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(Gojunen no koseki)
EAST AC945.T7 M58 2009

阪和興業六十年史 / [編纂阪和興業株式会社]. 大阪市 : 阪和興業株式会社, 平成20 [2008]
(Hanwa Kogyo rokujunenshi)
EAST AC945.M3 H36 2008

カステラ文化誌全書 = East meets West / [著者粟津則雄 ... [et al.]] 東京 : 平凡社, 1995.
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(Mirai e tsuzuku 100-nen no kiseki : Hyogo Kojo 100-nen shi = Track of the past 100 years leading to the future : Hyogo Works the first
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EAST AC945.M3 K42 2007

長野県連合婦人会二十五年史. 長野市 : 長野県連合婦人会, 昭和 50 [1975]
(Nagano-ken Rengo Fujinkai nijugonenshi )
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日本公認会計士協会近畿会六十年史 = The Japanese Institute of Certified Public Accountants Kinki Chapter 60th
anniversary / [編集60周年事業特別委員会記念誌小委員会]. 大阪市 : 日本公認会計士協会近畿会, 平成 21[2009]

(Nihon Konin Kaikeishi Kyokai Kinkikai rokujunenshi = The Japanese Institute of Certified Public Accountants Kinki Chapter 60th anniversary)
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大本組百年史 / 編集株式会社大本組創業百周年社史編集委員会. 岡山市 : 大本組, 2007.
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パナソニックスカラシップ10年の步み / [編者10年誌編集委員会]. 大阪府 :
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立命館アジア太平洋大学開学のあゆみ = Chronicle, establishment of Ritsumeikan Asia Pacific University. 京都市 :
立命館, 2000.
(Ritsumeikan Ajia Taiheiyo Daigaku kaigaku no ayumi = Chronicle establishment of Ritsumeikan Asia Pacific University )
EAST AC945.E3 R58 2000a

三十年の步み / [編集30周年記念誌編集部会]. 那覇市 : 沖縄県生コンクリート工業組合, 2008.
(Sanjunen no ayumi)
EAST AC945.M3 O55 2008

三共ライフテック : 巣立ちのとき. [Tokyo] : 三共ライフテック株式会社, [2007]
(Sankyo Raifu Tekku : sudachi no toki )
EAST AC945.M3 S25 2007

札幌トヨタ60年のあゆみ / 編集札幌トヨタ自動車株式会社60周年記念事業推進委員会. 札幌市 :
札幌トヨタ自動車株式会社, 平成19 [2007]
(Sapporo Toyota 60-nen no ayumi)
EAST AC945.T7 S27 2007

佐世保重工業60年史 : 海を走り陸を拓く / [編集佐世保重工業60年史編纂委員会]. 東京 : 佐世保重工業, 平成 18 [2006]
(Sasebo Jukogyo 60-nenshi : umi o hashiri riku o hiraku)
EAST AC945.M3 S27 2006

聖徳学園七十年の步み / 聖徳学園七十年史編集委員会. 松戶市 : 聖徳学園, 平成15 [2003]
(Seitoku Gakuen nanajunen no ayumi)
EAST AC945.E3 S45 2003

聖徳学園六十年の步み / 聖徳学園六十周年史編集委員会. 東京 : 聖徳学園, 平成 5 [1993]
(Seitoku Gakuen rokujunen no ayumi)
EAST AC945.E3 S45 1993
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シヤチハタ八〇年史 / [社史編纂委員会企画編纂]. 名古屋市 : シヤチハタ, Heisei 19 [2007]2
(Shachihata hachijunenshi)
EAST AC945.M3 S52 2007

写真集愛知医科大学の歴史 : 1970-2006 / 編集愛知医科大学. 愛知県 : 愛知医科大学, 平成 20 [2008]
(Shashinshu Aichi Ika Daigaku no rekishi : 1970-2006)
EAST AC945.E3 A55 2008

シナネン 80年史 = A history of Sinanen Co., Ltd. 1927-2007 / [編集シナネン株式会社経営企画部IR広報チーム]. 東京
: シナネン株式会社, 平成19 [2007]
(Shinanen 80-nenshi = A history of Sinanen Co Ltd 1927-2007)
EAST AC945.E4 S57 2007

鉄鋼十年史 : 平成10年-平成19年 / [編集日本鉄鋼連盟]. 東京 : 日本鉄鋼連盟, 2008.
(Tekko junenshi : Heisei 10-nen-Heisei 19-nen)
EAST AC945.M3 N543 2008

東京電機大学100年史 : 正史編 / 編集(学)東京電機大学100年史編纂委員会. 東京 : 東京電機大学, 平成 20 [2008]
(Tokyo Denki Daigaku 100-nenshi : seishihen)
EAST AC945.E3 T655 2008

筑紫医師会百周年史 / 編集100周年記念史編集委員会. 太宰府市 : 筑紫医師会, 平成 20 [2008]
(Tsukushi Ishikai hyakushunenshi)
EAST AC945.O7 T88 2008

四十五年のあゆみ. 長野市 : 長野県連合婦人会, 平成 5 [1993]
(Yonjugonen no ayumi )
EAST AC945.O7 N34 1993

ユサコ55年の步み = the 55th anniversary of usaco / 編集グループリーダー山川隆司. 東京 : ユサコ株式会社, 2004.
(Yusako 55-nen no ayumi = the 55th anniversary of usaco)
EAST AC945.S4 Y87 2004

D - History: General and Outside the Americas

1945年の歴史認識 : 「終戦」をめぐる日中対話の試み / 劉傑, 川島真編. 東京 : 東京大学出版会, 2009.
(1945-nen no rekishi ninshiki : shusen o meguru Nitchu taiwa no kokoromi)
EAST DS849.C6 A13 2009

文化行政要覧. 那覇市 : 沖縄県教育委員会
(Bunka gyosei yoran )
EAST f DS894.99.O37 A22

文化財要覧. 那覇市 : 沖縄県教育委員会
(Bunkazai yoran )
EAST DS894.99.O37 A22
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地図から消えた地名 : 消滅した理由とその謎を探る / 今尾恵介著. 東京 : 東京堂出版, 平成 20 [2008]
(Chizu kara kieta chimei : shometsu shita riyu to sono nazo o saguru)
EAST DS805 .I444 2008

朝鮮行政. 경기도 파주시 : 한국 학술 정보, 2005.
(Chosen gyosei )
EAST DS916.525 .C46

古事記を読む / 三浦佑之編. 東京 : 吉川弘文館, 2008.
(Kojiki o yomu)
EAST DS855 .K664 2008

教科書から消えた日本史 : 学校で習った「歴史」は間違いだらけ / 河合敦. 東京 : 光文社, 2008.
(Kyokasho kara kieta Nihon shi : gakko de naratta rekishi wa machigaidarake)
EAST DS834.96 .K3887 2008

満洲事変日誌記錄 / 芳井研一解說. 東京 : 不二出版, 2009(Manshu Jihen nisshi kiroku)
EAST DS783.8 .M3597 2009

レジェンド伝說の男白洲次郎 / 北康利. 東京 : 朝日新聞出版, 2009.
(Rejendo densetsu no otoko Shirasu Jiro)
EAST DS890.S57 K578 2009

歴史の残像 : 歴史家の見た戦前・戦中・戦後 / 瀬野精一郎著. 東京 : 吉川弘文館, 平成 20 [2008]
(Rekishi no zanzo : rekishika no mita senzen senchu sengo)
EAST DS881.9 .S46 2008

琉球を守護する神 / 原田禹雄. 宜野湾市 : 榕樹書林, 2003.
(Ryukyu o shugosuru kami)
EAST DS895.R94 H377 2003

戦場心理の研究 / [早尾乕雄] ; 岡田靖雄解說. 東京 : 不二出版, 2009.
(Senjo shinri no kenkyu)
EAST D744.55 .H39 2009

丁丑日誌. 鹿児島 : 鹿児島県立図書館, 昭和36-37 [1961-62]
(Teichu nisshi )
EAST DS894.99.K338 T45

F - History: United States Local and Latin America

「出稼ぎ」から「デカセギ」へ : ブラジル移民一〇〇年にみる人と文化のダイナミズム / 三田千代子. 東京 : 不二出版,
2009.
(Dekasegi kara dekasegi e : Burajiru imin hyakunen ni miru hito to bunka no dainamizumu)
EAST F2659.J3 M58 2009

G - Geography
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江戶モードの誕生 : 文様の流行とスター絵師 / 丸山伸彦. 東京 : 角川学芸出版, 平成 20 [2008]
(Edo modo no tanjo : monyo no ryuko to suta eshi)
EAST GT1560 .M358 2008

真境名由康 : 人と作品. 1, 人物編 / [編集「真境名由康人と作品」刊行委員会]. 那覇市 :
「真境名由康人と作品」刊行委員会, 昭和 62 [1987]
(Majikina Yuko : hito to sakuhin )
EAST GV1696.O42 M35 1987

沖縄の祭祀と民俗芸能の研究 / 大城學. 東京 : 砂子屋書房, 2003.
(Okinawa no saishi to minzoku geino no kenkyu)
EAST GT4884.A3 O3864 2003

H - Social Sciences

あさま山荘 1972 / 坂口弘. 東京 : 彩流社, 1993.
(Asama Sanso 1972)
EAST HX411.R463 S25 1993

地域の振興 : 制度構築の多様性と課題 / 西川芳昭,吉田栄一編. 千葉市 : アジア経済研究所, 2009.
(Chiiki no shinko : seido kochiku no tayosei to kadai)
EAST HT395.S66 C45 2009

悲田院長吏文書 / 長吏文書研究会編. 大阪市 : 部落解放 · 人権研究所, 2008.
(Hidenin chori monjo)
EAST HT725.J3 H534 2008

ヒロインたちの百年 : 文学・メディア・社会における女性像の変容 / 岩見照代. 東京 : 學藝書林, 2008.
(Hiroin-tachi no hyakunen : bungaku media shakai ni okeru joseizo no henyo)
EAST HQ1762 .I92 2008

上海ネットワ－クと近代東アジア / 古田和子. 東京 : 東京大学出版会, 2000.
(Shanhai nettowaku to kindai Higashi Ajia)
EAST HF3820.5.Z7 C635 2000

横浜線百年 : 明治41年~ 電化に33年, 複線化に80年 / サトウマコト. 横浜市 : ニイサンマルクラブ, 2008.
(Yokohamasen hyakunen : Meiji 41-nen denka ni 33-nen fukusenka ni 80-nen)
EAST HE3359.K34 S28 2008

豊かさと棄民たち : 水俣学事始め / 原田正純. 東京 : 岩波書店, 2007.
(Yutakasa to kimintachi : Minamata-gaku kotohajime)
EAST HM821 .H38 2007

J - Political Science

日本と国連の 50年 : オーラルヒストリー / 明石康 ... [et al.] 編著. 京都市 : ミネルヴァ書房, 2008.
(Nihon to Kokuren no 50-nen : oraru hisutori)
ASIA JZ4984.5 .N55 2008
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K - Law

東京裁判の教訓 / 保阪正康. 東京 : 朝日新聞出版, 2008.
(Tokyo Saiban no kyokun)
EAST KZ1181 .H67 2008

闇を擊つ = Secrecy and the future of America / ローレンス・レペタ著 ; 石井邦尚訳. 東京 : 日本評論社, 2006.
(Yami o utsu = Secrecy and the future of America)
EAST KF4774 .R47 2006

L - Education

ガリオア留学生の足跡 : = The footsteps of 55 Okinawan GARIOA students /
[編・著ガリオア・フルブライト沖縄同窓会]. 那覇市 : ガリオア・フルブライト沖縄同窓会, 2008.
(Garioa ryugakusei no ashiato : = The footsteps of 55 Okinawan GARIOA students)
EAST LB2376.4 .G372 2008

「満州」植民地中国人用敎科書集成 / 竹中憲一編・解說. 東京 : 緑蔭書房, 2005.
(Manshu shokuminchi Chugokujin-yo kyokasho shusei)
EAST LB3048.C6 M36 2005

視聴覚教育の基礎 / [執筆高木裕子, 深田淳] ; 国立国語研究所. 東京 : 大蔵省印刷局, 平成 7 [1995]
(Shichokaku kyoiku no kiso)
EAST LB1043.2.J3 T35 1995

N - Fine Arts

美術のアイデンティティー : 誰のために, 何のために / 佐藤道信著. 東京 : 吉川弘文館, 2007.
(Bijutsu no aidentiti : dare no tame ni nan no tame ni)
EAST N7477 .S28 2007

グラフィックデザイソイソヅヤパソ / 日本グラフイツクデザイナー協会 = Graphic design in Japan / Japan Graphic
Designers Association.
(Gurafikku dezain in Japan)
ASIA f NC998.6.J3 G7

P - Language and Literature

外来語の形成とその教育 / [カッケンブッシュ寬子, 大曽美恵子執筆] ; 国立国語研究所[編]. 東京 : 大蔵省印刷局, 平成
2 [1990]
(Gairaigo no keisei to sono kyoiku)
EAST PL664.E5 K34 1990

源氏物語表現の理路 / 今井上. 東京 : 笠間書院, 2008.
(Genji monogatari hyogen no riro)
EAST PL788.4.G43 I537 2008

語彙の研究と教育 / 国立国語研究所． 東京 : 大蔵省印刷局, 昭和 59-60 [1984-1985]
(Goi no kenkyu to kyoiku)
EAST PL539.2 G65 1984
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P - Language and Literature

平家物語を読む / 川合康編. 東京 : 吉川弘文館, 2009.
(Heike monogatari o yomu)
EAST PL790.H43 H45 2009

方言と日本語教育 / 国立国語研究所. 東京 : 大蔵省印刷局, 平成 5 [1993]
(Hogen to Nihongo kyoiku)
EAST PL688 .H63 1993

仮名手本忠臣蔵を読む / 服部幸雄編. 東京 : 吉川弘文館, 2008.
(Kanadehon Chushingura o yomu)
EAST PL794.6.K33 K365 2008

"感覚的"マンガ論 / 牧野圭一. 東京 : 日本放送出版協会, 2008.
(Kankakuteki mangaron)
EAST PN6710 .M29 2008

今昔物語集を読む / 小峯和明編. 東京 : 吉川弘文館, 2008.
(Konjaku monogatarishu o yomu)
EAST PL787.K63 K686 2008

今昔・三国伝記の世界 / 池上洵一. 大阪市 : 和泉書院, 2008.
(Konjaku Sangoku denki no sekai)
EAST PL787.K63 I35 2008

萬葉語文研究 / 萬葉語学文学研究会編. 大阪市 : 和泉書院, 2005(Manyo gobun kenkyu)
EAST PL728.15.A1 M36

万葉集を読む / 古橋信孝編. 東京 : 吉川弘文館, 2008.
(Manyoshu o yomu)
EAST PL728.15 .M36 2008

マウナケアの雪 / 橋本捨五郎. 福島県郡山市 : 橋本捨五郎, 2004.
(Maunakea no yuki)
EAST PL871.A85 M38 2004

文字・表記の教育 / [加藤彰彥, 伊藤芳照執筆] ; 国立国語研究所[編]. 東京 : 大蔵省印刷局, 昭和 63 [1988]
(Moji hyoki no kyoiku)
EAST PL545 .K38 1988

日本映画のヒット力 : なぜ日本映画は儲かるようになったか / 大高宏雄. 東京 : ランダムハウス講談社, 2007.
(Nihon eiga no hittoryoku : naze Nihon eiga wa mokaru yoni nattaka)
EAST PN1993.5.J3 O87 2007

日本語の指示詞 / 国立国語研究所. 東京 : 大藏省印刷局, 平成11 [1999]
(Nihongo no shijishi)
EAST PL629.D44 T36 1999
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P - Language and Literature

二人禿. 山姬捨松. 壺坂観音霊験記 / 編集国立劇場調查資料課. 東京 : 日本芸術文化振興会, 2008.
(Ninin kamuro Hibariyama himesute no matsu Tsubosaka kannon reigenki)
EAST PN2924.5.K3 J64 v.509

二人三番叟. 菅原伝授手習鑑 / 編集国立劇場調查資料課. 東京 : 日本芸術文化振興会, 2008.
(Ninin sanbaso Sugawara denju tenarai kagami)
EAST PN2924.5.K3 J64 v.517

說話とその周辺 / 池上洵一. 大阪市 : 和泉書院, 2008.
(Setsuwa to sono shuhen)
EAST PL726.115 .I385 2008

若松考二実錄・連合赤軍: あさま山荘への道程 [編者「実錄・連合赤軍」編集委員会, 掛川正幸]. 東京 : 朝日新聞社, 2008.
(Wakamatsu Koji Jitsuroku Rengo Sekigun : Asama Sanso e no dotei)
EAST f PN1997.2.J587 W35 2008

鑓の権三重帷子・敵討襤褸錦・女殺油地獄 / [編集国立劇場調查養成部調查資料課]. 東京 : 日本芸術文化振興会, 2009.
(Yari no Gonza kasanekatabira Katakiuchi tsuzure no nishiki Onnagoroshi abura no jigoku)
EAST PN2924.5.K3 J64 v.520

Q - Science

日本の天文学の百年 = one hundred years of astronomy in Japan / 日本天文学会百年史編纂委員会編. 東京 :
恒星社厚生閣, 2008.
(Nihon no tenmongaku no hyakunen = one hundred years of astronomy in Japan)
EAST QB33.J3 N54 2008

R - Medicine

水俣への回帰 / 原田正純. 東京 : 日本評論社, 2007.
(Minamata e no kaiki)
EAST RA1231.M5 H354 2007

水俣五〇年 : ひろがる「水俣」の思い Minamata 1956-2006 / 最首悟, 丹波博紀編. 東京 : 作品社, 2007.
(Minamata gojunen : hirogaru Minamata no omoi Minamata 1956-2006)
EAST RA1231.M5 M47 2007

「水俣」の言說と表象 / 小林直毅編 ; 伊藤守 ... [et al.]. 東京 : 藤原書店, 2007.
(Minamata no gensetsu to hyosho)
EAST RA1231.M5 M54 2007

水俣学講義 / 原田正純編著. 東京 : 日本評論社, 2004-2005.
(Minamatagaku kogi)
EAST RA1231.M5 M556 2004

T - Technology
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T - Technology

電気洗濯機100年の歴史 / 大西正幸著. 東京 : 技報堂出版, 2008.
(Denki sentakuki 100-nen no rekishi)
EAST TT997 .O557 2008

日本〈工芸〉の近代 : 美術とデザインの母胎として / 森仁史著. 東京 : 吉川弘文館, 2009.
(Nihon kogei no kindai : bijutsu to dezain no botai to shite)
EAST TS105 .M67 2009

U - Military Science

大同保育隊報告 / 藤野豊編・解說. 東京 : 不二出版, 2008.
(Daido Hoikutai hokoku)
EAST UA848.I6 D35 2008

調查彙報. 東京 : 不二出版, 2007-2008.
(Chosa iho )
EAST f UA846 .C46

外邦測量沿革史. 草稿 / 小林茂解說. 東京 : 不二出版, 2008(Gaiho sokuryo enkakushi )
EAST UG473.C6 G35 2008

Z - Library Science

新聞出版用紙割当制度の槪要とその業務実績. 石川県金沢市 : 金沢文圃閣, 2004.
(Shinbun shuppan yoshi wariate seido no gaiyo to sono gyomu jisseki )
EAST Z463.4 .S54 2004

書籍雑誌商資料 : 内地・植民地, 1937-41 / 大久保久雄, 福島鑄郎監修. 金沢市 : 金沢文圃閣, 2004.
(Shoseki zasshisho shiryo : naichi shokuminchi 1937-41)
EAST Z463.8 .S56 2004
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