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Reference

文学の翻訳出版 : 諸外国の政策比較および日本文学の海外普及の現状. 東京 : 日本文学出版交流センター, 2007.
(Bungaku no honyaku shuppan : shogaikoku no seisaku hikaku oyobi Nihon bungaku no kaigai fukyu no genjo )
EAST REF CD ROM 885

F - History: United States Local and Latin America

ブラジル沖縄県人移民史 : 笠戶丸から 90年, 1908-1998 / [編集日本語編集委員会]. Sao Paulo : ブラジル沖縄県人会, 2000.
(Burajiru Okinawa kenjin iminshi : Kasato Maru kara 90-nen 1908-1998)
EAST REF F2659.J3 B885 2000

H - Social Sciences

白書統計索引. 2004 / [編集日外アソシエーツ株式会社]. 東京 : 日外アソシエーツ : 発売元紀伊國屋書店, 2005.
(Hakusho tokei sakuin )
EAST REF HA4625 .H35 2004

N - Fine Arts

木版口絵総覧 : 明治・大正期の文学作品を中心として = Woodblock printed frontispiece / 山田奈々子著. 東京 : 文生書院, 2005.
(Mokuhan kuchie soran : Meiji Taishoki no bungaku sakuhin o chushin to shite = Woodblock printed frontispiece)
EAST REF NE1322 .Y36 2005

世界に誇れる日本の芸術家555 / 三上豊編. 東京 : PHP研究所, 2007.
(Sekai ni hokoreru nihon no geijutsuka gohyaku gojugo)
EAST REF N7358 .S455 2007

P - Language and Literature

カラー版新国語便覧 / 監修 稲賀敬二, 竹盛天雄, 森野繁夫. 東京 : 第一学習社, 2007.
(Kara-ban shin kokugo benran)
EAST REF PL719.5 .K37 2007

木花方言辞典 / 亀山孝一編. 東京 : 木花方言辞典刊行会, 平成12 [2000]
(Konohana hogen jiten)
EAST REF PL693.M59 K66 2000

日本文学色彩用語集成. 近世 / 伊原昭. 東京 : 笠間書院, 2006.
(Nihon bungaku shikisai yogo shusei )
EAST REF PL726.37.C6 I35 2006

Z - Library Science

全集叢書総目錄. 1999-2004 / [編集日外アソシエーツ株式会社]. 東京 : 日外アソシエーツ : 発売元紀伊国屋書店, 2005.
(Zenshu sosho somokuroku )
EAST REF Z3304.2 .Z46 2005
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B - Philosophy, Psychology, Religion

同行二人 : 四国八十八ヵ所・西国三十三ヵ所霊場めぐり / [編集日本交通事業社関西広告本部]. 大阪 : 日本交通事業社関西広告本部, 昭和 57 [1982]
(Dogyo ninin : Shikoku hachijuhakkasho Saigoku sanjusankasho reijo meguri)
EAST BQ6450 .J32 S4833 1982

遍路 : その心と歴史 / 宮崎忍勝著. 東京 : 小学館, 昭和49 [1974]
(Henro : sono kokoro to rekishi)
EAST BQ6450.J32 S486 1974

お四国まいり / 草薙光子著. 高野町 : 高野山出版社, 昭和38 [1963].
(Oshikoku mairi)
EAST BQ6450.J32 S48385 1963

D - History: General and Outside the Americas

男装従軍記 / 永田美那子 ; 監修 岩淵宏子, 長谷川啓. 東京 : ゆまに書房, 2004.
(Danso jugunki)
EAST DS777.5 .N34 2004

大宰府と新羅、百済の文化 : 国際シンポジウム. 太宰府市 : 九州歴史資料館資料普及会, 1987.
(Dazaifu to Shiragi Kudara no bunka : kokusai shimpojiumu )
EAST DS821.5.K6 K65 1987

長州奇兵隊 : 栄光と挫折 / 古川薰著. 大阪 : 創元社, 昭和47 [1972]
(Choshu Kiheitai : eiko to zasetsu)
EAST DS881.3 .F93 1972

長州歷史散步 / [古川薰著]. 大阪 : 創元社, 昭和43 [1968]
(Choshu rekishi sanpo)
EAST DS894.79.Y345 F856 1968

婦人従軍記 / 山岸多嘉子 ; 監修 岩淵宏子, 山岸多嘉子. 東京 : ゆまに書房, 2004.
(Fujin jugunki)
EAST DS777.48 .Y36 2004

軍靴の響き / 千葉泰子 ; 監修 岩淵宏子, 長谷川啓. 東京 : ゆまに書房, 2004.
(Gunka no hibiki)
EAST DS777.5 .C45 2004

白衣の船 / 依田よしゑ ; 監修 岩淵宏子, 長谷川啓. 東京 : ゆまに書房, 2004.
(Hakui no fune)
EAST DS777.53 .Y55 2004

ホノルル から の 手紙 : 世界 を ハワイ から 見る / ハロラン 芙美子 著. 東京 : 中央 公論社, 1995.
(Honoruru kara no tegami : sekai o Hawai kara miru)
EAST DU622 .H37 1995
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D - History: General and Outside the Americas

実錄軍国教育 : 戦争で学校教育はどう変わったか / 清水貢. 京都市 : ウインかもがわ : 発売元かもがわ出版, 2004.
(Jitsuroku gunkoku kyoiku : senso de gakko kyoiku wa do kawatta ka)
EAST D810.E5 J35 2004

満支紀行, 和平来々 / 鷲尾よし子 ; 監修 岩淵宏子, 長谷川啓. 東京 : ゆまに書房, 2004.
(Man-Shi kiko wahei rairai)
EAST DS782.3 .W32 2004

満洲国 / 長谷川春子 ; 監修 岩淵宏子, 長谷川啓. 東京 : ゆまに書房, 2004.
(Manchuku)
EAST DS782.3 .H34 2004

松浦党のすがた : 松浦市域を中心として / 外山幹夫著. 松浦市 : 松浦市, 平成2 [1990]
(Matsurato no sugata : Matsuura shiiki o chushin to shite)
EAST DS894.965 .T59 1990

日本文化史 / 家永三郎著. 東京 : 岩波書店, 昭和 34 [1959]
(Nihon bunkashi)
EAST DS821 .I38 1959

日本・中国の国民性比較のための基礎研究 : 中国杭州市と昆明市における意識調查 / 鄭躍軍編. 京都市 : 総合地球環境学研究所, 2005.
(Nihon Chugoku no kokuminsei hikaku no tame no kiso kenkyu : Chugoku Koshu-shi to Konmei-shi ni okeru ishiki chosa)
EAST f DS779.23 .N54 2005

日本の朝鮮統治 : 「一視同仁」の建前と実相 / 鈴木譲二著. 東京 : 学術出版会 : 発売日本図書センター, 2006.
(Nihon no Chosen tochi : isshi dojin no tatemae to jisso)
EAST DS916.54 .S89 2006

日帝下文化ナショナリズムの創出と崔南善 / 全成坤著. 서울시 : J & C, 2005.
(Nitteika bunka nashonarizumu no soshutsu to Sai Nanzen)
EAST DS916.55 .C56 2005

大久保利通 / 毛利敏彥著. 東京 : 中央公論社, 昭和44 [1969]
(Okubo Toshimichi)
EAST DS881.5.O4 M6 1969

大空の遺書 / 間瀬一恵 ; 監修 岩淵宏子, 長谷川啓. 東京 : ゆまに書房, 2004.
(Ozora no isho)
EAST DS777.53 .M265 2004

西鄉隆盛 / 井上清著. 東京 : 中央公論社, 昭和45 [1970]
(Saigo Takamori)
EAST DS881.5.S2 I5 1970

西鄉隆盛をめぐる群像 / 古川薰 [監修]. 東京 : 青人社, c1993.
(Saigo Takamori o meguru gunzo)
EAST DS881.5.A1 S219 1993
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D - History: General and Outside the Americas

佐久間象山 / 大平喜間多 ; 日本歴史学会編. 東京 : 吉川弘文館, 昭和 36 [1961].
(Sakuma Shozan)
EAST DS881.5.S35 O4 1961

先住民族アイヌ / 多原香里. 東京 : にんげん出版, 2006.
(Senju minzoku Ainu)
EAST DS832 .T23 2006

高杉晋作 / [古川薰著]. 大阪 : 創元社, 昭和 46 [1971]
(Takasugi Shinsaku)
EAST DS881.5.T35 F86 1971

東西交涉史論 / [編纂者史學會]. 東京 : 富山房, 昭和14 [1939]
(Tozai kosho shiron)
EAST DS845 .T692 1939

つくし風土記 / つくし青年会議所編. 筑紫野市 : つくし青年会議所, 昭和 61 [1986]
(Tsukushi fudoki)
EAST DS894.99.F835 T78 1986

つくし風土記 / つくし青年会議所編. 筑紫野市 : つくし青年会議所, 平成 1 [1989]
(Tsukushi fudoki)
EAST DS894.99.F835 T78 1989

早稲田大學圖書館藏 : 洋學資料圖錄 / [早稲田大学図書館編集]. [東京] : 早稲田大学図書館, 昭和43 [1968]
(Waseda Daigaku Toshokan zo : yogaku shiryo zuroku)
EAST DS821.5.A1 W38 1968

E - History: United States

アメリカ硏究案內 / 阿部斉, 五十嵐武士編. 東京 : 東京大学出版会, 1998.
(Amerika kenkyu annai)
EAST E175.8 .A44 1998

私のジョン万次郎 : 子孫が明かす溧流の真実 / 中浜博. 東京 : 小学館, 1994.
(Watakushi no Jon Manjiro : shison ga akasu hyoryu no shinjitsu)
EAST E183.8.J3 N283 1994

G - Geography

アメリカナイゼーション 静かに進行するアメリカの文化支配 津田幸男, 浜名恵美共編. 東京 : 研究社, 2004.

Americanization =
:
/
(Americanization = Amerikanaizeshon : shizuka ni shinkosuru Amerika no bunka shihai)
EAST GN365 .A44 2004

観光と地域社会 / 吉田春生著. 京都 : ミネルヴァ書房, 2006.
(Kanko to chiiki shakai)
EAST G155.A1 Y67 2006
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G - Geography

国絵図の世界 = Kuniezu: province maps of Japan made by the Tokugawa Government / 国絵図研究会編. 東京 : 柏書房, 2005.
(Kuni ezu no sekai = Kuniezu: province maps of Japan made by the Tokugawa Government)
EAST f GA1241 .K86 2005

プロ野球ユニフォーム物語 = The history of uniform / 文 綱島理友; 絵 綿谷寬. 東京 : 株式会社ベースボール・マガジン社, 平成17 [2005]
(Puro yakyu yunifomu monogatari = The history of uniform)
EAST GV879.7 .T78 2005

H - Social Sciences

幕藩制 社会 と 石高制 / 松下 志郎 著. 東京 : 塙 書房, 1984.
(Bakuhansei shakai to kokudakasei)
EAST HD914 .M37 1984

朝鮮の群衆 / [村山智順調查 ; 編著者朝鮮総督府]. 明治廿七八年在韓苦心錄 / 杉村濬. 東京 : 龍溪書舎 , 2003.
(Chosen no gunshu)
EAST HN730.5.A8 M873 2003

グローバル・コミュニケーション論 : 対立から対話へ / 津田幸男, 関根久雄編著. 京都 : ナカニシヤ出版, 2002.
(Gurobaru komyunikeshon ron : tairitsu kara taiwa e)
EAST HM1211 .G87 2002

肥後銀行八十年史 / 編纂肥後銀行総合企画部80年史編纂担当. 熊本市 : 肥後銀行, 平成 18 [2006]
(Higo Ginko hachijunenshi)
EAST f HG3330.K854 H543 2006

タテ社会の人間関係 : 単一社会の理論 / 中根千枝. 東京 : 講談社, 昭和42 [1967]
(Tateshakai no ningen kankei : tanitsu shakai no riron)
EAST HM131 .N35 1967

J - Political Science

文明間の対語 = Dialogue of civilizations : a new peace agenda for a new millennium / マジッド · テヘラニアン, デイビッド · W · チャペル編 ;
戶田記念国際平和研究所監訳. 東京 : 潮出版社, 2002.
(Bunmeikan no taiwa = Dialogue of civilizations : a new peace agenda for a new millennium)
EAST JZ5538 .D5316 2002

丸山眞男 : 没後10年, 民主主義の〈神話〉を超えて. 東京 : 河出書房新社, 2006.
(Maruyama Masao : botsugo 10-nen minshu shugi no shinwa o koete )
EAST JC273.M36 M368 2006

K - Law

在日コリアンに権利としての日本国籍を / 監修佐々木てる ; 編在日コリアンの日本国籍取得権確立協議会. 東京 : 明石書店, 2006.
(Zainichi Korian ni kenri to shite no Nihon kokuseki o)
EAST KNX3032.K67 Z3554 2006
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L - Education

中央大学百年史 : 編纂の記錄 / 中央大学百年史編集委員会専門委員会編. 八王子市 : 中央大学出版部, 2007.
(Chuo Daigaku hyakunenshi : hensan no kiroku)
EAST LG271.C5 C4522 2007

婦人の学習・教育 / 羽仁說子, 小川利夫編. 東京 : 亜紀書房, 1970.
(Fujin no gakushu kyoiku)
EAST LC2367 .F84 1970

近代沖縄における教育と国民統合 / 近藤健一郎著. 札幌市 : 北海道大学出版会, 2006.
(Kindai Okinawa ni okeru kyoiku to kokumin togo)
EAST LA1319.O4 K66 2006

国立大学法人化と大学改革 : 大学改革現在進行中 / 本間政雄. 東京 : 学校経理研究会, 平成 17 [2005]
(Kokuritsu daigaku hojinka to daigaku kaikaku : daigaku kaikaku genzai shinkochu)
EAST LA1318 .H66 2005

日本植民地教育の展開と朝鮮民衆の対応 / 佐野通夫. 東京 : 社会評論社, 2006.
(Nihon shokuminchi kyoiku no tenkai to Chosen minshu no taio)
EAST LA1311.8 .S26 2006

薩摩藩英国留学生 / 犬塚孝明著. 東京 : 中央公論社, 昭和49 [1974]
(Satsuma-han Eikoku ryugakusei)
EAST LC3185.E5 I58 1974

N - Fine Arts

備前の巨匠をしのぶ : 「藤原啓の世界展」 / 図錄編集朝日新聞大阪本社企画部. 大阪 : 朝日新聞大阪本社企画部, 1985.
(Bizen no kyosho o shinobu : Fujihara Kei no sekai ten)
EAST NK4210.F83 A4 1985

大阪 (なにわ) 狛犬の謎 / 小寺慶昭著. 京都 : ナカニシヤ出版, 2003.
(Naniwa komainu no nazo)
EAST NB1053 .K68 2003

日本民藝協会の七十年 / 宇賀田達雄. 東京 : 宇賀田達雄, 平成18 [2006]
(Nihon Mingei Kyokai no shichijunen)
EAST NK1071 .U33 2006

P - Language and Literature

知の冒険宮沢賢治 = The study about Kenji Miyazawa / 高知大学宮沢賢治研究会編. 高知 : リーブル出版, 2006.
(Chi no boken Miyazawa Kenji = The study about Kenji Miyazawa)
EAST PL833.I95 Z573 2006

英語支配とことばの平等 : 英語が世界標準語でいいのか? / 津田幸男 東京 : 慶応義塾大学出版会, 2006.
(Eigo shihai to kotoba no byodo : Eigo ga sekai hyojungo de ii no ka)
EAST PE1072 .T78 2006
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P - Language and Literature

藤原俊成 : 判詞と歌語の研究 / 安井重雄. 東京 : 笠間書院, 平成18 [2006]
(Fujiwara no Shunzei : hanshi to kago no kenkyu)
EAST PL789.F79 Z98 2006

言語行動における「配慮」の諸相 / 国立国語研究所. 東京 : くろしお出版, 2006.
(Gengo kodo ni okeru hairyo no shoso)
EAST PL513 .G46 2006

花ひらく亜細亜 / 北林透馬 ; 監修岩淵宏子, 長谷川啓. 東京 : ゆまに書房, 2004.
(Hana hiraku Ajia)
EAST PL832.I828 H36 2004

平安時代文学美術語彙集成 = Compendium of art historical terms in Heian-period literature / 平安時代文学美術研究会編. 東京 : 笠間書院,
2005 (2006 printing)
(Heian jidai bungaku bijutsu goi shusei = Compendium of art historical terms in Heian-period literature)
EAST PL726.2 H363 2005

今さら聞けない! : 正しい日本語の使い方 : 総まとめ編 / 大橋敦夫監修. 東京 : 永岡書店, [2006]
(Imasara kikenai : Tadashii Nihongo no tsukaikata : somatome hen)
EAST PL645 .I43 2006

従軍日記 / 井上友一郎 ; 監修 岩淵宏子, 長谷川啓. 東京 : ゆまに書房, 2004.
(Jugun nikki)
EAST PL830.N6 J8 2004

貸本マンガ returns／ 貸本マンガ史研究会編・著. 東京 : ポプラ社, 2006.
(Kashihon manga returns)
EAST PN6790.J3 K38 2006

古典文庫総目錄 / [編者吉田幸一]. 東京 : 古典文庫, 平成 3 [1991]
(Koten Bunko somokuroku)
EAST PL707 .K85 1991

古典文庫総目錄続 / [編者倉島須美子]. 東京 : 古典文庫, 平成 15 [2003]
(Koten Bunko somokuroku zoku)
EAST PL707 .K852 2003

《満洲国》文化細目 / 植民地文化研究会編. 東京 : 不二出版, 2005.
(Manshukoku bunka saimoku)
EAST PL888 .M36 2005

萬葉集全歌講義 / 阿蘇瑞枝. 東京 : 笠間書院, 2006(Manyoshu zenka kogi)
EAST PL728.17 .A86 2006
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P - Language and Literature

民族の母 / 松永健哉 ; 監修 岩淵宏子, 長谷川啓. 東京 : ゆまに書房, 2004.
(Minzoku no haha)
EAST PL833.A847 M5 2004

理恵子の手帖 / 田鄉虎雄 ; 監修 岩淵宏子, 長谷川啓. 東京 : ゆまに書房, 2004.
(Rieko no techo)
EAST PL839.A37 R54 2004

佐多稲子 : 中野重治・野上弥生子ほか来簡が語る生の足跡 / [著者佐多稲子他 ; 編者日本近代文学館]. 東京 : 博文館新社, 2006.
(Sata Ineko : Nakano Shigeharu Nogami Yaeko hoka raikan ga kataru nama no sokuseki)
EAST PL838.A8 Z48 2006

史伝西鄉隆盛 / 海音寺潮五郎. 東京 : 文藝春秋, 1989.
(Shiden Saigo Takamori)
EAST PL832.A5 S25 1989

「白樺」の人びと : 有島 (武郎・生馬・里見[Ton]) 三兄弟を軸に / [著者有島武郎他 ; 編者日本近代文学館]. 東京 : 博文館新社, 2004.
(Shirakaba no hitobito : Arishima (Takeo Ikuma Satomi Ton) sankyodai o jiku ni)
EAST PL773.55 .A75 2004

大陸の花嫁 / 林房雄 ; 監修 岩淵宏子, 長谷川啓. 東京 : ゆまに書房, 2004.
(Tairiku no hanayome)
EAST PL829.A85 T35 2004

大正の作家たち : 芥川龍之介, 島崎藤村, 竹久夢二 / [著者芥川龍之介他 ; 編者日本近代文学館]. 東京 : 博文館新社, 2005.
(Taisho no sakkatachi : Akutagawa Ryunosuke Shimazaki Toson Takehisa Yumeji)
EAST PL773.55 .A38 2005

高見順 : 秋子との便り・知友との便り / [著者高見順他 ; 編者日本近代文学館]. 東京 : 博文館新社, 2004.
(Takami Jun : Akiko to no tayori chiyu to no tayori)
EAST PL839.A53 Z48 2004

筑紫文学圈と高橋虫麻呂 / 大久保廣行著. 東京 : 笠間書院, 2006.
(Tsukushi bungakuken to Takahashi no Mushimaro)
EAST PL728.812 .O37 2006

強い男 ; 銃について / 田村泰次郎 ; 監修 岩淵宏子, 長谷川啓. 東京 : ゆまに書房, 2004.
(Tsuyoi otoko Ju ni tsuite)
EAST PL839.A68 T88 2004

Q - Science

維新と科学 / 武田楠雄著. 東京 : 岩波書店, 1972.
(Ishin to kagaku)
EAST Q127.J3 T28 1972
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T - Technology

近代技術の先駆者 : 東芝創立者田中久重の生涯 / 今津健治著. 東京 : 角川書店, 昭和 39 [1964]
(Kindai gijutsu no senkusha : Toshiba soritsusha Tanaka Hisashige no shogai)
EAST TK140.T3 I4 1964

こんにゃくの中の日本史 / 武内孝夫. 東京 : 講談社, 2006.
(Konnyaku no naka no Nihon shi)
EAST TP444.K65 T35 2006

納豆近代五十年史 / 全国納豆協同組合連合会刊. 東京 : 全国納豆協同組合連合会, 2004.
(Natto kindai gojunenshi)
EAST TP438.S6 N37 2004

： JPDA member's work today 2006 =（社）日本パッケージデザイン協会会員作品集2006／ 日本パッケージデザイン協会企画・監修。
東京： 六耀社， 2006。
Package design

(Package design : sha nihon pakkeji dezain kyokai kaiin sakuhinshu 2006)
ASIA f TS195.4 .P32 2006

Z - Library Science

図書館文化史 / 綿抜豊昭. 東京 : 学文社, 2006.
(Toshokan bunkashi)
EAST Z721 .W37 2006

図書館・情報学研究入門 / 三田図書館・情報学会編. 東京 : 勁草書房, 2005.
(Toshokan johogaku kenkyu nyumon)
EAST Z665 .T728 2005

9

