 O356 2003

梁塵秘抄 / 小西甚一校註. 東京 : 朝日新聞社, 昭和28 [1953]
(Ryojin hisho)
EAST PL787 .R94 1953

良寬歌集 / 吉野秀雄校註. 東京 : 朝日新聞社, 昭和"27 [1952]
(Ryokan kashu)
EAST PL797.6 .A17 1952
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琉球列島における音声の収集と研究 / [編集沖縄言語研究センタ－, 代表仲宗根政善]. 沖縄県中頭郡西原町 :
沖縄言語研究センタ－, 1992-1993.
(Ryukyu Retto ni okeru onsei no shushu to kenkyu)
EAST PL693.R9 R964 1992

山家集 / 伊藤嘉夫校註. 東京 : 朝日新聞社, 昭和 22 [1947]
(Sankashu)
EAST PL788.5 .S2 1947

新古今和歌集 / 小島吉雄校註. 東京 : 朝日新聞社, 昭和 34 [1959]
(Shin kokin wakashu)
EAST PL758.22 .S57

「主婦之友」. 昭和期. 目次 / お茶の水図書館編. 東京 : 石川文化事業財団, 2009.
(Shufu no tomo )
EAST PN5410.S883 S578 2009

竹田出雲集 / 鶴見誠校註. 東京 : 朝日新聞社, 昭和31 [1956]
(Takeda Izumo shu)
EAST PL794.6 .A6 1956

菟玖波集 / 福井久藏校註. 東京 : 朝日新聞社, 昭和 23-26 [1948-51]
(Tsukubashu)
EAST PL792. .T78 1948

徒然草 / 橘純一校註. 東京 : 朝日新聞社, 昭和 22 [1947]
(Tsurezuregusa)
EAST PL791.6 .T7 1947

上田秋成集 / 重友毅校註. 東京 : 朝日新聞社, 昭和32 [1957]
(Ueda Akinari shu)
EAST PL794.8 .A6 1957

宇治拾遺物語 / 野村八良校註. 東京 : 朝日新聞社, 昭和 24-25 [1949-50]
(Uji shui monogatari)
EAST PL790 .U38 1949

浮世床 / 中西善三校註. 東京 : 朝日新聞社, 昭和30 [1955]
(Ukiyodoko)
EAST PL798.2 .U54 1955

謡曲集 / 野上豊一郎解說 ; 田中允校註. 東京 : 朝日新聞社, 昭和32-36 [1957-1961]
(Yokyokushu)
EAST PL765 .Y694 1957

與謝蕪村集 / 潁原退藏 校註 ; 清水孝之 增補. 東京 : 朝日新聞社, 昭和32 [1957]
(Yosa no Buson shu)
EAST PL794.7 .Y6 1957
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日米安保条約の焦点 / 朝日 新聞安全保障問題調查会. 東京 : 朝日新聞社, 昭和 42 [1967]
(Nichi-Bei Anpo joyaku no shoten)
EAST UA845 .A82 1967

陸軍経理部 / 柴田隆一, 中村賢治共著. 東京 : 芙蓉書房, 1981.
(Rikugun keiribu)
EAST UC241 .S54 1981
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