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Reference
H - Social Sciences

ブロードバンド・ビジネスの飛躍. 東京： NTT出版, 2004.
(Burodobando bijinesu no hiyaku )
EAST REF HC465.I55 J64 2004

N - Fine Arts

原色浮世絵大百科事典 / [編集原色浮世絵大百科事典編集委員会] ; 企画編集銀河社. 東京 : 大修館書店, 昭和 55-57
[1980-1982]
(Genshoku ukiyoe dai hyakka jiten)
EAST REF NE1321.8 .G44 1980

General
A - General Works

年の步み 北総地域とともに一世紀

編集出版文化社. 成田市 : 千葉交通, 2008.

100
:
1908-2008 /
(100-nen no ayumi : Hokuso chiiki to tomo ni isseiki 1908-2008)
EAST AC945.T7 C33 2008

年のあゆみ, 1955-2005 : 人と事業の記錄 / [編集常磐共同火力50年史編集委員会]. 東京 : 常磐共同火力株式会社,
平成17 [2005]
50

(50-nen no ayumi 1955-2005 : hito to jigyo no kiroku)
EAST AC945.E4 J64 2005

限りなきオンリーワンへの道 個性 輝かせてマンダム 年 そして未来へ
編纂 年史編纂委員会 大阪市 マンダム

80th anniversary book,
:
,
80 ,
: 1927-2007 /
80
.
:
, 2008.
(80th anniversary book kagirinaki onriwan e no michi : kosei kagayakasete Mandamu 80-nen soshite mirai e : 1927-2007)
EAST AC945.M3 M32 2008

編纂100周年記念誌編纂室]. 岐阜市 : アピ株式会社, 平成 19 [2007]

API : 100th anniversary / [
(API : 100th anniversary)
EAST AC945.M3 A65 2007

あゆみ / [編集社労士法制定40周年記念事業特別部会, 記念誌編纂事業部会]. 大阪府：
大阪府社会保険労務士会大阪SR経営労務センター, 2009.
(Ayumi)
EAST AC945.O7 O82 2009

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 T73 2004

独創の軌跡 : グローリー工業株式会社 90年史 / [「グローリー株式会社90年史」編集委員会]. 姬路市 :
グローリー株式会社, 平成 21 [2009]
(Dokuso no kiseki : Gurori Kogyo Kabushiki Kaisha 90-nenshi)
EAST AC945.M3 G87 2009

同志社敎会 : 1981-2008 / 編者同志社敎会史編集委員会. 京都市 : 日本キリスト敎団同志社敎会, 2008.
(Doshisha Kyokai : 1981-2008)
EAST AC945.O7 D67 2008
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A - General Works

同志社敎会創立130周年記念 : 同志社敎会 1945-1980 / 編集同志社敎会史編集委員会. 京都市 :
日本キリスト敎団同志社敎会, 2006.
(Doshisha Kyokai soritsu 130-shunen kinen : Doshisha Kyokai 1945-1980)
EAST AC945.O7 D67 2006

防災科学技術研究所 45年のあゆみ = Progress of NIED in the past 45 years / [編集兼発行者防災科学技術研究所].
つくば市 : 防災科学技術研究所, 平成 21 [2009]
(Bosai Kagaku Gijutsu Kenkyujo 45-nen no ayumi = Progress of NIED in the past 45 years)
EAST AC945.E3 B67 2009

エンシュウ80年史 / 編集エンシュウ株式会社. 名古屋市 : エンシュウ株式会社, 2000.
(Enshu 80-nenshi)
EAST AC945.M3 E58 2000

花に生きる : 野々垣芳子自叙伝 / 野々垣芳子. 岐阜市 : アピ株式会社, 平成 19 [2007]
(Hana ni ikiru : Nonogaki Yoshiko jijo den)
EAST AC945.M3 A65 2007b

常に時代とともにある消費者金融サービスを目指して

JCFA 40th for the next stage, 1969-2009 :
/
[
JCFA40
].
: JCFA, 2009.
(JCFA 40th for the next stage 1969-2009 : tsune ni jidai to tomo ni aru shohisha kinyu sabisu o mezashite)
EAST AC945.F5 N58 2009

編集

周年記念号編集委員会

年の步み

東京

編集日本国際協力システム]. 東京 : 日本国際協力システム, 平成 11 [1999]

JICS10
/ [
(JICS 10-nen no ayumi)
EAST AC945.O7 N523 1999

中販連の步み / 編集日刊自動車新聞社. 東京 : 日本中古自動車販売協会連合会 : 日本中古自動車販売商工組合連合会,
平成 21 [2009]
JU

(JU chuhanren no ayumi)
EAST AC945.O7 N522 2009

株式会社三越100年の記錄, 1904-2004 : デパートメントストア宣言から100年 / [編集株式会社三越本社]. 東京 : 三越,
平成17 [2005]
(Kabushiki-gaisha Mitsukoshi hyakunen no kiroku 1904-2004 : Depatomentosutoa sengen kara 100-nen)
EAST AC945.C6 M58 2005

限りなき挑戦 : 岡部株式会社88年の步み / [編集岡部株式会社社史編纂委員会]. 東京 : 岡部株式会社, 2005.
(Kagirinaki chosen : Okabe Kabushiki Kaisha 88-nen no ayumi)
EAST AC945.M3 O33 2005

会報に観る俱楽部 90年のあゆみ / [編集広報担当理事宮地正治]. 東京 : 三州俱楽部, 平成 20 [2008]
(Kaiho ni miru kurabu 90-nen no ayumi)
EAST AC945.O7 S28 2008

「カメイ」140年のあゆみ = Kamei Holdings Inc. step of 140 years / [記念誌編纂委員会]. 熊本市 :
株式会社カメイホールディングス, 平成 21 [2009]
(Kamei 140-nen no ayumi = Kamei Holdings Inc step of 140 years)
EAST AC945.C6 K36 2009
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神と同志社に育まれたハワイ寮 : 創設期から1961年を中心とした寮史 · 写真集 / 編集同志社ハワイ寮史 ·
写真編集委員会. [京都市 : s.n.], 2008.

(Kami to Doshisha ni hagukumareta Hawairyo : sosetsuki kara 1961-nen o chushin to shita ryoshi shashinshu)
EAST AC945.E3 D67 2008

木村鋳造所八十年のあゆみ / 編集木村鋳造所. 静岡県 : 木村鋳造所, 平成 19 [2007]
(Kimura Chuzosho hachijunen no ayumi)
EAST AC945.M3 K56 2007

交通報國 : 安全自動車90年のあゆみ / 安全自動車株式會社. 東京 : 安全自動車株式會社, 2009.
(Kotsu hokoku : Anzen Jidosha 90-nen no ayumi)
EAST AC945.T7 A65 2009

めっき屋でござる : 忠ちゃん奮闘記 : 清川メッキ工業株式会社創業45周年記念誌 = History of Kiyokawa Plating : 45th
anniversary commemoration magazine. 福井市 : 清川メッキ工業, 平成 20 [2008]

(Mekkiya de gozaru : Tadashi chan funtoki : Kiyokawa Mekki Kogyo Kabushiki Kaisha sogyo 45-shunen kinenshi = History of Kiyokawa
Plating : )
EAST AC945.M3 K59 2008

三菱銀行史 / [調查部銀行史編纂室編]. 東京 : 三菱銀行, 1980.
(Mitsubishi Ginkoshi)
EAST AC945.F5 M58 1980

三越美術部100年史 = The history of Mitsukoshi Fine Arts Department
株式会社三越, 平成 21 [2009]

編集株式会社三越本社]. 東京 :

/ [

(Mitsukoshi Bijutsubu 100-nenshi = The history of Mitsukoshi Fine Arts Department)
EAST AC945.C6 M58 2009

長崎大学医学部創立150周年記念誌 : 近代西洋医学教育発祥から現在まで = 150th anniversary, 1857-2007 : Nagasaki
University School of Medicine / [編集長崎大学医学部創立150周年記念会]. 長崎市 :

(Nagasaki Daigaku Igakubu soritsu 150-shunen kinenshi : kindai seiyo igaku kyoiku hassho kara genzai made = 150th anniversary 1857-2007
: Na)
EAST AC945.E3 N32 2009

名古屋大学精神医学開講100年 / 名古屋大学医学部精神医学開講100周年記念誌編集委員会編. 名古屋市 :
名古屋大学大学院医学系研究科, 精神医学分野, 精神医学開講100周年記念誌編集委員会, 2008.
(Nagoya Daigaku seishin igaku kaiko 100-nen)
EAST AC945.E3 N34 2008

日英協会100年史 = The Japan-British Society centenary book, 1908-2008 / 日英協会編. 東京 : 博文館新社, 2009.
(Nichi-Ei Kyokai 100-nenshi = The Japan-British Society centenary book 1908-2008)
EAST AC945.O7 N49 2009

日本アドバタイザーズ協会五十年史 : 1957-2007 / [日本アドバタイザーズ協会編]. 東京 : 日本アドバタイザーズ協会,
2008.
(Nihon Adobataizazu Kyokai gojunenshi : 1957-2007)
EAST AC945.I5 N49 2008

日本ブレーキ工業50年史 : 1958-2008 / [日本ブレーキ工業株式会社]. 東京 : 日本ブレーキ工業, 2008.
(Nihon Bureki Kogyo 50-nenshi : 1958-2008)
EAST AC945.M3 N53 2008
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日本水路協会十年の步み. Vol. 3, 平成3年 4月から平成13年3月まで. 東京 : 日本水路協会, 平成 13 [2001]
(Nihon Suiro Kyokai junen no ayumi )
EAST AC945.O7 N552 2001

日本鉄道運転協会五十年史 / [編集·整理日本鉄道図書株式会社]. 東京 : 日本鉄道運転協会, 平成 21[2009]
(Nihon Tetsudo Unten Kyokai gojunenshi)
EAST AC945.T7 N54 2009

日清食品の50年史 : 1958-2008 / 日清食品株式会社社史編纂プロジェクト. 大阪市 : 日清食品株式会社, 2008.
(Nisshin Shokuhin no 50-nenshi : 1958-2008)
EAST AC945.M3 N57 2008

大林道路株式会社 75年記念誌. 東京 : 大林道路株式会社, 平成 20 [2008]
(Obayashi Doro Kabushiki Kaisha 75-nen kinenshi )
EAST AC945.C7 O29 2008

立命館 : 立命館創始130年 · 学園創立100周年記念写真集 / [編集立命館大学広報課 ; 監修立命館百年史編纂室]. 京都市
: 立命館, 2000.
(Ritsumeikan : Ritsumeikan soshi 130-nen gakuen soritsu 100-shunen kinen shashinshu)
EAST AC945.E3 R58 2000

六十年のあゆみ : テキスタイル俱楽部 / [テキスタイル俱楽部編]. [大阪] : テキスタイル俱楽部, 2008.
(Rokujunen no ayumi : Tekisutairu Kurabu)
EAST AC945.M3 T45 2008

六十四年の軌跡. 東京 : 産業安全研究所, 平成 18 [2006]
(Rokujuyonen no kiseki )
EAST AC945.O7 S252 2006

サンシャインシティ40年のあゆみ / サンシャインシティ企画調查室編集. 東京 : 株式会社サンシャインシティ, 2004.
(Sanshain Shiti 40-nen no ayumi)
EAST AC945.S4 S23 2004

写真で見る医学部150年の変遷 : 長崎大学医学部創立150周年記念誌第6章抜刷 / 編集長崎大学医学部創立150周年記念会.
長崎市 : 長崎大学医学部創立150周年記念会, 平成 21 [2009]
(Shashin de miru igakubu 150-nen no hensen : Nagasaki Daigaku Igakubu soritsu 150-shunen kinenshi dai-6 sho nukizuri)
EAST AC945.E3 N32 2009b

写真集慶應義塾 150年 = Keio in photographs : a 150th anniversary collection / [編集慶應義塾創立
150年写真集編纂委員会]. 東京 : 慶應義塾 : 販売慶應義塾大学出版会, 2008.
(Shashinshu Keio Gijuku 150-nen = Keio in photographs : a 150th anniversary collection)
EAST AC945.E3 K45 2008

七十年史 / [編集者JIPA70周年記念プロジェクト]. 東京 : 日本知的財産協会, 2009.
(Shichijunenshi)
EAST AC945.O7 N52 2009
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信頼のブランド : SMK の80年 / [編集 SMK 株式会社社史編纂委員会]. 東京 : SMK 株式会社, 2006.
(Shinrai no burando : SMK no 80-nen)
EAST AC945.M3 S62 2006

商学部の百年をたどる. 東京 : 早稲田大学商学部, 2005.
(Shogakubu no hyakunen o tadoru )
EAST AC945.E3 W37 2005

住友生命百年史 / 編集住友生命保険相互会社総務部社史編纂室. 大阪市 : 住友生命保険, 平成 21 [2009]
(Sumitomo Seimei hyakunenshi)
EAST AC945.F5 S86 2009

都バスの90年史 / 著者佐藤信之. 東京 : グランプリ出版, 2007.
(Tobasu no 90-nenshi)
EAST AC945.T7 A237 2007

常に半步先へ : 立川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 : 立川科学グループ,
平成 20 [2008]
(Tsune ni hanpo saki e : Tachikawa Kagaku Gurupu gojunen no ayumi)
EAST AC945.M3 T63 2008

早稲田大学 年

東京 : 早稲田大学, 2007.

Waseda 125, 1882-2007 =
125
: pictorial history of Waseda University.
(Waseda 125 1882-2007 = Waseda Daigaku 125-nen : pictorial history of Waseda University )
EAST AC945.E3 W37 2007

早稲田大学理工学部百年誌 / 編集早稲田大学理工学部百年誌編纂委員会. 東京 : 早稲田大学理工学術院, 2008.
(Waseda Daigaku Rikogakubu hyakunenshi)
EAST AC945.E3 W37 2008

山口県医師会史 / 編纂山口県医師会. 山口県 : 山口県医師会, 昭和39 [1964](Yamaguchi-ken Ishikaishi)
EAST AC945.O7 Y36 1964

横浜インターナショナル · テニス · コミュニティ130年のあゆみ : 1878年-2008年 = A history of Yokohama
International Tennis Community : 130th anniversary / [YITC 130周年記念実行委員会]. 横浜市 :
横浜インターナショナル · テニス · コミュニティ, 2008.

(Yokohama intanashonaru Tenisu Komyuniti 130-nen no ayumi : 1878-nen - 2008-nen = A history of Yokohama International Tennis
Community : 130th anni)
EAST AC945.O7 Y65 2008

財団法人日本国際協力システム20年の步み / [編集日本国際協力システム]. 東京 : 日本国際協力システム, 2009.
(Zaidan Hojin Nihon Kokusai Kyoryoku Shisutemu 20-nen no ayumi)
EAST AC945.O7 N523 2009

B - Philosophy, Psychology, Religion

琉球仏教史の研究 / 知名定寬著. 沖縄県宜野湾市 : 榕樹書林, 2008.
(Ryukyu Bukkyo shi no kenkyu)
EAST BQ699.R9 C45 2008

Page 5

B - Philosophy, Psychology, Religion

私本 式年遷宮の思想 : 改訂皇家第一の重事 / [幡掛正浩]. 東京 : 神社新報社, 昭和 61 [1986]
(Shihon shikinen sengu no shiso : kaitei Koke daiichi no juji)
EAST BL2220.5 .H37 1986

D - History: General and Outside the Americas

アイヌ史新聞年表 / [編著者河野本道]. 滝川市 : 國學院短期大学コミュニティカレッジセンター, 2004(Ainushi shinbun nenpyo)
EAST DS894.25 .A36 2004

新しい琉球史像 : 安良城盛昭先生追悼論集 / 高良倉吉, 豊見山和行, 真栄平房昭編. 沖縄県宜野湾市 : 榕樹社 :
発売元緑林堂書店, 1996.
(Atarashii Ryukyu shizo : Araki Moriaki Sensei tsuito ronshu)
EAST DS895.R95 A83 1996

風水・暦・陰陽師 : 中国文化の辺縁としての沖縄 / 三浦國雄. 沖縄県宜野湾市 : 榕樹書林, 2005.
(Fusui koyomi onmyoji : Chugoku bunka no henen to shite no Okinawa)
EAST DS895.R94 M58 2005

東アジア海域の海賊と琉球 / 松浦章著. 宜野湾市 : 榕樹書林, 2008.
(Higashi Ajia kaiiki no kaizoku to Ryukyu)
EAST DS849.C5 M38 2008

封舟往還 / 原田禹雄著. 沖縄県宜野湾市 : 榕樹書林, 2007.
(Hoshu okan)
EAST DS895.R97 H37 2007

改訂佛領印度支那篇 / 滿鐡東亞經濟調查局. 東京 : , 滿鐡東亞經濟調查局, 昭和 16 [1941]
(Kaitei Futsuryo Indoshina hen)
EAST DS541 .K35 1941

古代オリエント史と私 / 三笠宮崇仁. 東京 : 学生社, 昭和 59 [1984]
(Kodai oriento shi to watakushi)
EAST DS834.9.M55 A3 1984

皇太子殿下 : ご成婚をお祝いして. 東京 : 皇太子殿下御成婚奉祝委員会, 平成 5 [1993]
(Kotaishi Denka : goseikon o oiwai shite )
EAST f DS891.42.H57 K678 1993

日本古墳の研究 / 斎藤忠著. 東京 : 吉川弘文館, 昭和 36 [1961]
(Nihon kofun no kenkyu)
EAST DS815 .S27

日本所在朝鮮近世記錄類解題 / 東洋文庫東北アジア研究班 (朝鮮). 東京 : 東洋文庫, 平成 21 [2009]
(Nihon shozai Chosen kinsei kirokurui kaidai)
ASIA DS913.2 .N55 2009
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D - History: General and Outside the Americas

沖縄文化の拡がりと変貌 / 渡邊欣雄. 宜野湾市 : 榕樹書林, 2002.
(Okinawa bunka no hirogari to henbo)
EAST DS894.99.O374 W386 2002

蘭領東印度 / 満鉄東亜経済調查局編. 東京 : 慶応書房, 昭和12 [1937].
(Ranryo higashiindo )
EAST DS503 .R36 1937

ロシアの北太平洋進出と日本 : "ロシア領アメルカの歴史"より / 翻訳斎藤由佳, 前田ひろみ ; 編集寺山恭輔. 仙台市 :
東北大学東北アジア研究センター, 2009.
(Roshia no Kita Taiheiyo shinshutsu to Nihon : Roshia ryo Amerika no rekishi yori)
EAST DS501 .T638 vol. 20

琉球王国の形成 : 三山統一とその前後 / 和田久徳著. 宜野湾市 : 榕樹書林, 2006.
(Ryukyu Okoku no keisei : Sanzan toitsu to sono zengo)
EAST DS895.R95 W33 2006

シベリア通信2 : 2004年-2008年 / 徳田由佳子編. 仙台市 : 東北大学東北アジア研究センター, 2009.
(Shiberia tsushin 2 : 2004-nen-2008-nen)
EAST DS501 T638 vol. 21

新技術開発ダイジェスト2 : 2004年-2008年 / 徳田由佳子編. 仙台市 : 東北大学東北アジア研究センター, 2009.
(Shingijutsu kaihatsu daijesuto 2 : 2004-nen-2008-nen)
EAST DS501 .T632 vol. 22

太平洋戦下の朝鮮 / 近藤釼一編. 東京 : 朝鮮史料編纂会, 昭和37-39 [1962-1964]
(Taiheiyo senka no Chosen)
EAST DS916 .C44

東北アジア研究センターシンポジウム 内なる他者 = 周辺民族の自己認識のなかの「中国」: モンゴルと華南の視座から /
岡洋樹編. 仙台市 : 東北大学東北アジア研究センター, 2009.

(Tohoku Ajia Kenkyu Senta Shinpojumu Uchinaru tasha = shuhen minzoku no jiko ninshiki no naka no Chugoku : Mongoru to Kanan no shiza
kara)
EAST DS734.97.J3 T657 2009

我ら同胞のために : 日系二世アメリカ兵 / 橋本捨五郎. 福島県郡山市 : 橋本捨五郎, 2008.
(Warera doho no tame ni : Nikkei nisei Amerikahei)
EAST D753.8 .H375 2008

H - Social Sciences

大地の慟哭 : 中国民工調查 / 秦堯禹著 ; 田中忠仁,永井麻生子,王蓉美訳. 東京 : PHP研究所, 2007.
(Daichi no dokoku : Chugoku minko chosa)
EAST HD5856.C5 C56 2007

デジタルシティ / 浜野安宏, 増田宗昭. 東京 : ダイヤモンド社, 1998.
(Dejitaru shiti)
EAST HT169.J32 H35 1998
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H - Social Sciences

明治・大正・昭和お酒の広告グラフィティ : サカツ・コレクションの世界 / サカツコーポレーション編 ; 田島奈都子解說.
東京 : 国書刊行会, 2006.
(Meiji Taisho Showa osake no kokoku gurafiti : Sakatsu korekushon no sekai)
EAST f HF6161.L46 M454 2006

L - Education

ハワイ日系2世とキリスト教移民敎育 : 戦間期ハワイアン・ボードのアメリカ化教育活動 = Board of Hawaiian Evangelical
Association and immigrant education : Americanizing/Christianizing Japanese nisei in interwar Hawaii /
吉田亮著. 東京 : 学術出版会 : 発売所日本図書センター, 2008.

(Hawai Nikkei nisei to Kirisutokyo imin kyoiku : senkanki Hawaian Bodo no Amerikaka kyoiku katsudo = Board of Hawaiian Evangelical
Associatio)
EAST LC3173.H3 Y67 2008

吉野作造「試験成功法」

太田雅夫編. 奈良市 : 青山社, 2002.

/
(Yoshino Sakuzo Shiken seikoho)
EAST LB3060.57 .Y67 2002

P - Language and Literature

近代日本文学の位相 / [著者 長谷川泉] 東京 : 桜楓社, 昭和49 [1974]
(Kindai Nihon bungaku no iso)
EAST PL726.55 .H34

松平容保, 北篤著. 東京, 新人物往来社, 昭和49 (1974)
(Matsudaira Katamori )
EAST PL855.I64 M3

沖縄芸能史槪論 / 大城學. 東京 : 砂子屋書房, 2000.
(Okinawa geinoshi gairon)
EAST PN2925.O4 O78 2000

志賀直哉集. 東京 : 新潮社, 1969 (1988 printing)
(Shiga Naoya shu )
EAST PL816.H5 A3 1983

詩歌の琉球 / 渡英子著. 東京 : 砂子屋書房, 2008.
(Shiika no ryukyu)
EAST PL886.R9 W38 2008
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