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Reference
H - Social Sciences

ジェトロ貿易投資白書. 東京 : 日本貿易振興会, 2002(Jetoro boeki toshi hakusho )
EAST REF HF1351 .J47

ジェトロ世界貿易投資報告. 東京都 : ジェトロ
(Jetoro sekai boeki toshi hokoku )
EAST REF HF1351 .J47

日本の創業者 : 近現代起業家人名事典 / [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, 2010.
(Nihon no sogyosha : kin-gendai kigyoka jinmei jiten)
EAST REF HC461.5.A2 N54 2010

K - Law

ハンディ教育六法 = Handy Compendium of Education Laws in Japan / 浪本勝年 ; 伊藤良高 ; 志村欣一 ; 中田康彦 ;
広田健 ; 佐伯知美編. 東京 : 北樹出版, 2008.
(Handi kyoiku roppo = Handy Compendium of Education Laws in Japan)
EAST REF KNX3138 .H36 2008

General
A - General Works

50年のあゆみと人生の轍. さいたま市 : アイケーメタル株式会社, 2009.
(50-nen no ayumi to jinsei no wadachi )
EAST AC945.M3 A55 2009

愛知縣護國神社百年史 / 著者岩本典三郎 ; 編者元杭和則. 名古屋市 : 愛知縣護國神社, 平成 21 [2009]
(Aichi-ken Gokoku Jinja hyakunenshi)
EAST AC945.O7 A54 2009

ALIA20周年記念誌 / 編集·印刷(株)かいせい. 東京 : リビングアメニティ協会, 平成 22 [2010]
(ALIA 20-shunen kinenshi)
EAST AC945.O7 R53 2010

尼崎信用金庫八十年史 / 編集80年史編纂委員会. 尼崎市 : 尼崎信用金庫, 平成14 [2002]
(Amagasaki Shinyo Kinko hachijunenshi)
EAST AC945.F5 A75 2002

アルゼンチン日本人移民史 = Historia del inmigrante japones en la Argentina /
[編者アルゼンチン日本人移民史編纂委員会]. Buenos Aires : 在亜日系団体連合会, 2002.
(Aruzenchin Nihonjin iminshi = Historia del inmigrante japones en la Argentina)
EAST AC945.O7 F43 2002

アサヒビールの120年 : その感動を、わかちあう / 編集アサヒビール株式会社120年史編纂委員会. 東京 :
アサヒビール株式会社, 2010.
(Asahi Biru no 120-nen : sono kando o wakachiau)
EAST AC945.M3 A83 2010
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ブリヂストン七十五年史 / 編纂株式会社ブリヂストン創立75周年社史編纂事務局 ; 制作凸版印刷(株)年史センター. 東京
: 株式会社ブリヂストン, 2008.
(Burijisuton shichijugonenshi)
EAST AC945.M3 B88 2008

千代田化工建設60年の步み, 1948-2008 / [千代田化工建設株式会社総務部総務2グループ]. 横浜市 :
千代田化工建設株式会社, 2008.
(Chiyoda Kako Kensetsu 60-nen no ayumi 1948-2008)
EAST AC945.C7 C48 2008

中国「残留孤児」を支えて30年 : 社団法人神奈川中国帰国者福祉援護協会の步み / 菅原幸助著. 横浜市 :
神奈川中国帰国者福祉援護協会, 2010.

(Chugoku zanryu koji o sasaete 30-nen : Shadan Hojin Kanagawa Chugoku Kikokusha Fukushi Engo Kyokai no ayumi)
EAST AC945.O7 K345 2010

ダイニック90年史 / 編纂90年史編纂委員会. 東京 : ダイニック株式会社, 2010.
(Dainikku 90-nenshi)
EAST AC945.M3 D358 2001

デジタル化で飛躍するテレビ愛知 / 編集テレビ愛知株式会社社史編纂委員会. 名古屋市 : テレビ愛知株式会社, 平成 16
[2004]
(Dejitaruka de hiyakusuru Terebi Aichi)
EAST AC945.I5 T47 2004

電子出版クロニクル : jepaのあゆみ / [編者日本電子出版協会 (JEPA)]. [東京] : 日本電子出版協会, 2009.
(Denshi shuppan kuronikuru : jepa no ayumi)
EAST AC945.I5 N47 2009

福岡大学大学史資料集 / 編集発行福岡大学大学史資料室. [福岡市] : 福岡大学大学史資料室, 2002.
(Fukuoka Daigaku daigakushi shiryoshu)
EAST AC945.E3 F85 2002

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

フルノ新時代に向けて : 古野電気50年史 / 竹島泰浩 ; [企画·編集プレジデント社]. 西宮市 : 古野電気株式会社, 1999.
(Furuno shinjidai ni mukete : Furuno Denki 50-nenshi)
EAST AC945.M3 F87 1999

岐阜商工会議所百二十周年記念誌 / 企画岐阜商工会議所百二十周年記念誌編纂室 ; 編集岐阜新聞情報センター. 岐阜市 :
岐阜商工会議所, 平成 22 [2010]
(Gifu Shoko Kaigisho hyakunijjishunen kinenshi)
EAST AC945.O7 G54 2010
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五十年史. 大阪市 : 大阪証券金融株式会社, 平成12 [2000]
(Gojunenshi )
EAST AC945.F5 O856 2000

群馬県女医会60年史 / 発行者群馬県女医会 ; 企画編集群馬県女医会60年史編集委員会. 群馬県 : 群馬県女医会, 平成 22
[2010]
(Gunma-ken Joikai 60-nenshi)
EAST AC945.O7 G86 2010

飛翔 : 琉球物流60年史 = Ryukyu Logistics 60th / [編集琉球物流株式会社60年史編纂委員会]. 那覇市 :
琉球物流株式会社, 2010.
(Hisho : Ryukyu Butsuryu 60-nenshi = Ryukyu Logistics 60th)
EAST AC945.T7 R97 2010

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

北陸学院125年史 / 編纂者北陸学院 125年史編纂委員会. 金沢市 : 北陸学院, 2010.
(Hokuriku Gakuin 125-nenshi)
EAST AC945.E3 H65 2010

奉仕こそわがつとめ : 株式会社川徳創業140年記念誌 / 発行人川村宗生. 盛岡市 : 株式会社川徳, 平成 19 [2007]
(Hoshi koso waga tsutome : Kabushiki Kaisha Kawatoku sogyo 140-nen kinenshi)
EAST AC945.C6 K39 2007

補訂愛知縣護國神社年表 / 著者岩本典三郎. 名古屋市 : 愛知県護國神社, 平成 13 [2001]
(Hotei Aichi-ken Gokoku Jinja nenpyo)
EAST AC945.O7 A54 2001

一村産業設立三十周年記念誌 : ふたたび波濤を越えて / 編集 「一村産業設立三十周年記念誌」編集委員会. 金沢市 :
一村産業株式会社, 2009.
(Ichimura Sangyo setsuritsu sanjishunen kinenshi : futatabi hato o koete)
EAST AC945.M3 I36 2009

尽道楽生 : 太陽シールパック株式会社50年史 / 編集·制作株式会社出版文化社. 和歌山市 : 太陽シールパック株式会社,
2004.
(Jindo rakusho : Taiyo Shiru Pakku Kabushiki Kaisha 50-nenshi)
EAST AC945.M3 T35 2004

看護のあゆみ / [企画·制作G&M]. 福岡市 : 九州大学病院看護部, 2010.
(Kango no ayumi)
EAST AC945.O7 K98 2010

関西商品取引所50周年記念史 / 発行·編集者関西商品取引所. 大阪市 : 関西商品取引所, 平成15 [2003]
(Kansai Shohin Torihikijo 50-shunen kinenshi)
EAST AC945.F5 K36 2003

変わるもの変わらないもの : 川崎信用金庫80周年記念 : 80th anniversary. 川崎市 : 川崎信用金庫, [2003]
(Kawaru mono kawaranai mono : Kawasaki Shinyo Kinko 80-shunen kinen : 80th anniversary )
EAST AC945.F5 K39 2003
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川崎信用金庫60年史 / 企画·編集川崎信用金庫企画室. 川崎市 : 川崎信用金庫, 昭和 59 [1984]
(Kawasaki Shinyo Kinko 60-nenshi)
EAST AC945.F5 K39 1984

川崎信用金庫70年史 / 発行人川崎信用金庫役員室. 川崎市 : 川崎信用金庫, 平成 6 [1994]
(Kawasaki Shinyo Kinko 70-nenshi)
EAST AC945.F5 K39 1994

川崎信用金庫80年史 / 企画·編集川崎信用金庫役員室. 川崎市 : 川崎信用金庫, 平成 16 [2004]
(Kawasaki Shinyo Kinko 80-nenshi)
EAST AC945.F5 K39 2004

木下サーカス生誕100年史 = Kinoshita Circus 100th anniversary / [編集協同広告株式会社大阪支社]. 岡山市：
木下サーカス株式会社, 2002.
(Kinoshita Sakasu seitan 100-nenshi = Kinoshita Circus 100th anniversary)
EAST AC945.S4 K56 2002

神戶大学百年史 / [編集神戶大学百年史編集委員会]. [兵庫県]神戶市 : 神戶大学, 2002(Kobe Daigaku hyakunenshi)
EAST AC945.E3 K63 2002

国宝修理装潢師連盟50周年 = The Association for Conservation of National Treasures /
[編集·発行一般社団法人国宝修理装潢師連盟]. 京都市 : 国宝修理装潢師連盟, 平成 21 [2009]

(Kokuho Shuri Sokoshi Renmei 50-shunen = The Association for Conservation of National Treasures)
EAST AC945.O7 K593 2009

国民健康保険七十年史 / 編集国民健康保険七十年史編集委員会. 東京 : 国民健康保険中央会, 平成 21 [2009]
(Kokumin Kenko Hoken nanajunenshi)
EAST AC945.O7 K595 2009

この20年の步み / 編纂社史編纂実行メンバー ; 制作株式会社牧歌舎東京本部. 東京 :
ジェイティーエンジニアリング株式会社, 2007.
(Kono 20-nen no ayumi)
EAST AC945.M3 J45 2007

熊本城築城400年祭 : 記錄誌. 熊本県熊本市 : 熊本城築城400年記念事業実行委員会, 平成 20 [2008]
(Kumamotojo chikujo 400-nensai : kirokushi )
EAST AC945.G6 K86 2008

丸三機械建設50年の步み / 制作株式会社出版文化社. 東京 : 丸三機械建設株式会社, 2009.
(Marusan Kikai Kensetsu 50-nen no ayumi)
EAST AC945.C7 M38 2009

伊藤創業100年史 = The Ito 100 years history since 1908- / [監修伊藤楽器百年史編纂委員会]. 千葉県船橋市 :
株式会社伊藤楽器, 2010.
(Matsumoto Shidankai hachijugonen no ayumi)
EAST AC945.C6 I86 2010
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松本史談会八十五年のあゆみ / 編集松本史談会八十五年のあゆみ編集委員会. 長野県松本市 :
松本史談会八十五年のあゆみ刊行委員会, 平成 22 [2010]
(Matsumoto Shidankai hachijugonen no ayumi)
EAST AC945.O7 M38 2010

松坂屋百年史 / 前史監修鳥居和之, 企画制作大日本印刷株式会社. 名古屋市 : 株式会社松坂屋, 2010.
(Matsuzakaya hyakunenshi)
EAST AC945.C6 M38 2010

明治火災保険株式会社五十年史 / [解說米山高生]. 東京 : ゆまに書房, 2009.
(Meiji Kasai Hoken Kabushiki Kaisha goju nenshi)
EAST AC945.F5 M45 2009

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

ナビックス 10年史 / 編集株式会社オレンジピーアール. 東京 : 株式会社商船三井, 平成12 [2000]
(Nabikkusu 10-nenshi)
EAST AC945.T7 N33 2000

なにわの昆布の物語 : 小倉屋山本創業百五十年記念誌 / 編集·制作株式会社小倉屋山本, 株式会社エーシー. 大阪市 :
株式会社小倉屋山本, 平成11 [1999]
(Naniwa no konbu no monogatari : Oguraya Yamamoto sogyo hyakugojunen kinenshi)
EAST AC945.M3 O45 1999

NEDO30年史 : エネルギー·環境技術, 産業技術への取り組み / [編集「NEDO30年史」編集委員会]. 川崎市 : NEDO, 2010.
(NEDO 30-nenshi : enerugi kankyo gijutsu sangyo gijutsu eno torikumi)
EAST AC945.O7 S54 2010

日稅不動産情報センター : 20周年記念誌 / 編集·発行株式会社日稅不動産情報センター. 東京 : 日稅不動産情報センター ,
平成 14 [2002]
(Nichizei Fudosan Joho Senta : 20-shunen kinenshi)
EAST AC945.R4 N52 2002

日本女医史 : 追補 / 編集者日本女医史編纂委員会. 東京 : 日本女医会, 平成 3 [1991]
(Nihon joishi : tsuiho)
EAST AC945.O7 N52275 1991

日本プライマリ·ケア学会創立30周年記念特集 : 日本プライマリ·ケア学会の過去·現在そして未来. [東京] :
日本プライマリ·ケア学会, [2007]

(Nihon Puraimari Kea Gakkai soritsu 30-shunen kinen tokushu : Nihon Puraimari Kea Gakkai no kako genzai soshite mirai )
EAST AC945.O7 N5455 2007

日本土地区画整理協会設立20周年記念 / 編集日本土地区画整理協会. 東京 : 日本土地区画整理協会, 平成 2 [1990]
(Nihon Tochi Kukaku Seiri Kyokai setsuritsu 20-shunen kinen)
EAST AC945.R4 N55 1990
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新潟信用金庫10年のあゆみ = The history of 10 years : 1998-2008 / [編集創立80周年記念事業実行委員会文化事業部会].
新潟市 : 新潟信用金庫, 平成21 [2009]
(Niigata Shinyo Kinko 10-nen no ayumi = The history of 10 years : 1998-2008)
EAST AC945.F5 N59 2009

新潟信用金庫七十年史 / [編集 新潟信用金庫総合企画部]. 新潟市 : 新潟信用金庫, 平成11 [1999]
(Niigata Shinyo Kinko shichijunenshi)
EAST AC945.F5 N59 1999

日本ウジミナス五十年のあゆみ : 鉄は日伯を結ぶ / 編集日本ウジミナス五十年のあゆみ編纂委員会 ;
制作日本経済新聞出版社日経事業出版センター. 東京 : 日本ウジミナス株式会社, 2008.
(Nippon Ujiminasu gojunen no ayumi : tetsu wa Nichi-Haku o musubu)
EAST AC945.M3 N558 2008

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

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.
(Omotogumi hyakunenshi)
EAST AC945.C7 O47 2007

立教女学院百年小史. [東京] : 立教女学院, 昭和52 [1977]
(Rikkyo Jogakuin hyakunen shoshi )
EAST AC945.E3 R56 1977

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

琉球箏曲保存会創立40周年記念誌. 那覇市 : 琉球箏曲保存会, 1997.
(Ryukyu Sokyoku Hozonkai soritsu 40-shunen kinenshi )
EAST AC945.O7 R98 1997

清流 : 宮崎県浄化槽協会20年のあゆみ. 宮崎市 : 宮崎県浄化槽協会, 平成 12 [2000]
(Seiryu : Miyazaki-ken Jokaso Kyokai 20-nen no ayumi )
EAST AC945.O7 M53 2000

世界への飛躍と技術革新 : コマツ80周年記念誌 / [編集責任 姉崎直己]. 東京 : Komatsu, 2001.
(Sekai e no hiyaku to gijutsu kakushin : Komatsu 80-shunen kinenshi)
EAST AC945.M3 K655 2001
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先端技術を先端で支える : アドバンテスト50年史 = Technology support on the leading-edge : Advantest's 50-year
history / [編集協力· 製作株式会社アドバンテストメディアサービス]. 東京 : 株式会社アドバンテスト, 2004.

(Sentan gijutsu o sentan de sasaeru : Adobantesuto 50-nenshi = Technology support on the leading-edge : Advantests 50- year history)
EAST AC945.M3 A525 2004

シージーシー北海道本部創業25周年記念誌. 札幌市 : シージーシー北海道本部株式会社, 平成 17 [2005]
(Shi Ji Shi Hokkaido Honbu sogyo 25-shunen kinenshi )
EAST AC945.M3 S53 2005

信州大学工学部創立60年のあゆみ = Shinshu University Faculty of Engineering 60th anniversary /
[編集者信州大学工学部創立60周年記念事業実行委員会]. 長野市 : 信州大学工学部, 平成 22 [2010]

(Shinshu Daigaku Kogakubu soritsu 60-nen no ayumi = Shinshu University Faculty of Engineering 60th anniversary)
EAST AC945.E3 S55 2010

シプロ化成40年史 : 日々、切磋琢磨、その記錄 / 執筆·編集·制作マルジナリア研究所. [福井県坂井市] :
シプロ化成株式会社, 平成 19 [2007]
(Shipuro Kasei 40-nenshi : hibi sessa takuma sono kiroku)
EAST AC945.M3 S556 2007

静岡ガス100年史 / 編集静岡ガス100年史編纂事務局 ; 制作協力大日本印刷株式会社C&I事業部. 静岡県静岡市 :
静岡ガス株式会社, 2010.
(Shizuoka Gasu 100-nenshi)
EAST AC945.E4 S59 2010

静岡ガス物語セレクト17 / 編集静岡ガス100年史編纂事務局 ; 制作協力大日本印刷株式会社C&I事業部. 静岡県静岡市 :
静岡ガス株式会社, 2010.
(Shizuoka Gasu monogatari serekuto 17)
EAST AC945.E4 S59 2010b

職美協の步み : 結成から60年 (1947年-2006年). [Tokyo] : 全日本職場美術協議会, 2007.
(Shokubikyo no ayumi : kessei kara 60-nen (1947-nen-2006-nen) )
EAST AC945.O7 Z467 2007

Sony chronicle 2010 since 1945 : 製品の歴史でつづるソニーの足跡とその未来 / 編集人八島康生. 東京 :
株式会社ソニー·マガジーンズ, 2010.
(Sony chronicle 2010 since 1945 : seihin no rekishi de tsuzuru Soni no ashiato to sono mirai)
EAST AC945.M3 S66 2010

創立60周年記念社史 : 1999年-2009年 / [編集大阪屋六〇年史編纂委員会]. 大阪市 : 株式会社大阪屋, 2010.
(Soritsu 60-shunen kinen shashi : 1999-nen-2009-nen)
EAST AC945.I5 O84 2010

創立八十周年記念誌 / [編集者広島県立広島商業高等学校創立八十周年記念誌編集委員会]. 広島市 :
広島県立広島商業高等学校, 昭和 55 [1980]
(Soritsu hachijisshunen kinenshi)
EAST AC945.E3 H58 1980

創立百周年記念誌「本道百年の步み」/ 発行者天理教本道分教会. 東京 : 天理教本道分教会, 平成 21 [2009]
(Soritsu hyakushunen kinenshi honmichi hyakunen no ayumi)
EAST AC945.O7 T46 2009
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創立六十周年記念誌 / [編集兼発行人野村流音楽協会]. [那覇市] : 野村流音楽協会, 1984.
(Soritsu rokujisshunen kinenshi)
EAST AC945.O7 N665 1984

創立三十年史 / [編集社会福祉法人恵和学園]. 横浜市 : 恵和学園, 昭和 59 [1984]
(Soritsu sanjunenshi)
EAST AC945.E3 K456 1984

田崎真珠五十年史 / 編集田崎真珠創業 50周年記念事業委員会. 神戶市 : 田崎真珠株式会社, 2004.
(Tasaki Shinju gojunenshi)
EAST AC945.M3 T38 2004

テレビ朝日映像の50年 / 発行テレビ朝日映像株式会社 ; 制作創立50周年記念社史編纂委員会. 東京 :
テレビ朝日映像株式会社, 2008.
(Terebi Asahi Eizo no 50-nen)
EAST AC945.I5 T48 2008

東邦銀行60年史 / 編纂創立60周年記念事業実行委員会. 福島市 : 東邦銀行, 平成 14 [2002]
(Toho Ginko 60-nenshi)
EAST AC945.F5 T62 2002

東北工業大学五十年史 = The history of 50 years of Tohoku Institute of Technology /
[編集学校法人東北工業大学50年史編集委員会]. 仙台市 : 東北工業大学, 2010.

(Tohoku Kogyo Daigaku gojunenshi = The history of 50 years of Tohoku Institute of Technology)
EAST AC945.E3 T545 2010

東京大学野球部90年史. 東京： 一誠会, 平成 22 [2010]
(Tokyo Daigaku Yakyubu 90-nenshi )
EAST AC945.E3 T65 2010

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

東急建設50年史 = 50 years, 1959-2010. 東京 : 東急建設株式会社, 平成 22 [2010]
(Tokyu Kensetsu 50-nenshi = 50 years 1959-2010 )
EAST AC945.C7 T65 2010

東洋女子学園百年史 / 編集[東洋女子学園]百年史編纂委員会. 東京 : 東洋女子学園, 平成17 [2005]
(Toyo Joshi Gakuen hyakunenshi)
EAST AC945.E3 T68 2005

筑波大学30年史年表1973-2004 = Chronology of the University of Tsukuba / [編集筑波大学30年史編集委員会].
つくば市 : 筑波大学, 平成 20 [2008]
(Tsukuba Daigaku 30-nenshi nenpyo 1973-2004 = Chronology of the University of Tsukuba)
EAST AC945.E3 T78 2008
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常に半步先へ : 立山科学グループ五十年のあゆみ / 編集制作50周年記念社史制作委員会. 富山県 : 立山科学グループ,
平成 20 [2008]
(Tsune ni hanpo saki e : Tateyama Kagaku Gurupu gojunen no ayumi)
EAST AC945.M3 T6365 2008

「伝える」をきわめる : 日立電線50年史 / [編集·制作出版文化社]. 東京 : 日立電線株式会社, 2006.
(Tsutaeru o kiwameru : Hitachi Densen 50-nenshi)
EAST AC945.M3 H57 2006

横浜華僑婦女會五十年史 : 横浜華僑婦女百年歴程 / 制作「横浜華僑婦女會五十年史 」編集委員会. 横浜市 :
横浜華僑婦女會, 2004.
(Yokohama Kakyo Fujokai gojunenshi : Yokohama kakyo fujo hyakunen rekitei)
EAST AC945.O7 Y66 2004

橫浜新都市センター30年史 / 編集制作株式会社京急アドエンタープライズ. 横浜市 : 橫浜新都市センター株式会社, 平成
22 [2010]
(Yokohama Shintoshi Senta 30-nenshi)
EAST AC945.R4 Y65 2010

養命酒400年記念誌 : 1602-2002 / 発行養命酒製造株式会社. 東京 : 養命酒製造株式会社, 2002.
(Yomeishu 400-nen kinenshi : 1602-2002)
EAST AC945.M3 Y66 2002

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

財務省財務局六十年史. 東京 : 大臣官房地方課, 平成 21 [2009]
(Zaimusho Zaimukyoku rokujunenshi )
EAST AC945.G6 Z35 2009

全軍労·全駐労沖縄運動史 / [編集·発行全駐労沖縄地区本部]. 那覇市 : 全駐労沖縄地区本部, 1999.
(Zengunro Zenchuro Okinawa undoshi)
EAST AC945.O7 Z47 1999

B - Philosophy, Psychology, Religion

惡霊と聖霊の舞台 : 沖縄の民衆キリスト教に見る救済世界 / 池上良正. 東京 : どうぶつ社, 1991.
(Akuryo to seirei no butai : Okinawa no minshu Kirisutokyo ni miru kyusai sekai)
EAST BX9999.U736 I38 1991

えらぶの古習俗 / 永吉毅著. 鹿児島 : 道の島社, 昭和56 [1981]
(Erabu no koshuzoku)
EAST BL2215.O44 N33 1981

裸はいつから恥ずかしくなったか : 日本人の羞恥心 / 中野明. 東京 : 新潮社, 2010.
(Hadaka wa itsu kara hazukashiku natta ka : Nihonjin no shuchishin)
EAST BJ1500.N8 N35 2010
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花ひらく大地の女神 : 月の大地母神イザナミと出雲の王子オオクニヌシ / 高良留美子. 東京 : 御茶の水書房, 2009.
(Hana hiraku daichi no megami : tsuki no daijiboshin Izanami to Izumo no oji Okuninushi)
EAST BL2203 .K67 2009

ホノム義塾： 曾我部四郎伝／ 中野次郎． 兵庫県城崎郡： 中野好郎， 1985.
(Honomu gijuku : Sokabe Shiro den)
EAST BX7260.S66 N35 1985

十二支物語 / 諸橋轍次著. 東京 : 大修館書店, 昭和 43 [1968]
(Junishi monogatari)
EAST BF1714.C5 M6 1968

日本人の身 · 心 · 霊 : 近代民間精神療法叢書 / 吉永進一編 · 解說. 東京 : クレス出版, 2004.
(Nihonjin no shin shin rei : Kindai minkan seishin ryoho sosho)
EAST BF108.J3 N546 2004

宗敎集覧. 東京 : クレス出版, 2005.
(Shukyo shuran )
EAST BL2202.3 .S584 2005

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

D - History: General and Outside the Americas

10年後の日本 / 「日本の論点」編集部編. 東京 : 文藝春秋, 2005.
(10-nen go no Nihon)
EAST DS891 .A12 2005

1930年代ソ連の対モンゴル政策 : 滿洲事変からノモンハンヘ / 寺山恭輔. 仙台市 : 東北大学東北アジア研究センター,
2009.
(1930-nendai Soren no tai Mongoru seisaku : Manshu Jihen kara Nomonhan e)
EAST DK68.7.M6 T47 2009

奄美女性誌 / 長田須麿. 東京 : 農山漁村文化協会, 昭和53 [1978]
(Amami joseishi)
EAST DS894.99.K339 A4314 1978

アレ何？大事典. 東京： 小学館， 2005,
(Are nani daijiten )
EAST DS821 .315 2005

バグダッド101日 : 早朝5時30分、米空軍の猛爆撃が始まった / アスネ・セイエルスタッド ; 野中邦子訳 = A hundred and
one days / Asne Seierstad ; Kuniko Nonaka. 東京 : イースト・プレス, 2007.
(Bagudaddo 101-nichi : socho 5-ji 30-pun Beikugun no mobakugeki ga hajimatta)
EAST DS79.76 .S4516 2007
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幕末の大奧 / 高柳金芳. 東京 : 雄山閣, 昭和49 [1974]
(Bakumatsu no ooku)
EAST DS881.5.A1 T34 1974

朝鮮高校の青春 : ボクたちが暴力的だったわけ / 金漢一. 東京 : 光文社, 2005.
(Chosen koko no seishun : bokutachi ga boryokuteki datta wake)
EAST DS832.7.K6 K545 2005

中国侵略日本軍第731部隊 / 中国侵略日本軍第七三一部隊罪証陳列館編纂. 北京市 : 五洲伝播出版社, 2005.
(Chugoku shinryaku Nihongun dai 731 butai)
EAST DS777.533.B55 Q561 2005

ファースト・ジャパニーズジョン万次郎 / [中濱武彦]. 東京 : 講談社, 2007.
(Fasuto Japanizu Jon Manjiro)
EAST DS881.5.N3 N337 2007

風刺画にみる日露戦争 / 石和静著 ; 金容権訳. 東京 : 彩流社, 2010.
(Fushiga ni miru Nichi-Ro senso)
EAST DS517 .S65 2010

二つの敗戦国家 : 日本とドイツの五十年 / 中山太郎. 東京 : 読売新聞社, 1995.
(Futatsu no haisen kokka : Nihon to Doitsu no gojunen)
EAST DS889 .N265 1995

激動八年 : 屋良朝苗回想錄. 那覇市 : 沖繩タイムス社, 昭和 60 [1985]
(Gekido hachinen : Yara Chobyo kaisoroku )
EAST DS894.99.O3785 Y365 1985

幻想の島沖縄 / 大久保潤. 東京 : 日本経済新聞出版社, 2009.
(Genso no shima Okinawa)
EAST DS894.99.O3785 O39 2009

GHQ情報課長ドン・ブラウンとその時代 : 昭和の日本とアメリカ / 横浜国際関係史研究会, 横浜開港資料館編. 東京 :
日本経済評論社, 2009.
(GHQ Joho Kacho Don Buraun to sono jidai : Showa no Nihon to Amerika)
EAST DS888.2 .G48 2009

ハーフタイム沖縄 / 大城立裕. 那覇市 : ニライ社 ; 下関市 : 発売元新日本教育図書, 1994.
(Hafu taimu Okinawa)
EAST DS894.99.O374 O8 1994

母たちの戦争体験 : 平和こそ最高の遺産 / 沖縄県婦人連合会編. 沖縄県那覇市 : 沖縄県婦人連合会, 1986.
(Hahatachi no senso taiken : heiwa koso saiko no isan)
EAST D811.5 .H228 1986

ひめゆりの塔をめぐる人々の手記 / 仲宗根政善. 東京 : 角川書店, 昭和 55 [1980]
(Himeyuri no to o meguru hitobito no shuki)
EAST DS807.J3 N23 1980
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西表島の民俗 / 星勲著. 那覇 : 友古堂書店, 1981.
(Iriomotejima no minzoku)
EAST DS894.99.O379 I7334 1981

解明・昭和史 : 東京裁判までの道 / 筒井清忠編. 東京 : 朝日新聞出版, 2010.
(Kaimei Showa shi : Tokyo Saiban made no michi)
EAST DS888.2 .K348 2010

核と女を愛した将軍様： 金正日の料理人「最後の極秘メモ」/ 藤本健二著. 東京 : 小学館, 2006.
(Kaku to onna o aishita shogunsama : Kin Shonichi no ryorinin saigo no gokuhi memo)
EAST DS934.6.K44 F85 2006

関東大震災 : 「朝鮮人虐殺」の真実 / 工藤美代子著. 東京 : 産経新聞出版, 2009.
(Kanto daishinsai : chosenjin gyakusatsu no shinjitsu)
EAST DS832.7.K6 K84 2009

近代沖縄の步み / 新里金福・大城立裕共著 ; 琉球新報社編. 東京 : 太平出版社, 1972.
(Kindai Okinawa no ayumi)
EAST DS894.99.O375 A7 1972

広開土王碑と古代日本 / 東京都目黒区教育委員会編 ; [著者鈴木靖民 ... [et al.]]. 東京 : 学生社, 1993.
(Kokaido-o hi to kodai Nihon)
EAST DS911.74 .K662 1993

国際共同研究韓国併合と現代 : 歴史と国際法からの再検討 / 笹川紀勝,李泰鎮編著. 東京 : 明石書店, 2008.
(Kokusai kyodo kenkyu Kankoku heigo to gendai : rekishi to kokusaiho kara no saikento)
EAST DS910.2.J3 K644 2008

小湾字誌 : 沖縄戦・米占領下で失われた集落の復元 / [著者法政大学沖縄文化研究所小湾字誌調查委員会]. 浦添市 :
浦添市小湾字誌編集委員会, 1995.
(Kowan azashi : Okinawa-sen Bei senryoka de ushinawareta shuraku no fukugen)
EAST f DS897.U67 K69 1995

満洲紳士錄の研究 / 小峰和夫著. 東京 : 吉川弘文館, 2010.
(Manshu shinshiroku no kenkyu)
EAST DS882.5 .K665 2010

模索する中国 : 改革と開放の軌跡 / 小島朋之著. 東京 : 岩波書店, 1989.
(Mosakusuru Chugoku : kaikaku to kaiho no kiseki)
EAST DS779.26 .K643 1989

名古屋 400年のあゆみ : 開府 400年記念特別展 / [編集]名古屋市博物館. 名古屋市 : 「名古屋
400年のあゆみ」実行委員会, 2010.
(Nagoya 400-nen no ayumi : kaifu 400-nen kinen tokubetsuten)
EAST f DS897.N3157 N323 2010

なぜ外務省はダメになったか : 甦れ, 日本外交 / 村田良平 著 ; 田久保忠衛, 古森義久 特別鼎談. 東京 : 扶桑社, 2002.
(Naze Gaimusho wa dame ni natta ka : yomigaere Nihon gaiko)
EAST DS891.2 .M86 2002
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逃げる兵 : サンゴ礁の碑 / 渡辺憲央著. 東京 : マルジュ社 : 発売元 社会評論社, 1979.
(Nigeru hei : sangosho no ishibumi)
EAST D811 .W298 1979

日本軍「慰安婦」制度とは何か / 吉見義明. 東京 : 岩波書店, 2010.
(Nihongun ianfu seido to wa nani ka)
EAST D810.C698 Y685 2010

沖繩文化の源流を探る : 環太平洋地域の中の冲縄/ 編集「復帰 20周年記念沖繩研究国際シンポジューム」実行委員会.
那霸市 : 「復帰 20周年記念沖繩研究国際シンポジューム」実行委員会, 1994.
(Okinawa bunka no genryu o saguru : kan Taiheiyo chiiki no naka no Okinawa)
EAST DS894.99.O374 O345 1994

沖繩 池間島 民俗誌 / 野口 武徳 著. 東京 : 未来社, 1972
(Okinawa Ikemashima minzokushi)
EAST DS894.99.O37 I436 1972

沖縄祝い唄 / 真尾悦子. 東京 : 筑摩書房, 1985.
(Okinawa iwai uta)
EAST DS894.99.O372 M364 1985

沖縄の被爆者 : 癒やされぬ 36年の日々 / 福地曠昭編著. 那覇 : 沖縄県原爆被爆者協 議会 : 発売, 那覇出版社, 昭和 56
[1981]
(Okinawa no hibakusha : iyasarenu 36-nen no hibi)
EAST D767.25.H6 O445 1981

沖縄の県民像 : ウチナンチュとは何か / 沖縄地域科学研究所編. 那覇市 : ひるぎ社, 1985.
(Okinawa no kenminzo : uchinanchu to wa nani ka)
EAST DS895.R9 O45 1985

沖縄の親族・信仰・祭祀 : 社会人類学の視座から / 比嘉政夫著. 沖縄県宜野湾市 : 榕樹書林, 2010.
(Okinawa no shinzoku shinko saishi : shakai jinruigaku no shiza kara)
EAST DS895.R94 H543 2010

沖縄特攻 / アーノルド・S・ロット；戦史刊行会訳. 東京 : 朝日ソノラマ, 昭和58 [1983]
(Okinawa tokko)
EAST D774.A2 L6165 1983

老兵は死なず : 野中広務全回顧錄 / [著者野中広務]. 東京 : 文藝春秋, 2003.
(Rohei wa shinazu : Nonaka Hiromu zen kaikoroku)
EAST DS890.N66 A3 2003

琉球城紀行 : 城から見る沖縄の文化 = a journey to the Ryukyu gusuku : Okinawan culture through Ryukyu gusuku =
/ 北原秋一著. 那覇市 : 三浦クリエイティブ, 2003.

(Ryukyu gusuku kiko : gusuku kara miru Okinawa no bunka = a journey to the Ryukyu gusuku : Okinawan culture through Ryukyu gusuku)
EAST DS895.R93 K58 2003

琉球史料 : 自1945年至1955年 / [編集者文教局研究調查課]. 那覇市 : 琉球政府文教局, 1956-1965.
(Ryukyu shiryo : 1945-nen yori 1955-nen ni itaru)
EAST DS895.R9
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世界戰略への発想 : 沖繩をその原点として / 稲嶺一郎著. 東京 : 白川書院, 1978.
(Sekai senryaku e no hasso : Okinawa o sono genten to shite)
EAST DS889.5 .I535 1978

新琉球 : 地域文化論グラフィティー : 現代おきなわ若者教養講座 / チーム T・A 「地域科学」研究室95編. 那覇市 :
ボーダーインク, 1996.
(Shin Ryukyu : chiiki bunkaron gurafiti : gendai Okinawa wakamono kyoyo koza)
EAST DS894.99.O374 S55 1996

真珠湾攻撃 : 太平洋戦記 / 淵田美津雄. 東京 : 河出書房, 昭和42 [1967]
(Shinjuwan kogeki : Taiheiyo senki)
EAST D767.92 .F88 1967

知られざる沖縄の米兵 : 米軍基地 15年の取材メモから / 高嶺朝一. 東京 : 高文研, 1984.
(Shirarezaru Okinawa no Beihei : Beigun kichi 15-nen no shuzai memo kara)
EAST DS894.99.O3785 T34 1984

証言記錄沖縄住民虐殺 : 日兵逆殺と米軍犯罪 / 佐木隆三著. 東京 : 新人物往来社, 1976.
(Shogen kiroku Okinawa jumin gyakusatsu : Nippei gyakusatsu to Beigun hanzai)
EAST D804.J3 S33 1976

修証義の講和 : 道元禅師のお言葉 / 中根専正著. 東京 : 鴻盟社, 平成5 [1994]
(Shushogi no kowa : Dogen Zenji no okotoba)
EAST DS9449.D657 N338 1994

只, 意志あらば : 植民地朝鮮と連帯した日本人 / 後藤守彦. 東京 : 日本経済評論社, 2010.
(Tada ishi araba : shokuminchi Chosen to rentaishita Nihonjin)
EAST DS916.595 .G68 2010

わが胸中に政策ありて = Vision of Japan / 橋本龍太郎. 東京 : KKベストセラーズ, 1993.
(Waga kyochu ni seisaku arite = Vision of Japan)
EAST DS891 .H37 1993

私の戦後史 / 沖縄タイムス社編. 那覇 : 沖縄タイムス社, 1980-1986.
(Watakushi no sengoshi)
EAST DS894.99.O375 W37 1980

八重山・島社会の風景/ [著者真栄城守定]. 那覇: ひるぎ社, 1982.
(Yaeyama shima shakai no fukei)
EAST DS894.99.O379 Y3448 1982

ヤマトンチュの沖縄日記 : ライトブルーの空の下で / 石田甚太郎. 東京 : 創樹社, 1984.
(Yamatonchu no Okinawa nikki : raito buru no sora no shita de)
EAST DS894.99.O372 I836 1984

屋良朝苗回顧錄 / 屋良朝苗. 東京 : 朝日新聞社, 1977.
(Yara chobyo kaikoroku)
EAST DS894.99.O3785 Y37 1977
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D - History: General and Outside the Americas

やさしくまとめた沖縄の歴史 / 新田重淸, 座安政侑, 山中久司. 那覇市 : 沖縄文化社, 1994.
(Yasashiku matometa Okinawa no rekishi)
EAST DS894.99.O375 N58 1994

融解する境界 / 琉球大学編. 那覇 : 沖縄タイムス社, 2009.
(Yukai suru kyokai)
EAST DS894.99.O374 Y393 2009

ゆんぬ= 与論: 島のくらしと民俗/ 大内森業. 東京: 北風書房, 1982.
(Yunnu yoron : shima no kurashi to minzoku)
EAST DS894.99.O379 Y676 1982

在日一世が語る戦争と植民地の時代を生きて / 白宗元. 東京 : 岩波書店, 2010.
(Zainichi issei ga kataru senso to shokuminchi no jidai o ikite)
EAST DS832.7.K6 P24 2010

前方後円墳と古代日朝関係 / 朝鮮学会編. 東京 : 同成社, 2002.
(Zenpo koenfun to kodai Nitcho kankei)
EAST DS903 .Z46 2002

E - History: United States

新誤解と理解 : 日米のコミュニケーション / 西山千著. 東京 : サイマル出版会, 1991.
(Shin gokai to rikai : Nichi-Bei no komyunikeshon)
EAST E183.8.J3 N559 1991

遠い対岸 : ある帰米二世の回想 / 山城正雄. 東京 : グロビュー社, 昭和 59 [1984]
(Toi taigan : aru kibei nisei no kaiso)
EAST E184.J3 Y35 1984

F - History: United States Local and Latin America

110年のアルバム : 日本人ペルー移住110周年記念誌 = A lbum de los 110 an os : de la inmigracio n japonesa al Peru /
太田宏人. 東京 : 現代史料出版 : 発売東出版, 2009.
́

˜

́

(110-nen no arubamu : Nihonjin Peru iju 110-shunen kinenshi = Album de los 110 anos : de la inmigracion japonesa al Peru)
EAST F3619.J3 O83 2009

希望の大地で : 南米の沖縄社会 / 山城興勝. 沖縄県那覇市 : ニライ社, 1990.
(Kibo no daichi de : Nanbei no Okinawa shakai)
EAST F2239.J3 Y35 1990

G - Geography

安倍晴明「闇」の伝承 / 小松和彦 = A study of darkness in Japanese culture through the legends of Abeno Seimei /
Komatsu Kazuhiko. 東京 : 桜桃書房, 2000.
(Abe no Seimei yami no densho)
EAST GR535 .K65 2000
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́

G - Geography

ベトナム文化人類学文献解題 : 日本からの視点 / 末成道男編. 東京 : 東京外国語大学アジア·アフリカ言語文化研究所,
2009.
(Betonamu bunka jinruigaku bunken kaidai : Nihon kara no shiten)
EAST GN635.V5 B48 2009

中世の食卓から / 石井美樹子. 東京 : 筑摩書房, 1991.
(Chusei no shokutaku kara)
EAST GT2853.E8 I7 1991

江戶知識人と地図 / 上杉和央. 京都市 : 京都大学学術出版会, 2010.
(Edo chishikijin to chizu)
EAST GA285.J3 U37 2010

玩具圖譜/ 尾崎清次著. 東京 : 村田書店, 昭和57-58 [1982-1983].
(Gangu zufu)
EAST GN454.8 .O93 1982

鵬雲斎汎叟宗室 / 今庵文庫編集. 京都市 : 淡交社, 平成 21 [2009]
(Hounsai Hanso Soshitsu)
EAST GT2911.S43 H68 2009

「いろはかるた」の世界 / 吉海直人著. 東京 : 新典社, 2010.
(Iroha karuta no sekai)
EAST GV1299.I7 Y67 2010

琉球民俗誌 / 金関丈夫. 東京 : 法政大学出版局, 1978.
(Ryukyu minzokushi)
EAST GN635.J2 K3 1978

死の儀法 : 在宅死に見る葬の礼節・死生観 / 近藤功行, 小松和彦編著. 京都市 : ミネルヴァ書房, 2008.
(Shi no giho : zaitakushi ni miru so no reisetsu shiseikan)
EAST GT3284.A2 S545 2008

鉄の古代史 / 奥野正男. 東京 : 白水社, 1991.
(Tetsu no kodaishi)
EAST GN780.32.J3 O38 1991

洋服・散髪・脫刀 : 服制の明治維新 / 刑部芳則. 東京 : 講談社, 2010.
(Yofuku sanpatsu datto : fukusei no Meiji Ishin)
EAST GT1560 .O83 2010

与論島の生活と伝承 / 山田実. 東京 : 桜楓社, 1984.
(Yoronto no seikatsu to densho)
EAST GR341.Y66 Y36 1984
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H - Social Sciences

アジアの産業発展と技術者 / 佐藤幸人編. 千葉市 : アジア経済研究所, 2010.
(Ajia no sangyo hatten to gijutsusha)
EAST HC460.5 .A526 2010

男女の平等をめざして自立・連帯・行動 : 全国婦人の集い 28年のあゆみ. 東京 : 全国婦人の集い実行委員会 : 協同社,
1991.
(Danjo no byodo o mezashite jiritsu rentai kodo : Zenkoku Fujin no Tsudoi 28-nen no ayumi )
EAST HQ1762 .D36 1991

越境するジェンダー研究 = Gender / 東海ジェンダー研究所, 記念論集編集委員会編. 東京 : 明石書店, 2010.
(Ekkyosuru jenda kenkyu = Gender)
EAST HQ1121 .E45 2010

福祉国家財政の国際比較 / 林健久, 加藤榮一編. 東京 : 東京大学出版会, 1992.
(Fukushi kokka zaisei no kokusai hikaku)
EAST HB99.3 .F825 1992

現代韓国と女性 / 春木育美. 東京 : 新幹社, 2006.
(Gendai Kankoku to josei)
EAST HQ1765.5 .H425 2006

現代日本の政府間財政関係 / 今井勝人著. 東京 : 東京大学出版会, 1993.
(Gendai Nihon no seifukan zaisei kankei)
EAST HJ1394 .I46 1993

軍隊慰安婦 : 戦争と人間の記錄 / 金一勉編著. 東京 : 現代史出版会 : 発売 徳間書店(東京), 1977.
(Guntai ianfu : senso to ningen no kiroku)
EAST HQ246.A5 G86 1977

行革審・全仕事 / 監修臨時行政改革推進審議会事務室. 東京 : ぎょうせい, 1990.
(Gyokakushin zenshigoto)
EAST HC462.9 .R484 1990

稲山嘉寬 : 評伝 / 名和太郎著. 東京 : 国際商業出版, 昭和51 [1976]
(Inayama Yoshihiro : hyoden)
EAST HC461.5.I54 N38 1976

時代を彩った女たち : 近代沖縄女性史 / 監修・外間米子 ; 琉球新報社編. 那覇市 : ニライ社, 1996.
(Jidai o irodotta onnatachi : kindai Okinawa joseishi)
EAST HQ1764.O44 J53 1996

人類館 : 封印された扉 / 演劇「人類館」上演を実現させたい会. 大阪市 : アットワークス, 2005.
(Jinruikan : fuinsareta tobira)
EAST HT725.J3 J56 2005

化粧にみる日本文化 : だれのためによそおうのか? / 平松隆円. 東京 : 水曜社, 2009.
(Kesho ni miru Nihon bunka : dare no tame ni yosoou no ka)
EAST HQ1220.J3 H57 2009
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H - Social Sciences

歸一協會叢書 : 歸一協會関係資料集 / 高橋原監修 ; [帰一協會会編纂]. 東京 ; クレス出版, 2003.
(Kiitsu Kyokai sosho : Kiitsu Kyokai kankei shiryoshu)
EAST HN723 .K49 2003

近代沖縄の寄留商人/ 西里喜行. 那覇： ひるぎ社， 1982.
(Kindai Okinawa no kiryu shonin)
EAST HF3824.5 .N57 1982

廣告年鑑. 東京 : 御茶の水書房, 1984-1985.
(Kokoku nenkan )
EAST HF5813.J3 K65

国際リサイクルをめぐる制度変容 : アジアを中心に / 小島道一編. 千葉市 : アジア経済研究所, 2010.
(Kokusai risaikuru o meguru seido henyo : Ajia o chushin ni)
EAST HD9975.A75 K65 2010

これでわかった日本の問題点 : 21世紀の生活大国をめざし、今、日本を見つめ直す / 竹村健一. 東京 : PHP 研究所,
1992.
(Kore de wakatta Nihon no mondaiten : 21-seiki no seikatsu taikoku o mezashi ima Nihon o mitsumenaosu)
EAST HC462.95 .T337 1992

公私混同が国を亡ぼす : 政・官・業の改革を阻むもの / 加藤寬著. 東京 : 東洋経済新報社, 1995.
(Koshi kondo ga kuni o horobosu : sei kan gyo no kaikaku o habamu mono)
EAST HN723.5 .K38 1995

メキシコのビジネスグループの進化と適応 : その軌跡とダイナミズム / 星野妙子著. 千葉市 : アジア経済研究所, 2010.
(Mekishiko no bijinesu gurupu no shinka to tekio : sono kiseki to dainamizumu)
EAST HC79.I53 H65 2010

もうひとつの女性哀史 : 繁華街の片隅で生きた外国人女性たちの記錄 / 落合晴江. 東京 : 角川学芸出版 :
発売元角川グループパブリッシング, 平成 22 [2010]
(Mo hitotsu no josei aishi : hankagai no katasumi de ikita gaikokujin joseitachi no kiroku)
EAST HD8728.5.A2 O34 2010

永野重雄わが財界人生 / 聞き手 白井久也, 阿部和義. 東京 : ダイヤモンド社, 昭和57 [1982]
(Nagano Shigeo waga zaikai jinsei)
EAST HD9526.J32 N336 1982

日米同盟の静かなる危機 / ケント・E.カルダー ; 渡辺将人訳. 東京 : ウェッジ, 2008.
(Nichibei domei no shizukanaru kiki)
EAST HF1456.5.J3 C3516 2008

日本の防衛産業 / 富山和夫著. 東京 : 東洋経済新報社, 1979.
(Nihon no boei sangyo)
EAST HD9743.J32 T65 1979

日本の ODA をとうするか / 渡辺利夫, 草野厚. 東京 : 日本放送出版協会, 1991.
(Nihon no ODA o do suru ka)
EAST HC412 .W3614 1991
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H - Social Sciences

日商会頭の戦後史 / 安原和雄著. 東京 : ビジネス社, 昭和 61 [1986]
(Nissho kaito no sengoshi)
EAST HF331.J3 Y36 1986

沖縄・ハワイ : コンタクト・ゾーンとしての島嶼 / 石原昌英, 喜納育江, 山城新編. 東京 : 彩流社, 2010.
(Okinawa Hawai : kontakuto zon to shite no tosho)
EAST HM841 .O35 2010

沖縄「自立」への道を求めて : 基地・経済・自治の視点から / 宮里政玄, 新崎盛暉, 我部政明編著 ; 大城肇 ... [et
al.]. 東京 : 高文研, 2009.
(Okinawa jiritsu e no michi o motomete : kichi keizai jichi no shiten kara)
EAST HT395.J32 O38555 2009

沖縄のハルモニ : 大日本売春史 / 山谷哲夫編著. 東京 : 晚声社, 1979.
(Okinawa no harumoni : dai Nihon baishun shi)
EAST HQ247.O36 O35 1979

沖繩の混血児と母たち / 福地曠昭著. 那覇 : 青い海出版社, 1980.
(Okinawa no konketsuji to hahatachi)
EAST HQ777.4 .F84 1980

沖縄・女たちの戦後 : 焼土からの出発 / [著者沖縄婦人運動史研究会 ; 宮里悦編]. [那覇市] : ひるぎ社, 1986.
(Okinawa onnatachi no sengo : shodo kara no shuppatsu)
EAST HQ1764.O44 O38 1986

沖縄戦の全女子学徒隊 : 次世代に遺すものそれは平和 / 青春を語る会編. 那覇 : フォレスト, 2006.
(Okinawa-sen no zenjoshi gakutotai : jisedai ni nokosu mono sore wa heiwa)
EAST HQ1764.O44 O45 2006

女の仕事 : 女と伝統 / 著者松原ひろし. 東京 : 皓星社, 昭和 55 [1980]
(Onna no shigoto : onna to dento)
EAST HD6054.2.J3 M37 1980

政商の誕生 : もうひとつの明治維新 / 小林正彬著. 東京 : 東洋経済新報社, 昭和 62 [1987]
(Seisho no tanjo : mo hitotsu no Meiji Ishin)
EAST HC461.5.A2 K566 1987

戦後沖縄経済史 / 琉球銀行調查部編. 那覇市 : 琉球銀行, 昭和59 [1984]
(Sengo Okinawa keizaishi)
EAST HC463.O4 S46 1984

戦後初期沖縄解放運動資料集 / 鳥山淳, 国場幸太郎編 · 解說. 東京 : 不二出版, 2005.
(Sengo shoki Okinawa kaiho undo shiryoshu)
EAST f HX415.O4 S464 2005

島庄寬物語 / [編集琉球新報社]. 那覇市 : 月刊沖縄社, 1985.
(Shima Shokan monogatari)
EAST HC102.5.A2 S49 1985
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H - Social Sciences

私の銀行昭和史 / 松沢卓二著. 東京 : 東洋経済新報社, 昭和 60 [1985]
(Watakushi no ginko Showa shi)
EAST HG3324 .M34 1985

私の三井昭和史 / 江戶英雄著. 東京 : 東洋経済新報社, 昭和 61 [1986]
(Watakushi no Mitsui Showa shi)
EAST HD920.T6 E36 1986

私の戦後六〇年 : 日本共産党議長の証言 / 不破哲三 ; [インタビュー角谷浩一]. 東京 : 新潮社, 2005.
(Watakushi no sengo rokujunen : Nihon Kyosanto Gicho no shogen)
EAST HX413.8.F89 A5 2005

私の財界昭和史 / 三鬼陽之助著. 東京 : 東洋経済, 昭和 62 [1987]
(Watakushi no zaikai Showa shi)
EAST HC461.5.A2 M538 1987

ヤオハン無邪気な失敗 = Yaohan innocent challenge / 加藤鉱. 東京 : 日本経済新聞社, 1997.
(Yaohan mujaki na shippai = Yaohan innocent challenge)
EAST HF5465.J34 Y38 K38 1997

全労連 20年史 : 激動の時代を拓く闘いの軌跡, 1989-2009 / 全国労働組合総連合編. 東京 : 大月書店, 2009.
(Zenroren 20-nenshi : gekido no jidai o hiraku tatakai no kiseki 1989-2009)
EAST HD8722.Z543 Z46 2009

図說沖縄の経済 / [執筆代表者・大城郁寬]. 那覇市 : 編集工房東洋企画, 平成19 [2007].
(Zusetsu Okinawa no keizai)
EAST HC463.O4 Z87 2007

J - Political Science

移民根性 : 南米の大地に生きて / [著者伊集朝規]. 那覇市 : ひるぎ社, 1987.
(Imin konjo : Nanbei no daichi ni ikite)
EAST JV7452 .I84 1987

経世会死闘の七十日 / 大家清二. 東京 : 講談社, 1995.
(Keiseikai shito no nanajunichi)
EAST JQ1629.C6 O35 1995

永田町一丁目の国会議員は陣ガサをかぶったタヌキといわれる"每日が選挙戦"に苦しむあわれな選良たち :
柿沢こうじの国会レポ-ト. 東京 : 学陽書房, 1979.

(Nagatacho Itchoime no Kokkai giin wa jingasa o kabutta tanuki to iwareru mainichi ga senkyosen ni kurushimu awere na senryotachi :
Kakizawa Ko)
EAST JQ1654 .K34 1979

沖縄返還協定の研究 : 幻想 の「核ぬき・本土なみ」返還論 / 瑞慶山茂著 . 東京: 汐文社, 1982.
(Okinawa henkan kyotei no kenkyu : genso no kaku nuki hondonami henkanron)
EAST JQ1699.O543 Z84 1982
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J - Political Science

沖縄人民党の歴史 : 付・党史年表 1947-1973 / [編集沖縄人民党史編集刊行委員会]. 沖縄県那覇市 :
沖縄人民党史編集刊行委員会, 1985.
(Okinawa Jinminto no rekishi : tsuketari toshi nenpyo 1947-1973)
EAST JQ1698.O37 O34 1985

戦後日本の圧力団体 / 村松岐夫, 伊藤光利, 辻中豊著. 東京 : 東洋経済新報社, 昭和 61 [1986]
(Sengo Nihon no atsuryoku dantai)
EAST JQ1669.P7 M87 1986

K - Law

中世ロシアの法と社会 = Law and society in medieval Russia / [編集者栗生沢猛夫]. 札榥市 :
北海道大学スラブ研究センター, 2008.
(Chusei Roshia no ho to shakai = Law and society in medieval Russia)
EAST KLA130 .C48 2008

マルチメディア社会の著作権 / 苗村憲司, 小宮山宏之編著. 東京 : 慶応義塾大学出版会, 1997.
(Maruchimedia shakai no chosakuken)
EAST K1401 .M37 1997

L - Education

大学への期待 : 日本教育の課題 / 木田宏. 東京 : サイマル出版会, 1991.
(Daigaku e no kitai : Nihon kyoiku no kadai)
EAST LA1318 .K46 1991

弱者の細道を行く : アメリカ中東研究に携わった日本人の研究者 / 黒田安昌著. 東京 :
NIHUプログラムイスラーム地域研究東京大学拠点グループ2「中東政治の構造変動」, 2008.
(Jakusha no hosomichi o iku : Amerika Chuto kenkyu ni tazusawatta Nihonjin no kenkyusha)
EAST LA2317.K79 A5 2008

沖縄, 教育権力の現代史 / 藤澤健一. 東京 : 社会評論社, 2005.
(Okinawa kyoiku kenryoku no gendaishi)
EAST LA1319.O4 F856 2005

沖縄教職員会 16年 : 祖国復帰・日本国民としての教育をめざして / 屋良朝苗編著． 東京 : 労働旬報社, 昭和 43 [1968]
(Okinawa Kyoshokuinkai 16-nen : sokoku fukki Nihon kokumin to shite no kyoiku o mezashite)
EAST LC94.R9 Y37 1968

沖縄の敎育 / 沖原豊著. 東京 : 第一法規出版, 昭和47 [1972]
(Okinawa no kyoiku)
EAST LA1319 .R904 1972

路上の全共闘, 1968 / 三橋俊明. 東京 : 河出書房新社, 2010.
(Rojo no Zenkyoto 1968)
EAST LA1318.7 .M54 2010
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L - Education

転換期日本の大学改革 : アメリカとの比較 = Japanese higher education reforms at a turning point : from
comparative perspectives between Japan and the United States / 江原武一. 東京 : 東信堂, 2010.

(Tenkanki Nihon no daigaku kaikaku : Amerika to no hikaku = Japanese higher education reforms at a turning point : from comparative
perspectives betwee)
EAST LA1318.7 .E43 2010

M - Music

鹿児島沖繩のわらべ歌 / 久保けんお，杉本信夫，高江洲義寬. 京都市 : 柳原書店, 昭和 55 [1980]
(Kagoshima Okinawa no warabeuta)
EAST M1812 .K83 1980

京都市立芸術大学日本伝統音楽研究センター所報 = Newsletter of the Research Centre for Japanese Traditional Music,
Kyoto City University of Arts. 京都市 : 京都市立芸術大学日本伝統音楽研究センター, 2001(Newsletter of the Research Centre for Japanese Traditional Music )
EAST ML3750 .K96

沖縄音楽入門 / 金城厚. 東京 : 音楽之友社, 2006.
(Okinawa ongaku nyumon)
EAST ML340.7.O45 K36 2006

沖縄うたの旅 : うるわしく島に響く沖縄音楽小史, 天强く鳴響み居つる / 靑木誠. 沖縄県那覇市 : ボーダーインク, 2000.

(Okinawa uta no tabi : uruwashiku shima ni hibiku Okinawa ongaku shoshi ten chiyoku toyomi yotsuru)
EAST ML340.7.O45 A64 2000

N - Fine Arts

時代を語る「染」と「織」: 墨書のある近世の染織 / [編集国立歴史民俗博物館]. 千葉県佐倉市 : 国立歴史民俗博物館,
1997.
(Jidai o kataru some to ori : bokusho no aru kinsei no senshoku)
EAST NK8984.A1 J49 1997

京都御所ゆかりの至宝 : よみがえる宮廷文化の美 : 特別展覧会御即位二十年記念 = Kyoto Gosho, recalling great
treasures of court culture : commemorating the 20th anniversary of the Emperor's accession to the throne /
[編集京都国立博物館]. [京都市] : 京都新聞社 ; [Tokyo] : NHK : NHKプラネット, 2009.

(Kyoto Gosho yukari no shiho : yomigaeru kyutei bunka no bi : tokubetsu tenrankai gosokui nijunen kinen = Kyoto Gosho recalling great
treasure)
EAST N7352 .K87 2009

小野竹喬展 : 生誕 120年 / [編集・執筆 弓野隆之 ... [et al.]]. [Tokyo] : 每日新聞社 : NHK プロモーション ;
[Osaka] : NHK プラネット近畿, c2009.
(Ono Chikukyo ten : seitan 120-nen)
EAST ND1059.O58 A4 2009

芹沢銈介作品集 / 水尾比呂志 編. 東京 : 求龍堂, 1978.
(Serizawa Keisuke sakuhinshu)
EAST NK8650.S4 S44 1978

田河水泡 : のらくろ一代記 / [著者田河水泡, 高見澤潤子]. 東京 : 日本図書センター, 2010.
(Tagawa Suiho : Norakuro ichidaiki)
EAST NC1709.T25 A2 2010
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N - Fine Arts

対決, 巨匠たちの日本美術 : 創刊記念「國華」百二十周年, 朝日新聞百三十周年特別展 / [編集東京国立博物館, 國華社,
朝日新聞社]. [東京] : 朝日新聞社, 2008.

(Taiketsu kyoshotachi no Nihon bijutsu : sokan kinen Kokka hyaku-nijisshunen Asahi Shinbun hyaku-sanjisshunen tokubetsuten)
EAST f ND1053.5 .T325 2008

よみがえる浮世絵 : うるわしき大正新版画展 = Beautiful Shin-hanga : revitalization of ukiyo-e /
[編集江戶東京博物館]. [Tokyo] : 江戶東京博物館 : 朝日新聞社, 平成 21 [2009]
(Yomigaeru ukiyoe : uruwashiki Taisho Shin hanga ten = Beautiful Shin-hanga : revitalization of ukiyo-e)
EAST f NE1323.7.S55 Y6 2009

P - Language and Literature

アジア・アフリカ詩集 / 編・訳高良留美子 ; 監修小海永二・伊藤桂一. 東京 : 土曜美術出版販売, 1998.
(Ajia Afurika shishu)
EAST PL8011 .A34 1998

朝上海に立ちつくす： 小說東亜同文書院／ 大城立裕． 東京： 講談社， 1983.
(Asa Shanhai ni tachitsukusu : shosetsu Toa Dobun Shoin)
EAST PL858.S55 A9 1983

ばがー島,八重山の民話 / 竹原孫恭・著. 那覇市 (沖縄県) : 大同デザインセンター, 1978.
(Bagato Yaeyama no minwa)
EAST PL862.A54 B34 1978

男子の本懐 / 城山三郎. 東京 : 新潮社, 1981, c1980.
(Danshi no honkai)
EAST PL861 .H58 1980 v.1

太宰と芥川 / 福田恆存著 ; 解說東鄉克美. 東京 : 日本図書センター, 1984.
(Dazai to Akutagawa)
EAST PL747.55 .F85 1984

青い球体・沖繩 : 池田和選集 / [著者池田和 ; 編輯池田和遺稿集刋行会]. 那霸市 : 沖縄タイムス, 1980.
(Aoi kyutai Okinawa : Ikeda Kazu senshu)
EAST PL853.K337 A6 1980

英霊の聲 / 三島由紀夫. 東京, 河出書房新社, 昭和41 (1966)
(Eirei no koe)
EAST PL833.I7 E57 1966

言語のあいだを読む : 日・英・韓の比較文学 / 大澤吉博. 京都市 : 思文閣出版, 2010.
(Gengo no aida o yomu : Nichi-Ei-Kan no hikaku bungaku)
EAST PN865 .O79 2010

方言. 東京 : 春陽堂, 昭和6 [1931]-昭和13 [1938]
(Hogen )
EAST PL687.A2 H64
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P - Language and Literature

仏と女の室町 : 物語草子論 / 恋田知子. 東京 : 笠間書院, 2008.
(Hotoke to onna no Muromachi : monogatari soshiron)
EAST PL747.34.W64 K65 2008

今村昌平 : 映画は狂気の旅である / [著者今村昌平]. 東京 : 日本図書センター, 2010.
(Imamura Shohei : eiga wa kyoki no tabi de aru)
EAST PN1998.3.I43 A3 2010

ジャンルを越えて : 米須興文敎授退官記念論文集 = Beyond genres : A festschrift in honor of professor Okifumi
Komesu. 沖縄県西原町 : 米須興文敎授退官記念論文集刊行会 ; 東京 : 制作英宝社, 1998.

(Janru o koete : Komesu Okifumi kyoju taikan kinen ronbunshu = Beyond genres : A festschrift in honor of professor Okifumi Komesu )
EAST PR99 .J38 1998

実践うちなあぐち敎本 / 吉屋松金著. 糸満 : 南謡出版, 1999.
(Jissen uchinaaguchi kyohon)
EAST PL693.R9 Y87 1999

カデナ / 池澤夏樹. 東京 : 新潮社, 2009.
(Kadena)
EAST PL853.K45 K33 2009

角川新字源／ 小川環樹, 西田太一郎, 赤塚忠編. 東京 : 角川書店, 1994.
(Kadokawa shin jigen)
EAST PL677.5 .K33 1994

鍵がドアをあけた : 日本語の無生物主語他動詞文へのアプローチ / 熊鶯. 東京 : 笠間書院, 2009.
(Kagi ga doa o aketa : Nihongo no museibutsu shugo tado shibun e no apurochi)
EAST PL627 .X56 2009

海外の日本語の新しい言語秩序 : 日系ブラジル・日系アメリカ人社会における日本語による敬意表現 / 山下暁美著. 東京
: 三元社, 2007.

(Kaigai no Nihongo no atarashii gengo chitsujo : Nikkei Burajiru Nikkei Amerikajin shakai ni okeru Nihongo ni yoru keii hyogen)
EAST PL629.H65 Y34 2007

絢爛たる影絵 : 小津安二郎 / 高橋治． 東京 : 文藝春秋, 2003.
(Kenrantaru kagee : Ozu Yasujiro)
EAST PL862.A4213 K4 2003

恋する女 : 一葉・晶子・らいてうの時代と文学 / 高良留美子. 東京 : 學藝書林, 2009.
(Koisuru onna : Ichiyo Akiko Raicho no jidai to bungaku)
EAST PL726.57.L6 K67 2009

国語辞書一〇〇年 : 日本語をつかまえようと苦闘した人々の物語 / 倉島長正著. 東京 : おうふう, 2010.
(Kokugo jisho 100-nen : Nihongo o tsukamaeyo to kutoshita hitobito no monogatari)
EAST PL673 .K86 2010

組踊 執心鐘入 / 玉城朝薰作 ; イラスト安室二三雄 ; 訳・解說岡田輝雄. 那覇市 : 琉球新報社, 2003.
(Kumiodori Shushin kaneiri)
EAST PN2925.O4 T36 2003
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P - Language and Literature

曲亭馬琴日記. 東京 : 中央公論新社, 2009(Kyokutei Bakin nikki )
EAST PL798.4.Z5 A3 2009

マンガの脚本概論 / 竹宮惠子. 東京 : 角川学芸出版 : 発売元角川グループパブリッシング, 平成 22 [2010]
(Manga no kyakuhon gairon)
EAST PN6790.J3 T347 2010

南島歌謡論 / 玉城政美. 東京 : 砂子屋書房, 1991.
(Nanto kayoron)
EAST PL886.R92 T353 1991

南島の古歌謡 / 小野重朗著. 東京 : ジャパン・パブリッシャーズ, 1977.
(Nanto no kokayo)
EAST PL886.R9 O5 1977

日本のジャーナリズムとは何か : 情報革命下で漂流する第四の権力 / 柴山哲也編著. 京都 : ミネルヴァ書房, 2004.
(Nihon no janarizumu to wa nani ka : joho kakumeika de hyoryusuru daiyon no kenryoku)
EAST PN5404 .S5275 2004

日本の書物／ 紀田順一郎． 東京： 新潮社， 昭和54 [1979]
(Nihon no shomotsu)
EAST PL716 .K5 1979

日本語で書くということ / 水村美苗. 東京 : 筑摩書房, 2009.
(Nihongo de kaku to iu koto)
EAST PL726.55 M596 2009

日本語で読むということ / 水村美苗. 東京 : 筑摩書房, 2009.
(Nihongo de yomu to iu koto)
EAST PL856.I948 N555 2009

「の (だ)」に対応する英語の構文 = The Japanese no da-construction and the corresponding English constructions /
大竹芳夫. 東京 : くろしお出版, 2009.
(No (da) ni taiosuru Eigo no kobun = The Japanese no da-construction and the corresponding English constructions)
EAST PE1369 .O83 2009

信長の棺 / 加藤廣. 東京 : 日本経済新聞社, 2005.
(Nobunaga no hitsugi)
EAST PL872.5.A86 N63 2005

野口雨情 : 鄉愁の詩とわが生涯の真実 / [編者野口存彌]. 東京 : 日本図書センター, 2010.
(Noguchi Ujo : kyoshu no shi to waga shogai no shinjitsu)
EAST PL834.O484 Z46 2010

沖繩俳句歲時記 / 小熊一人著. 那覇市 : 琉球新報社, 昭和 54 [1979]
(Okinawa haiku saijiki)
EAST PL729 .O345 1979
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P - Language and Literature

沖縄県のことば. 北琉球 / 編集委員平山輝男 ... [et al.]. 東京 : 明治書院, 平成 9 [1997]
(Okinawa-ken no kotoba )
EAST PL687 .N54 1997 v.47

沖縄ことわざ全集 / 仲井真元楷. 那覇市 : 清光書房, 1971.
(Okinawa kotowaza zenshu)
EAST PN6519.R98 N33 1971

オキナワの少年 / 東峰夫. 東京 : 文藝春秋, 昭和47 [1972]
(Okinawa no shonen)
EAST PL852.I33 H5 1972

沖縄芝居五十年 / 真喜志康忠著. 那覇 : 新報出版, 1983.
(Okinawa shibai gojunen)
EAST PN2925.O4 M35 1983

お能の見方 / 白洲正子, 吉越立雄. 東京 : 新潮社, 1993.
(Ono no mikata)
EAST PN2924.5.N6 S523 1993

大宅壮一 : 自伝. 東京 : 日本図書センター, 2010.
(Oya Soichi : jiden )
EAST PN5406.O9 A3 2010

琉球文学小見 : ことばの本源を探る / 嘉味田宗栄著. 沖繩県那覇市 : 沖縄時事出版, 1982.
(Ryukyu bungaku shoken : kotoba no hongen o saguru)
EAST PL693.O47 K35 1982

琉球歌謡論 / 玉城政美著. 東京 : 砂子屋書房, 2010.
(Ryukyu kayoron)
EAST PL886.R92 T3534 2010

さすらい姬考 : 日本古典からたどる女の漂泊 / 小林とし子. 東京 : 笠間書院, 2006.
(Sasuraihime ko : Nihon koten kara tadoru onna no hyohaku)
EAST PL726.115 K623 2006

世界文学のなかの中島敦 / ポール・マッカーシー, オクナー深山信子. 東京 : せりか書房, 2009.
(Sekai bungaku no naka no Nakajima Atsushi)
EAST PL834.A52 Z745 2009

石扇回想錄 : 沖縄芸能物語 / 島袋光裕. 沖縄県那覇市 : 沖縄タイムス社, 1982.
(Sekisen kaisoroku : Okinawa geino monogatari)
EAST PN2928.S487 A38 1982

小說の中の沖縄 : 本土誌で描かれた「沖縄」をめぐる物語 / 仲程昌徳. 那覇市 : 沖縄タイムス社, 2009.
(Shosetsu no naka no Okinawa : hondoshi de egakareta Okinawa o meguru monogatari)
EAST PL740.65.O43 N35 2009
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P - Language and Literature

守礼の民 / 霜多正次. 東京 : 筑摩書房, 昭和35 [1960]
(Shurei no tami)
EAST PL838.H69 S5 1960

「終戦日記」を読む / 野坂昭如. 東京 : 日本放送出版協会, 2005.
(Shusen nikki o yomu)
EAST PL857.O8 S58 2005

曽野綾子 : 天駈けるほどの軽やかな魂の自由 / [著者曽野綾子 ; 編者外尾登志美]. 東京 : 日本図書センター, 2010.
(Sono Ayako : amakakeru hodo no karoyaka na tamashii no jiyu)
EAST PL861.O48 Z46 2010

手塚治虫展 : 未来へのメッセージ : 生誕80周年記念特別展 = The 80th anniversary of Tezuka Osamu : messages to the
future / [編集江戶東京博物館, 読売新聞社, NHK, NHKプロモーション, 手塚プロダクション]. 東京 : 江戶東京博物館,

(Tezuka Osamu ten : mirai e no messeji : seitan 80-shunen kinen tokubetsuten =The 80th anniversary of Tezuka Osamu : messages to the
future)
EAST f PN6790.J33 T49987 2009

「内」と「外」の言語学 / 坪本篤朗;早瀬尚子;和田尚明編. 東京 : 開拓社, 2009.
(Uchi to soto no gengogaku)
EAST P299.S53 U34 2009

ヤマト嫌い : 沖縄言論人・池宮城秀意の反骨 / 森口豁. 東京 : 講談社, 1995.
(Yamato-girai : Okinawa genronjin Ikemiyagushiku Shui no hankotsu)
EAST PN5406.I39 M67 1995

やまとことば表現論 : 源俊頼へ / 岡崎真紀子. 東京 : 笠間書院, 2008.
(Yamato kotoba hyogenron : Minamoto Toshiyori e)
EAST PL525.3 .O33 2008

淀川長治 : 私の映画遺言 / [著者淀川長治]. 東京 : 日本図書センター, 2010.
(Yodogawa Nagaharu : watashi no eiga yuigon)
EAST PN1998.3.Y63 A3 2010

読売 vs 朝日 : 21世紀 · 社說対決 / 読売新聞論說委員会編著. 東京 : 中央公論新社, 2004.
(Yomiuri vs Asahi : 21-seiki shasetsu taiketsu)
EAST PN5404 .Y665 2004

「在日」と 50年代文化運動 : 幻の詩誌「ヂンダレ」「カリオン」を読む / ヂンダレ研究会編. 京都市 : 人文書院, 2010.
(Zainichi to 50-nendai bunka undo : maboroshi no shishi Jindare Karion o yomu)
EAST PL725.2.K67 Z35 2010

Q - Science

バカの壁 / 養老孟司. 東京 : 新潮社, 2003.
(Baka no kabe)
EAST QP376 .Y66 2003
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Q - Science

科学史, 湯浅光朝著. 東京, 東洋経済新報社, 1961.
(Kagakushi )
EAST Q127.J3 Y8 1961

沖縄の秘境を探る / 高良鉄夫著. 那覇市 : 琉球新報社, 昭和 55 [1980]
(Okinawa no hikyo o saguru)
EAST QH188.3 .T34 1980

R - Medicine

美容整形と化粧の社会学 : プラスティックな身体 / 谷本奈穂著. 東京 : 新曜社, 2008.
(Biyo seikei to kesho no shakaigaku : purasutikku na shintai)
EAST RD119 .T36 2008

S - Agriculture

宮中養蚕日記 / 田島民著 ; 高良留美子編. 東京 : ドメス出版, 2009.
(Kyuchu yosan nikki)
EAST SF553.J3 T296 2009

T - Technology

中部新国際空港の疑惑 : 中部・三県一市の命運を決める : 日米関係の改善に賭ける男のロマン / 丸山実. 東京 : 星雲社,
1989.

(Chubu Shin Kokusai Kuko no giwaku : Chubu sanken ichishi no meiun o kimeru : Nichi-Bei kankei no kaizen ni kakeru otoko no roman)
EAST TL726.7.J3 M37 1989

中国の水環境保全とガバナンス : 太湖流域における制度構築に向けて / 大塚健司編. 千葉市 : アジア経済研究所, 2010.
(Chugoku no mizu kankyo hozen to gabanansu : taiko ryuiki ni okeru seido kochiku ni mukete)
EAST TD388 .C47 2010

沖縄・西表炭坑史 / 三木健. 東京 : 日本経済評論社, 1996.
(Okinawa Iriomote tankoshi)
EAST TN809.J32 O455 1996

沖縄の石造文化 / [著者福島駿介]. 沖縄県浦添市 : 沖縄出版, 1987.
(Okinawa no sekizo bunka)
EAST TH1201 .F85 1987

Z - Library Science

GHQ焚書図書開封 / 西尾幹二. 東京 : 徳間書店, 2008(GHQ funsho tosho kaifu)
EAST Z1019 .N58
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