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General
A - General Works

財団法人ひろしま美術館 30年史, 1978-2008 = 30 years of the Hiroshima Museum of Art, 1978-2008 /
[編集財団法人ひろしま美術館 ; 制作凸版印刷株式会社]. 広島市 : ひろしま美術館, 2008.
(Zaidan Hojin Hiroshima Bijutsukan 30-nenshi = 30 years of the Hiroshima Museum of Art 1978-2008)
EAST AM78.H57 H57 2008

B - Philosophy, Psychology, Religion

東アジア価値観国際比較調查 : 「信頼感」の統計科学的解析 : 平成14年度-平成17年度科学研究費補助金,
基盤研究A研究成果報告書 / 研究者代表吉野諒三 = The East Asia value survey, 2002-2005 : data analysis on peoples'
sense of trust / Ryozo Yoshino. 東京 : 統計数理研究所, 2006.

(Higashi Ajia kachikan kokusai hikaku chosa : shinraikan no tokei kagakuteki kaiseki : Heisei 14-nendo-Heisei 17-nendo kagaku kenkyuhi
hojokin)
EAST BJ1500.T78 H542 2006

慰霊と顕彰の間 : 近現代日本の戦死者観をめぐって / 國學院大學研究開発推進センター編. 東京 : 錦正社, 平成 20
[2008]
(Irei to kensho no aida : kin-gendai Nippon no senshishakan o megutte)
EAST BL2225.T62 Y3723 2008

神社とみどり / 編者神社本庁. 東京 : 神社新報社, 昭和 58 [1983]
(Jinja to midori)
EAST BL2211.G76 J56 1983

常樂院 沿革史 / 江田 俊了. 日南市 : 常樂院 法流 事務所, 平成 2 [1990]
(Jorakuin enkakushi)
EAST BQ6353.J67 E32 1990

須賀敦子と9人のレリギオ : カトリシズムと昭和の精神史 / 神谷光信著. 東京 : 日外アソシエーツ, 2007.
(Suga Atsuko to 9-nin no rerigio : Katorishizumu to Showa no seishinshi)
EAST BR1305 .K355 2007

哲学は何のために / 高坂正顕著. [東京] : 理想社, 昭和34 [1959]
(Tetsugaku wa nanno tame ni)
EAST BQ29 .K66 1959

D - History: General and Outside the Americas

アパート / 紅野謙介編. 東京 : ゆまに書房, 2006.
(Apato)
EAST DS 822. 4 .K67 2004 v.18

浅草の見世物・宗教性・エロス / 編集一柳廣孝 ; 監修和田博文. 東京 : ゆまに書房, 2005.
(Asakusa no misemono shukyosei erosu)
EAST DS 822.4 K67 2004 v.11

中国近代思想と現代 : 知的状況を考える / 河田悌一著. 東京 : 研文出版, 1987.
(Chugoku kindai shiso to gendai : chiteki jokyo o kangaeru)
EAST DS754.14 .K38 1987
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D - History: General and Outside the Americas

中国を見つめて/ 河田悌一. 東京: 研文出版, 1998.
(Chugoku o mitsumete)
EAST DS706 .K38 1998

馬冑が来た道 : 古代東国研究の新視点 / 金井塚良一著. 東京 : 吉川弘文館, 2008.
(Bachu ga kita michi : kodai Togoku kenkyu no shinshiten)
EAST DS815 .K283 2008

江戶名所圖會 [7卷, 齋藤幸雄．齋藤幸孝．齋藤幸成編, 長谷川雪旦画, 原田幹校訂. 東京, 人物往来社, 1967]
(Edo meisho zue [7-kan )
EAST DS896.3 .S35

円タク・地下鉄 / 片山宏行編. 東京 : ゆまに書房, 2005.
(Entaku chikatetsu)
EAST DS822.4 .K67 2004 v.7

エロ・グロ・ナンセンス / 島村輝編. 東京 : ゆまに書房, 2005.
(Ero guro nansensu)
EAST DS822.4 .K67 2004 v.15

剛腕維新 / 小沢一郎. 東京 : 角川学芸出版, 平成18 [2006]
(Gowan ishin)
EAST DS891 .O93 2006

グルメ案内記 / 近藤裕子編. 東京 : ゆまに書房, 2005.
(Gurume annaiki)
EAST DS822.4 .K67 2004 v.13

カフェ / 和田博文編. 東京 : ゆまに書房, 2005.
(Kafe)
EAST DS822.4 .K67 2004 v.12

広告と商業美術 / 大谷省吾編. 東京 : ゆまに書房, 2005.
(Kokoku to shogyo bijutsu)
EAST DS822.4 .K67 2004 v.10

國民年鑑. 東京 : 發賣所民友社出版部,
(Kokumin nenkan )
EAST DS801 .K63

丸ノ内のビジネスセンター / 竹松良明編. 東京 : ゆまに書房, 2005.
(Marunouchi no bijinesu senta)
EAST DS822.4 .K67 2004 v.6

モダンガール / 垂水千恵編. 東京 : ゆまに書房, 2006.
(Modan garu)
EAST DS 822.4 .K67 2004 v.16

Page 2

D - History: General and Outside the Americas

ニュー・ポリティクス : 私の決断と責任 / 峰崎直樹. 東京 : 平原社, 1996.
(Nyu poritikusu : watakushi no ketsudan to sekinin)
EAST DS891.5 .M56 1996

大阪のモダニズム / 真銅正宏編. 東京 : ゆまに書房, 2006.
(Osaka no modanizumu)
EAST DS 822.4 .K67 2004 v.20

レヴュー / 細川周平編. 東京 : ゆまに書房, 2005.
(Revyu)
EAST DS 822. 4 .K67 2004 v.14

しっかりせよ自由主義 / 松山幸雄. 東京 : 朝日新聞社, 昭和60 [1985]
(Shikkariseyo jiyu shugi)
EAST DS889.5 .M39 1985

資生堂 / 和田博文編. 東京 : ゆまに書房, 2006.
(Shiseido)
EAST DS822.4 .K67 2004 v.17

東北アジアにおける民族と政治 = Nations, ethnicity, and politics in Northeast Asia / 岡洋樹, 高倉浩樹,
上野稔弘編. 仙台市 : 東北大学東北アジア研究センター, 2003.
(Tohoku Ajia ni okeru minzoku to seiji = Nations ethnicity and politics in Northeast Asia)
EAST DS509.5.A1 S96 2003

豊かな国の貧しい政治 / 田勢康弘著. 東京 : 新潮社, 平成 7 [1995]
(Yutakana kuni no mazushii seiji)
EAST DS889 .T285 1995

F - History: United States Local and Latin America

21世紀ラテンアメリカの左派政権, 虛像と実像 / 遅野井茂雄 · 宇佐見耕一編. 千葉市 : アジア経済研究所, 2008.
(21-seiki Raten Amerika no saha seiken kyozo to jitsuzo)
EAST F1413.3 .A18 2008

G - Geography

鉄甲: ひとりでできる入門書/ 井上元滕著；琉球古武道保存振興会． 東京: 青濤社:発売元績文堂出版, 昭和57 [1982]
(Tekko : hitori de dekiru nyumonsho)
Asia Closed GV1112 .I66 1982

H - Social Sciences

アメリカの常識日本の常識 / 松岡陽子マックレイン. 東京 : 読売新聞社, c1989.
(Amerika no joshiki Nihon no joshiki)
EAST HN59.2 .M42 1989
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H - Social Sciences

アメリカの環境保護運動 / 岡島成行著. 東京 : 岩波書店, 1990.
(Amerika no kankyo hogo undo)
EAST HC110.E5 O37 1990

明日をみんなのちからで : 全労連女性部結成とそのたたかい / 編集「全労連女性部のあゆみ」編集委員会 ; 監修川口和子.
東京 : 全国労働組合総連合女性部, 2006.
(Asu o minna no chikara de : Zenroren Joseibu kessei to sono tatakai)
EAST HD6197 .A88 2006

インド経済, 成長の条件 / 小田尚也編. 千葉市 : アジア経済研究所, 2009.
(Indo keizai seicho no joken)
EAST HC435.2 .I6255 2009

近代都市計画の百年とその未来 / 日本都市計画学会編 = Centenary of modern city planning and its perspective / The
City Planning Institute of Japan. 東京 : 日本都市計画学会, 1988.
(Kindai toshi keikaku no hyakunen to sono mirai)
ASIA f HT166 .K5556 1988

告白 = The confession / 井口俊英. 東京 : 文藝春秋, 1997.
(Kokuhaku = The confession)
EAST HG3330.O824 D356 1997

巨大化する中国経済と世界 / 小島麗逸, 堀井伸浩編. 千葉市 : アジア経済研究所, 2007.
(Kyodaikasuru Chugoku keizai to sekai)
EAST HF1604 .K96 2007

九州特急物語 : 創業からJR九州までの120年 / 著者石井幸孝. 東京 : JTB パブリッシング, 2007.
(Kyushu tokkyu monogatari : sogyo kara JR Kyushu made no 120-nen)
EAST HE3360.K9 I85 2007

満州の探検と鉱業の歴史 ; 満州の探検及鉱物資源地図 / 南満州鉄道株式会社北満経済調查所編. 東京 : 大空社, 2004.
(Manshu no tanken to kogyo no rekishi
EAST HD9506.C62 M363 2004

Manshu no tanken oyobi kobutsu shigen chizu)

モンゴルの環境と変容する社会 / 岡洋樹編. 仙台市 : 東北大学東北アジア研究センター, 2007.
(Mongoru no kankyo to henyosuru shakai)
EAST HN730.8.A8 M664 2007

日本経済の正しい理解と明るい展望 = the Japanese economy : correct understanding and bright outlook / 福島清彦.
東京 : 日経 BP社, 2004.
(Nihon keizai no tadashii rikai to akarui tenbo = the Japanese economy : correct understanding and bright outlook)
EAST HC462.95 .F85 2004

温故知新 : ユニーク&オリジナルの軌跡 / [編集 · 制作出版文化社]. 横浜市 : エヌエフ回路設計ブロック, 2005.
(Onko chishin : yuniku & originaru no kiseki)
EAST HD9696.A3 J337 2003
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H - Social Sciences

サブカル「真」論／ 編者宮台真司 ; 企画 · 編集ザッツ · ジャパン編集委員会. 東京： ウェイツ， 2005.
(Sabukaru shin ron)
EAST HM646 .S23 2005

食料自給率向上へ! : 食料安全保障への道筋 / 編集代表梶井功 ; 編集担当後藤光蔵. 東京 : 農林統計協会, 2009.
(Shokuryo jikyuritsu kojo e : shokuryo anzen hosho e no michisuji)
EAST HD9016.J32 S56 2009

台湾の企業と産業 / 佐藤幸人編. 千葉市 : アジア経済研究所, 2008.
(Taiwan no kigyo to sangyo)
EAST HC430.5 T23375 2008

転換する日本企業 / 中谷巌. 東京 : 講談社, 昭和 62 [1987]
(Tenkansuru Nihon kigyo)
EAST HD70.J3 N315 1987

J - Political Science

アジア開発途上諸国の投票行動 : 亀裂と経済 / 間寧編. 千葉市 : アジア経済研究所, 2009.
(Ajia kaihatsu tojo shokoku no tohyo kodo : kiretsu to keizai)
EAST JQ38 .A354 2009

日本植民地研究の現状と課題 / 日本植民地研究会編 ; 執筆者岡部牧夫 ... [et al.]. 東京 : アテネ社, 2008.
(Nihon shokuminchi kenkyu no genjo to kadai)
EAST JV5218 .N53 2008

N - Fine Arts

日本美術の恩人たち / 矢代幸雄． 東京 : 文藝春秋, 1961.
(Nihon bijutsu no onjintachi)
EAST NX700 .Y37 1961

劉生繪日記 / [著者岸田劉生]. 熱海市 : 龍星閣, 昭和 27 [1952]
(Ryusei enikki)
EAST ND1059.K5 A2 1952

P - Language and Literature

天鵝絨物語 / 林真理子. 東京 : 新潮社, 平成 9 [1997]
(Birodo monogatari)
EAST PL852.A82786 B57 1997

文章読本 / [著者丸谷才一]. 東京 : 中央公論社, 昭和52 [1977]
(Bunsho-dokuhon)
EAST PL635 .M29 1980
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P - Language and Literature

第四間氷期 / 安部公房. 東京 : 講談社, 昭和45 [1970]
(Daiyon kanpyoki)
EAST PL845.B4 D3 1970

風塵抄 / 司馬遼太郎. 東京 : 中央公論新社, 1994.
(Fujinsho)
EAST PL861.H48 F76 1994

情報世界地図 / [編集朝日新聞社事典編集部]. 東京 : 朝日新聞社, 2005.
(Joho sekai chizu)
EAST PL 684 .A83 2005 Suppl. 1

火車 / 宮部みゆき著. 東京 : 新潮社, 平成 10 [1998]
(Kasha)
EAST PL856.I856 K37 1998

慶應義塾図書館所蔵・閩斎堂刊「新刻増補批評全像西遊記」の研究と資料 / 磯部彰編. 仙台市 :
東北大学東北アジア研究センター, 2006.

(Keio Gijuku Toshokan shozo Binsaido kan Shinkoku zoho hihyo zenzo Saiyuki no kenkyu to shiryo)
EAST PL2697.X563 K45 2006

近代北海道の文学 : 新しい精神風土の形成 / 小笠原克著． 東京： 日本放送出版協会, 昭和 48 [1973]
(Kindai Hokkaido no bungaku : atarashii seishin fudo no keisei)
EAST PL886.H62 O34 1973

国性爺合戦 / 編集国立劇場調查資料課. 東京 : 日本芸術文化振興会, 平成 18 [2006]
(Kokusenya kassen)
EAST PN2924.5.K3 J64 vol.491

崑崙の玉 / 井上靖. 東京 : 文藝春秋, 1974.
(Konron no tama)
EAST PL830.N63 K66 1974

ミカドの淑女 / 林真理子著. 東京 : 新潮社, 平成 5 [1993]
(Mikado no onna)
EAST PL852.A82786 M54 1993

日本の人形劇 : 1867-2007 / 加藤暁子. 東京 : 法政大学出版局, 2007.
(Nihon no ningyogeki : 1867-2007)
EAST PN1978.J3 K337 2007

日本人の論理構造 / 板坂元. 東京 : 講談社, 昭和 46 [1971]
(Nihonjin no ronri kozo)
EAST PL527 .I83 1971

大阪自叙伝 / 藤沢桓夫著. 東京 : 朝日新聞社, 昭和 49 [1974]
(Osaka jijoden)
EAST PL827.J49 Z518
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P - Language and Literature

作家の手記 / 室生犀星. 東京 : 河出書房, 昭和 13 [1938]
(Sakka no shuki)
EAST PL833.U75 S25 1938

作家論 / 三島由紀夫著. 東京 : 中央公論社, 昭 和49 [1974]
(Sakkaron)
EAST PL747.65 M5 1974

島尾敏雄作品集 / [著者島尾敏雄]. 東京 : 晶文社, 昭和36-37 [1961-1962]
(Shimao Toshio sakuhin shu)
EAST PL838 .H57 1961

眞實一路 / [著者山本有三]. 東京 : 中央公論社, 昭和 29 [1954]
(Shinjitsu ichiro)
EAST PL842.A439 S55 1954

そうだったのか--! / 林真理子. 東京 : 文藝春秋, 1994.
(Sodatta no ka--)
EAST PL852.A82786 S65 1994

Q - Science

宇宙論への招待 : プリンキピアとビッグバン / 佐藤文隆著. 東京 : 岩波書店, 1988.
(Uchuron e no shotai : Purinkipia to bigguban)
EAST QB981 .S25 1988

T - Technology

大琉球料理帖 / 高木凛. 東京 : 新潮社, 2009.
(Dai Ryukyu ryoricho)
EAST TX724.5.J3 T35 2009

第二世代インターネットの情報戦略 / 公文俊平監修 ; 日本マルチメディア·フォーラム編 ; 木村忠正著. 東京 : NTT出版,
1997.
(Daini sedai intanetto no joho senryaku)
EAST TK5105.875.I57 K568 1997

水洗トイレの産業史 : 20世紀日本の見えざるイノベーション / 前田裕子著. 名古屋市 : 名古屋大学出版会, 2008.
(Suisen toire no sangyoshi : 20-seiki Nihon no miezaru inobeshon)
EAST TH6498 .M34 2008

Page 7

