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 Reference 
 K - Law 

 六法全書.  東京都 : 有斐閣  
 (Roppo zensho ) 
 EAST REF  KNX12 .J375 

 General 
 A - General Works 

 地域とともにほうしん100年の步み / [編集発行防府信用金庫].  防府市 : 防府信用金庫, 平成23 [2011]  
 (Chiiki to tomo ni Hoshin 100-nen no ayumi) 
 EAST  AC945.F5 H62 2011 

 中国銀行八十年史 / 80年史プロジェクト編纂.  岡山市 : 中国銀行, 平成23 [2011]  
 (Chugoku Ginko hachijunenshi) 
 EAST  AC945.F5 C54 2011 

 中日新聞三十年史 : 創業85年の記錄 / 中日新聞社史編さん委員会編集.  名古屋 : 中日新聞社, 1972.  
 (Chunichi shinbun sanjunenshi : sogyo hachijugonen no kiroku) 
 EAST  AC945.I5 C46 1972 

 富士コカ・コーラボトリング株式会社25年史 / 編纂 富士コカ・コーラボトリング株式会社社史編纂委員会.   
 神奈川県海老名市 : 富士コカ・コーラボトリング株式会社, 昭和63 [1988]  
 (Fuji Koka-Kora Botoringu Kabushiki Kaisha 25-nenshi) 
 EAST  AC945.M3 F855 1988 

 花王石鹼七十年史 / 花王石鹼 70年史編集室編集].  東京 : 花王石鹼株式會社, 昭和 35 [1960]  
 (Kao Sekken shichijunenshi) 
 EAST  AC945.M3 K362 1960 

 明治製菓の步み : 創立から五十年 / [明治製菓社史編集委員会編].  東京 : 明治製菓, 昭和43 [1968]  
 (Meiji Seika no ayumi : soritsu kara gojunen) 
 EAST  AC945.M3 M46 1968 

 三井銀行 : 一〇〇年のあゆみ / [編集・制作日本経営史研究所].  東京 : 三井銀行一〇〇年のあゆみ 編纂委員会, 昭和51  
 [1976]  
 (Mitsui Ginko : 100-nen no ayumi) 
 EAST  AC945.F5 M582 1976 

 日本ハムグループ70年史 : 1942-2011 / 編纂日本ハムグループ70年史編集委員会.  大阪市 : 日本ハム株式会社, 平成24  
 [2012]  
 (Nihon hamu gurupu 70-nenshi : 1942-2011) 
 EAST  AC945.M32 H36 2012 

 日清製粉100年史 / [日清製粉株式会社].  東京 : 日清製粉株式会社, 2001.  
 (Nisshin Seifun 100-nenshi) 
 EAST  AC945.M3 N568 2001 
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 A - General Works 

 日清製油60年史 / 編集日清製油株式会社社史編纂室.  東京 : 日清製油株式会社, 昭和 44 [1969]  
 (Nisshin Seiyu rokujunenshi) 
 EAST  AC945.M3 N5682 1969 

 沖縄県立博物館 50年史 / [編集沖縄県立博物館].  沖縄県那覇市 : 沖縄県立博物館, 1996.  
 (Okinawa Kenritsu Hakubutsukan 50-nenshi) 
 EAST  AC945.O7 O445 1996 

 ライオン 100年史 : いつも暮らしの中に Lion / [編纂ライオン株式会社社史編纂委員会].  東京 : ライオン株式会社. 平成 
  4 [1992]  
 (Raion 100-nenshi : itsumo kurashi no naka ni Lion) 
 EAST  AC945.M3 R36 2002 

 ライオン歯磨八十年史 / [  編集 ライオン歯磨株式会社社史編纂委員会].  東京 : ライオン歯磨株式会社 , 昭和48 [1973]  
 (Raion Hamigaki hachijunenshi) 
 EAST  AC945.M3 R362 1973 

 社史旭電化工業株式会社50年史 / 編纂発行旭電化工業株式会社.  東京 : 旭電化工業, 昭和43 [1967]  
 (Shashi Asahi Denka Kogyo Kabushiki Kaisha 50-nenshi) 
 EAST  AC945.M3 A84 1967 

 静岡銀行史 : 創業百十五年の步み / 編集静岡銀行50年史編纂室 ; 制作協力凸版印刷年史センター.  静岡市 : 静岡銀行,  
 平成5 [1993]  
 (Shizuoka Ginkoshi : sogyo hyakujugonen no ayumi) 
 EAST  AC945.F5 S556 1993 

 住友信託銀行五十年史 / [編纂住友信託銀行五十年史編纂委員会 ; 麻島昭一 執筆]  大阪 : 住友信託銀行, 昭和51 [1976]  
 (Sumitomo Shintaku Ginko gojunenshi) 
 EAST  AC945.F5 S87 1976 

 東京銀行史 : 外国為替専門銀行の步み / 編纂東銀史編集室.  東京 : 東銀リサーチインターナショナル, 1997.  
 (Tokyo Ginkoshi : gaikoku kawase senmon ginko no ayumi) 
 EAST  AC945.F5 T63 1997 

 東レ70年史 : 1926-1996 / [編集日本経営史研究所 ].  東京 : 東レ株式会社, 1997.  
 (Tore 70-nenshi : 1926-1996) 
 EAST  AC945.M3 T685 1997 

 横浜銀行四十年史 / 著作 株式会社 横浜銀行行史編纂委員会.  横浜市 : 横浜銀行, 昭和 36 [1961]  
 (Yokohama Ginko yonjunenshi) 
 EAST  AC945.F5 Y65 1961 

 雪印乳業沿革史／ [編集雪印乳業史編纂委員会].  東京： 雪印乳業株式会社， 昭和60 [1985]  
 (Yukijirushi Nyugyo enkakushi) 
 EAST  AC945.M3 Y86 1985 

 雪印乳業史 / [編集雪印乳業史編纂委員会].  東京 : 雪印乳業株式会社, 昭和 35-<平成 7   > [1960-<1995   >  
 (Yukijirushi Nyugyo shi) 
 EAST  AC945.M3 Y86 1960 
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 B - Philosophy, Psychology, Religion 

 仏教 / 編集解說吉田久一.  東京 : 筑摩書房, 1965.  
 (Bukkyo) 
 EAST  B5240 .G4 vol. 7 

 日本霊異記の原像 / 平野邦雄編 ; 東京女子大学古代史研究会.  東京 : 角川書店, 1991.  
 (Nihon ryoiki no genzo) 
 EAST  BQ5775.J3 K454 1991 

 鈴木大拙 / 編集解說增谷文雄.  東京 : 筑摩書房, 1964.  
 (Suzuki Daisetsu) 
 EAST  B5240 .G4 vol. 8 

 東大寺要錄 / [觀嚴著] ;  筒井英俊 [校訂]  東京 : 国書刊行会, 昭和46 [1971]  
 (Todaiji yoroku) 
 EAST  BQ6353.N372 T639 1971 

 D - History: General and Outside the Americas 

 アジア・太平洋価値観国際比較調查 : 文化多様体の統計科学的解析 : 日本 2010調查報告書 / 吉野諒三, 二階堂晃佑編集.   
 立川市 : 統計数理研究所, 2011.  
 (Ajia Taiheiyo kachikan kokusai hikaku chosa : bunka tayotai no tokei kagakuteki kaiseki : Nihon 2010 chosa hokokusho) 
 EAST  DS830 .A375 2011 

 日本古代木簡の研究 / 東野治之.  東京 : 塙書房, 昭和58 [1983]  
 (Nihon kodai mokkan no kenkyu) 
 EAST  DS815 .T66 1983 

 小右記 / 東京大學史料編纂所編纂.  東京 : 岩波書店, 昭和 34-61 [1959-1986]  
 (Shoyuki) 
 EAST  DS803 .T63 

 H - Social Sciences 

 条里と村落の歴史地理学研究 / 金田章裕著.  東京 : 大明堂, 昭和 60 [1985]  
 (Jori to sonraku no rekishi chirigaku kenkyu) 
 EAST  HD914 .K52 1985 

 南アジアの障害当事者と障害者政策 : 障害と開発の視点から / 森壮也編.  千葉県千葉市 : アジア経済研究所, 2011.  
 (Minami Ajia no shogai tojisha to shogaisha seisaku : shogai to kaihatsu no shiten kara) 
 EAST  HV1559.S64 M56 2011 

 日本古代の交通と社会 / 舘野和己著.  東京 : 塙書房, 1998.  
 (Nihon kodai no kotsu to shakai) 
 EAST  HE277.A3 T38 1998 

 日本古代土地所有の研究 / 菊地康明著.  東京 : 東京大学出版会, 1969.  
 (Nihon kodai tochi shoyu no kenkyu) 
 EAST  HD914 .K47 
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 H - Social Sciences 

 日本農耕技術の起源と伝統 / 木下忠著.  東京 : 雄山閣, 昭和 60 [1985]  
 (Nihon noko gijutsu no kigen to dento) 
 EAST  HD9486.J32 K55 1985 

 P - Language and Literature 

 演劇学論集 : 紀要.  東京 : 日本演劇学会, 1999-  
 (Engekigaku ronshu : kiyo ) 
 EAST  PN2920 .N48 

 琉球先島方言の総合的研究 / 平山輝男, 大島一郎, 中本正智共著.  東京 : 明治書院, 昭和42 [1967]  
 (Ryukyu Sakishima hogen no sogoteki kenkyu) 
 EAST  PL693.R9 H5 1967 

 R - Medicine 

 日本古代の医療制度 / 丸山裕美子.  東京 : 名著刋行会, 1998.  
 (Nihon kodai no iryo seido) 
 EAST  R623 .M42 1998 
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