December 2009

Reference
D - History: General and Outside the Americas

東アジア交流史事典 / 樋口州男 ... [et al.] 編. 東京 : 新人物往来社, 2000.
(Higashi Ajia koryushi jiten)
EAST REF DS518.45 .H54 2000

H - Social Sciences

環境循環型社会白書. 東京都 : ぎょうせい
(Kankyo junkangata shakai hakusho )
EAST REF HC465.E5 J367

General
A - General Works

年の步み

編集財団史「 年の步み」編集委員会]. 豊中市 : 日本食品化学研究振興財団, 平成 20 [2008]

15
/ [
15
(15-nen no ayumi)
EAST AC945.O7 N55 2008

愛知環状鉄道20年史 / 愛知環状鉄道20年史編纂委員会編集.

[S.l.]

:

愛知環状鉄道, 平成 20 [2008]

(Aichi Kanjo Tetsudo 20-nenshi)
EAST AC945.T7 A62 2008

千島連盟50年のあゆみ : 元島民による北方領土返還運動. 札幌市 : 千島歯舞諸島居住者連盟, 平成 21 [2009]
(Chishima Renmei no ayumi : moto tomin ni yoru hoppo ryodo henkan undo )
EAST AC945.O7 C45 2007

独自性に挑戦し続けた60年 : 魚岸精機工業のあゆみ / [編集魚岸精機工業社史編集委員会]. 富山県 :
魚岸精機工業株式会社, 平成18 [2006]
(Dokujisei ni chosen shitsuzuketa 60-nen : Uogishi Seiki Kogyo no ayumi)
EAST AC945.M3 U64 2006

北鹿新聞社90年史 / 編集人加賀谷勝. 秋田県大館市 : 北鹿新聞社, 平成20 [2008]
(Hokuroku Shinbunsha 90-nenshi)
EAST AC945.I5 H65 2008

ホウライ80年史 : 波涛を越え,未来に向って. 東京 : ホウライ株式会社, 2008.
(Horai 80-nenshi : hato o koe mirai ni mukatte )
EAST AC945.S4 H64 2008

自衛隊衛生五〇年史. 東京 : 防衛衛生協会, 平成 19 [2007]
(Jieitai eisei gojunenshi )
EAST AC945.G6 A15 2007

「自由都市」の灯をかかげて : 堺総合法律事務所設立40周年記念. 堺市 : 堺総合法律事務所, 2009.
(Jiyu toshi no tomoshibi o kakagete : Sakai Sogo Horitsu Jimusho setsuritsu 40-shunen kinen )
EAST AC945.S4 S25 2009

Page 1

A - General Works

金沢医科大学付属看護専門学校36年の歴史 1973-2009 = Thirty-six years history of Kanazawa Medical University
Nursing School / [編集金沢医科大学付属看護専門学校36年の歴史 編集委員会]. 石川県 :

(Kanazawa Ika Daigaku Fuzoku Kango Senmon Gakko 36-nen no rekishi 1973-2009 = Thirty-six years history of Kanazawa Medical
University Nursing School )
EAST AC945.E3 K36 2009

カリタスの園七十五年の步み / 編集カリタスの園七十五年の步み編集委員会. 東京都 : 共伸出版, 2008.
(Karitasu no Sono shichijugonen no ayumi)
EAST AC945.O7 K36 2008

川島織物創業145年から163年(会社合併)までの歴史 : 新しい伝統の創造を目指して / [編集社史編纂プロジェクトチーム ;
編集協力DNP年史センター]. 京都市 : 川島織物セルコン, 2007.
(Kawashima Orimono sogyo 145-nen kara 163-mem (kaisha gappei) made no rekishi : atarashii dento no sozo o mezashite)
EAST AC945.M3 K43 2007

ケイ·エス·エム株式会社社史 : "everforward with Steelcase" / [編集ケイ·エス·エム株式会社社史編集委員会]. 京都府
: ケイ·エス·エム株式会社, 平成 18 [2006]
(Kei Esu Emu Kabushiki Kaisha shashi : everforward with Steelcase)
EAST AC945.M3 K45 2006

競輪60年史 = 60th anniversary of keirin / [競輪六十年史編纂事務局]. 東京 : JKA, 平成 21 [2009]
(Keirin 60-nenshi = 60th anniversary of keirin)
EAST AC945.O7 A45 2009

競技かるた百年史 / 編集競技かるた百年史 編纂委員会. 東京 : 全日本かるた協会, 平成 20 [2008]
(Kyogi karuta hyakunenshi)
EAST AC945.O7 Z46 2008

協会創立50周年史 / [協会創立50周年記念事業特別委員会]. [茨城県] : 茨城県労災保険指定医協会, 平成 20 [2008]
(Kyokai soritsu 50-shunenshi)
EAST AC945.O7 I27 2008

妙感寺史 / 竹貫元勝. [湖南市] : 中外日報社事業局, 平成 21 [2009]
(Myokanjishi)
EAST AC945.O7 M59 2009

日本敎育会30周年記念誌. 東京 : 日本敎育会, 平成 19 [2007]
(Nihon Kyoikukai 30-shunen kinenshi )
EAST AC945.E3 N55 2007

日本のシェル100年のあゆみ = The centenary of Shell in Japan / 編集昭和シェル石油株式会社広報室,
シェルジャパン株式会社広報総務部. 東京都 : 昭和シェル石油, 2001.
(Nihon no Sheru 100-nen no ayumi = the centenary of Shell in Japan)
EAST AC 945.M3 S58 2001

日本甜菜製糖90年史 / 編集日本甜菜製糖株式会社. 東京 : 日本甜菜製糖株式会社, 平成 21 [2009]
(Nihon Tensai Seito 90-nenshi)
EAST AC945.M3 N544 2009

Page 2

A - General Works

新潟県神社庁六十年誌. 新潟県 : 新潟県神社庁, 平成 19 [2007]
(Niigata-ken Jinjacho rokujunenshi )
EAST AC945.O7 N56 2007

お茶の水図書館の60年 / [編者財団法人石川文化事業財団]. 東京 : 石川文化事業財団, 2007.
(Ochanomizu Toshokan no 60-nen)
EAST AC945.I5 O24 2007

オーディオ10年のあゆみ / オーディオ10年のあゆみ編集委員会. 東京 : 日本オーディオ協会, 1997.
(Odio 10-nen no ayumi)
EAST AC945.O7 N54 1997

桜蔭会東京支部六十年記念誌. 東京 : 桜蔭会東京支部, 2007.
(Oinkai Tokyo Shibu rokujunen kinenshi )
EAST AC945.E3 O36 2007

岡山製紙100年史 : 1907-2007 / 企画 · 編集協力凸版印刷年始センター. 岡山市 : 株式会社岡山製紙, 平成 20 [2008]
(Okayama Seishi 100-nenshi : 1907-2007)
EAST AC945.M3 O35 2008

奥村組100年史 / 編集株式会社奥村組社長室社史編纂グループ. 大阪市 : 奥村組, 平成19 [2007]
(Okumuragumi 100-nenshi)
EAST AC945.C7 O38 2007

オオスミの步み環境の歴史とともに : 株式会社オオスミ三十五年史 / 筆者小田部真季 ;
編さん株式会社オオスミ社史編さん事務局. 横浜市 : 株式会社オオスミ, 2003.
(Osumi no ayumi kankyo no rekishi to tomo ni : Kabushiki Kaisha Osumi sanjugonenshi)
EAST AC945.S4 O86 2003

麗澤海外開発協会30年の步み : the 30th anniversary since 1971 / [編集麗澤海外開発協会30年史編集委員会]. 千葉県 :
麗澤海外開発協会, 2003.
(Reitaku Kaigai Kaihatsu Kyokai 30-nen no ayumi : the 30th anniversary since 1971)
EAST AC945.O7 R45 2003

労災協会創立40周年史 / [企画編纂協会史編纂委員会]. [茨城県] : 茨城県労災保険指定医協会, 平成 13 [2001]
(Rosai Kyokai soritsu 40-shunenshi)
EAST AC945.O7 I27 2001

埼玉司法書士会史 / [編纂埼玉司法書士会史編纂室]. さいたま市 : 埼玉司法書士会, 平成 21 [2009]
(Saitama Shiho Shoshikaishi)
EAST AC945.O7 S25 2009

三十年のあゆみ. 東京都 : 建設荷役車両安全技術協会, 平成 21 [2009]
(Sanjunen no ayumi )
EAST AC945.O7 K46 2009

清和綜合建物50年の步み : challenge & hospitality 1957-2007 / [編纂清和綜合建物株式会社]. 東京 : 清和綜合建物,
2008.
(Seiwa Sogo Tatemono 50-nen no ayumi : challenge & hospitality 1957-2007)
EAST AC945.C7 S45 2008

Page 3

A - General Works

自然のちからを, 未来のチカラへ : 明治乳業90年史 / [編纂明治乳業株式会社社史編集委員会]. 東京 :
明治乳業株式会社, 2007.
(Shizen no chikara o mirai no chikara e : Meiji Nyugyo 90-nenshi)
EAST AC945.M3 M45 2007

淸浄光寺史 / 編集淸浄光寺史編集委員会. 藤沢市 : 淸浄光寺, 平成 19 [2007]
(Shojokojishi)
EAST AC945.O7 S59 2007
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