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Reference
A - General Works

古事類苑新仮名索引 / 倉本一宏編. 東京 : 吉川弘文館, 2010.
(Koji ruien shinkana sakuin)
EAST REF AE35.2.K553 K87 2010

General
A - General Works

25年の步み : 25th anniversary / 編集25周年事業実行委員会. 愛知県 : 愛知県陶磁器工業協同組合, 平成 21 [2009]
(25-nen no ayumi : 25th anniversary)
EAST AC945.O7 A55 2009

福岡空港ビルディング40年史 : 最近10年の步み / 発行福岡空港ビルディング株式会社 ;
編集福岡空港ビルディング40年史編纂事務局. 福岡市 : 福岡空港ビルディング株式会社, 平成19 [2007]
(Fukuoka Kuko Birudingu 40-nenshi : saikin 10-nen no ayumi)
EAST AC945.R4 F85 2007

福岡空港ビルディング三十年の步み / [編集福岡空港ビルディング株式会社30年史編纂委員会]. 福岡市 :
福岡空港ビルディング株式会社, 平成10 [1998]
(Fukuoka Kuko Birudingu sanjunen no ayumi)
EAST AC945.R4 F85 1998

北海信用金庫八十年史 / 編集·発行北海信用金庫. 北海道余市郡余市町 : 北海信用金庫, 平成18 [2006]
(Hokkai Shinyo Kinko hachijunenshi)
EAST AC945.F5 H64 2006

岩鋳100周年記念誌 = Iwachu Corporation 100 years / [編集岩鋳100周年記念誌編纂委員会]. 岩手県 : 岩鋳鋳造所,
岩鋳販売株式会社, 平成 15 [2003]
(Iwachu 100-shunen kinenshi = Iwachu Corporation 100 years)
EAST AC945.M3 I93 2003

JA宮崎信連50年史 / [編纂·発行宮崎県信用農業協同組合連合会] 宮崎市 : 宮崎県信用農業協同組合連合会, 平成10 [1998]
(JA Miyazaki Shinren 50-nenshi)
EAST AC945.A5 M58 1998

JR北海道 20年のあゆみ / 編集JR北海道20年史編纂委員会. [札幌市] : 北海道旅客鉄道株式会社, 2007.
(JR Hokkaido 20-nen no ayumi)
EAST AC945.T7 H65 2007

宮崎交通70年史 / 編集宮崎交通社史編纂委員会. 宮崎市 : 宮崎交通株式会社, 平成 9 [1997]
(Miyazaki Kotsu 70-nenshi)
EAST AC945.T7 M59 1997

日本のラジオ30年史 = The first 30 years of Japanese radio : 1925-55 / [著者岡部匡伸, 編集小山内洋]. 東京 :
日本ラジオ博物館, 2009.
(Nihon no rajio 30-nenshi = The first 30 years of Japanese radio : 1925-55)
EAST AC945.O7 N546 2009
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A - General Works

王子製紙苫小牧工場創業100年のあゆみ / 編集·制作有限会社一耕社. 北海道苫小牧市 : 王子製紙株式会社苫小牧工場,
2010.
(Oji Seishi Tomakomai Kojo sogyo 100-nen no ayumi)
EAST AC945.M3 O48 2010

琉球新報百十年史 / 編集琉球新報百十年史刋行委員会. 那霸市 : 琉球新報社, 2003.
(Ryukyu shinpo hyakujunenshi)
EAST AC945.I5 R98 2003

琉球新報百年史 / 編集琉球新報百年史刋行委員会. 那霸市 : 琉球新報社, 平成 5 [1993]
(Ryukyu shinpo hyakunenshi)
EAST AC945.I5 R98 1993

新東亜交易50年史 : Shintoa Corporation / [編集·制作株式会社出版文化社]. 東京 : 新東亜交易株式会社, 2003.
(Shin Toa Koeki 50-nenshi : Shintoa Corporation)
EAST AC945.C6 S55 2003

創立40周年記念誌. 那覇市 : 野村流古典音楽保存会, 平成 7 [1995]
(Soritsu 40-shunen kinenshi )
EAST AC945.O7 N66 1995

創立45周年記念誌. 那覇市 : 野村流古典音楽保存会, 平成 12 [2000]
(Soritsu 45-shunen kinenshi )
EAST AC945.O7 N66 2000

東京書籍100年のあゆみ / [企画・編集東京書籍株式会社社史編纂室, 百年史社内委員会]. 東京 : 東京書籍, 平成22
[2010]
(Tokyo Shoseki 100-nen no ayumi)
EAST AC945.I5 T65 2010b

東京書籍百年史 / [企画·編集東京書籍株式会社百年史編纂委員会·社史編纂室]. 東京 : 東京書籍, 平成22 [2010]
(Tokyo Shoseki hyakunenshi)
EAST AC945.I5 T65 2010

ゆたかな未来へ： 京都信用金庫創立80周年記念誌 / 編集京都信用金庫創立80周年記念事業委員会. 京都市：
京都信用金庫, 平成 16 [2004]
(Yutaka na mirai e : Kyoto Shinyo Kinko soritsu 80-shunen kinenshi)
EAST AC945.F5 K96 2004

全港湾運動史 / 全日本港湾労働組合編. 東京 : 労働旬報社, 1972-2008.
(Zen Kowan undoshi)
EAST AC945.O7 Z465 1972

B - Philosophy, Psychology, Religion

江戶のみやび : 当世謳歌と古代憧憬 / 鈴木淳. 東京 : 岩波書店, 2010.
(Edo no miyabi : tosei oka to kodai shokei)
EAST BH301.G7 S89 2010
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B - Philosophy, Psychology, Religion

細川ガラシャ : 散りぬべき時知りてこそ / 田端泰子著. 京都市 : ミネルヴァ書房, 2010.
(Hosokawa Garasha : chirinubeki toki shirite koso)
EAST BX4705.H7553 T33 2010

加藤玄智集 / 島薗進, 高橋原, 前川理子監修. 東京 : クレス出版, 2004.
(Kato Genchi shu)
EAST BL27 .K38 2004

宗教学の諸分野の形成 / 島薗進, 高橋原, 星野靖二編集. 東京 : クレス出版, 2007.
(Shukyogaku no shobunya no keisei)
EAST BL51 .S585 2007

統一教会 : 日本宣教の戦略と韓日祝福 / 櫻井義秀, 中西尋子著. 札幌市 : 北海道大学出版会, 2010.
(Toitsu Kyokai : Nihon senkyo no senryaku to Kan-Nichi shukufuku)
EAST BX9750.S44 S35 2010

C - Auxiliary Sciences of History

日本年表選集 / 日置英剛編・解說. 東京 : クレス出版, 2005.
(Nihon nenpyo senshu)
EAST CE61.J3 N538 2005

D - History: General and Outside the Americas

文化学の脫=構築： 琉球弧からの視座 / 松井健. 宜野湾市： 榕樹書林, 1998.
(Bunkagaku no datsukochiku : Ryukyuko kara no shiza)
EAST DS894.9.O3724 M37 1998

原爆の記憶 : ヒロシマ/ナガサキの思想 / 奥田博子. 東京 : 慶應義塾大学出版会, 2010.
(Genbaku no kioku : HiroshimaNagasaki no shiso )
EAST D767.25.H6 O458 2010

平安鎌倉記錄典籍集 / 東京大学史料編纂所編. 東京 : 八木書店, 2007.
(Heian Kamakura kiroku tensekishu)
EAST f DS855.87 .T652 2007

「満洲」の成立 : 森林の消尽と近代空間の形成 / 安冨步, 深尾葉子編. 名古屋市 : 名古屋大学出版会, 2009.
(Manshu no seiritsu : shinrin no shojin to kindai kukan no keisei)
EAST DS783.7 .M255 2009

南島志 : 現代語訳 / 新井白石[著] ; 原田禹雄訳注. 沖縄県宜野湾市 : 榕樹書林, 1996.
(Nantoshi : gendaigoyaku)
EAST DS895.R9 A667334 1996

日韓近現代歴史資料の共用化へ向けて : アーカイブズ学からの接近 / 編集人間文化研究機構,
国文学研究資料館アーカイブズ研究系. 東京 : 人間文化研究機構, 国文学研究資料館アーカイブズ研究系, 2005.
(Nikkan kin-gendai rekishi shiryo no kyoyoka e mukete : akaibuzugaku kara no sekkin)
EAST DS916 .N55 2005
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D - History: General and Outside the Americas

沖縄の文化 / [編集 沖縄県]. 那覇市 : 沖縄県, 1992
(Okinawa no bunka)
EAST DS894.99.O37 O436 1992

正倉院文書の世界 : よみがえる天平の時代 / 丸山裕美子著. 東京 : 中央公論新社, 2010.
(Shosoin monjo no sekai : yomigaeru Tenpyo no jidai)
EAST DS855.68 .M37 2010

東亞に立ちて / クラウス・メーナート著. 東京 : 電通出版部, 昭和 17 [1942]
(Toa ni tachite)
ASIA NORTH DK27 .M45 1942

G - Geography

河童の文化誌 : 明治・大正・昭和編 / 和田寬著. 東京 : 岩田書院, 2010.
(Kappa no bunkashi : Meiji Taisho Showa hen)
EAST GR340 .W24 2010

H - Social Sciences

物価統計月報. 小売価格資料編 = Monthly report of retail prices. prices of consumer goods and services. 東京 :
日本統計協会, 1970-1999.
(Bukka tokei geppo Monthly report of retail prices )
EAST HB235.J3 B84

中国の持続可能な成長 : 資源・環境制約の克服は可能か? / 堀井伸浩編. 千葉市 : アジア経済研究所, 2010.
(Chugoku no jizoku kano na seicho : shigen kankyo seiyaku no kokufuku wa kano ka)
EAST HD9502.C6 C56 2010

中国農村改革と農業産業化 / 池上彰英, 寳劔久俊編. 千葉市 : アジア経済研究所, 2009.
(Chugoku noson kaikaku to nogyo sangyoka)
EAST HD2098 .C495 2009

大卒就職の社会学 : データからみる変化 = The sociology of transition from university to work : empirical studies
of the changing mechanisms in contemporary Japan / 苅谷剛彦, 本田由紀編. 東京 : 東京大学出版会, 2010.

(Daisotsu shushoku no shakaigaku : deta kara miru henka = The sociology of transition from university to work : empirical studies of the
changing m)
EAST HD6278.J3 D35 2010

同性愛と異性愛 / 風間孝, 河口和也. 東京 : 岩波書店, 2010.
(Doseiai to iseiai)
EAST HQ76.25 .K37 2010

ジェンダーと社会 : 男性史・軍隊・セクシュアリティ / 木本喜美子, 貴堂嘉之編. 東京 : 旬報社, 2010.
(Jenda to shakai : danseishi guntai sekushuariti)
EAST HQ1075 .J453 2010
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H - Social Sciences

韓国のFTA : 10年の步みと第三国への影響 / 奥田聡著. 千葉市 : アジア経済研究所, 2010.
(Kankoku no FTA : 10-nen no ayumi to daisangoku e no eikyo)
EAST HF2370.5 .O38 2010

化粧と人間 : 規格化された身体からの脫出 / 石田かおり. 東京 : 法政大学出版局, 2009.
(Kesho to ningen : kikakukasareta shintai kara no dasshutsu)
EAST HQ1220.J3 I84 2009

日本不動産業史 : 産業形成からポストバブル期まで = History of the real estate business in Japan : from the 19th
century to the present day / 橘川武郎, 粕谷誠編. 名古屋市 : 名古屋大学出版会, 2007.

(Nihon fudosangyoshi : sangyo keisei kara posuto baburu-ki made = History of the real estate business in Japan : from the 19th century to
the pre)
EAST HD1393.4.J3 N54 2007

新興諸国の資本財需要 : ロシアとベトナムの工作機械市場 / 水野順子編. 千葉市 : アジア経済研究所, 2010.
(Shinko shokoku no shihonzai juyo : Roshia to Betonamu no kosaku kikai shijo)
EAST HD9705.D462 S55 2010

「在日企業」の産業経済史 : その社会的基盤とダイナミズム / 韓載香著. 名古屋市 : 名古屋大学出版会, 2010.
(Zainichi kigyo no sangyo keizaishi : sono shakaiteki kiban to dainamizumu)
EAST HD2358.5.J3 H36 2010

J - Political Science

インド民主主義体制のゆくえ : 挑戦と変容 / 近藤則夫編. 千葉市 : アジア経済研究所, 2009.
(Indo minshu shugi taisei no yukue : chosen to henyo)
EAST JQ231 .I59 2009

憲法と沖縄を問う / 井端正幸, 渡名喜庸安, 仲山忠克編. 京都市 : 法律文化社, 2010.
(Kenpo to Okinawa o tou)
EAST JC599.J32 .O534 2010

新興民主主義国における政党の動態と変容 / 佐藤章編. 千葉市 : アジア経済研究所, 2010.
(Shinko minshu shugikoku ni okeru seito no dotai to henyo)
EAST JF60 .S555 2010

K - Law

アジア諸国の障害者法 : 法的権利の確立と課題 / 小林昌之編. 千葉市 : アジア経済研究所, 2010.
(Ajia shokoku no shogaishaho : hoteki kenri no kakuritsu to kadai)
EAST KM442 .A953 2010

L - Education

占領下沖縄・奄美国語教科書研究 / 吉田裕久著. 東京 : 風間書房, 2010.
(Senryoka Okinawa Amami Kokugo kyokasho kenkyu)
EAST LB1577.J3 Y67 2010

Page 5

N - Fine Arts

アイヌ絵とその周辺 : 林昇太郎美術史論集 / 林昇太郎 ; [編者故林昇太郎氏遺作論集刊行会]. 札幌市 :
北海道出版企画センター, 2010.
(Ainu-e to sono shuhen : Hayashi Shotaro bijutsushi ronshu)
EAST N7356.H6 H39 2010

アニメは越境する / 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.
(Anime wa ekkyosuru)
EAST NC1766.J3 A559 2010

藤子不二雄 (A), 藤子・F・不二雄 : 二人で少年漫画ばかり描いてきた. 東京 : 日本図書センター, 2010.
(Fujiko Fujio (A) Fujiko F Fujio : futari de shonen manga bakari kaite kita )
EAST NC1709.F78 A45 2010

藤田嗣治作品をひらく : 旅・手仕事・日本 / 林洋子著. 名古屋市 : 名古屋大学出版会, 2008.
(Fujita Tsuguharu sakuhin o hiraku : tabi teshigoto Nihon)
EAST ND1059.F6 H38 2008

法隆寺 : 壁画と金堂 / 朝日新聞社編, 監修 石田茂作 亀田孜. 東京 : 朝日新聞社, 昭和 43 [1968]
(Horyuji : hekiga to kondo)
EAST f NA6057.N33 H6 1968

鎌倉大仏の謎 / 塩澤寬樹. 東京 : 吉川弘文館, 2010.
(Kamakura Daibutsu no nazo)
EAST NB1057.K3 S56 2010

日本の美術館名品展 = Masterworks from Japanese art museum collections / [編集東京都美術館, 美術館連絡協議会].
東京 : 美術館連絡協議会, [2009]
(Nihon no bijutsukan meihinten = Masterworks from Japanese art museum collections)
EAST f N6447 .N545 2009

日本植民地建築論 / 西澤泰彦著. 名古屋市 : 名古屋大学出版会, 2008.
(Nihon shokuminchi kenchikuron)
EAST NA1555 .N575 2008

P - Language and Literature

源氏物語の言葉と異国 / 金孝淑. 東京 : 早稲田大学出版部, 2010.
(Genji monogatari no kotoba to ikoku)
EAST PL788.4.G43 K44 2010

話し言葉における引用表現 : 引用標識に注目して / 加藤陽子. 東京 : くろしお出版, 2010.
(Hanashikotoba ni okeru inyo hyogen : inyo hyoshiki ni chumokushite)
EAST P302.814 .K37 2010

浄瑠璃・歌舞伎の舞台と上演 / 鎌倉惠子. 東京 : 森話社, 2010.
(Joruri kabuki no butai to joen)
EAST PL738.J6 K36 2010
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P - Language and Literature

関西新劇史 / 大岡欽治. 大阪市 : 東方出版, 1991.
(Kansai shingekishi)
EAST PN2925.K3 O56 1991

まんが学特講 : 目からウロコの戦後まんが史 / みなもと太郎, 大塚英志. 東京 : 角川学芸出版, 2010.
(Mangagaku tokko : me kara uroko no sengo mangashi)
EAST PN6790.J3 M566 2010

満洲国のビジュアル・メディア : ポスター・絵はがき・切手 / 貴志俊彦. 東京 : 吉川弘文館, 2010.
(Manshukoku no bijuaru media : posuta ehagaki kitte)
EAST P96.P722 C65 2010

宮崎駿の地平 : 広場の孤独・照葉樹林・アニミズム / 野村幸一郎. 京都市 : 白地社, 2010.
(Miyazaki Hayao no chihei : hiroba no kodoku shoyo jurin animizumu)
EAST PN6790.J3 N56 2010

日本映画は生きている / 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.
(Nihon eiga wa ikite iru)
EAST PN1993.5.J3 N5448 2010

選挙演說の言語学 / 東照二著. 京都市 : ミネルヴァ書房, 2010.
(Senkyo enzetsu no gengogaku)
EAST PN4193.P6 A98 2010

S - Agriculture

宗教学の形成過程 / 島薗進, 高橋原, 星野靖二編集. 東京 : クレス出版, 2006.
(Shukyogaku no keisei katei)
EAST SL51 .S545 2006

T - Technology

井戶 / 秋田裕毅 ; 大橋信弥編. 東京 : 法政大学出版局, 2010.
(Ido)
EAST

TD305.A1 A55 2010

Z - Library Science

江戶の絵本 : 画像とテキストの綾なせる世界 = Ehon in the Edo period : a splended world of interwoven image and
text / 鈴木淳, 浅野秀剛編. 東京 : 八木書店, 2010.

(Edo no ehon : gazo to tekisuto no ayanaseru sekai = Ehon in the Edo period : a splended world of interwoven image and text)
EAST Z1023 .E38 2010
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