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Reference
H - Social Sciences

環境白書 : 循環型社会白書/生物多様性白書 : 地球環境の健全な一部となる経済への転換. 東京 : 日経印刷 :
発売全国官報販売協同組合

(Kankyo hakusho : junkangata shakai hakushoseibutsu tayosei hakusho : Chikyu kankyo no kenzen na ichibu to naru keizei e no tenkan )
EAST REF HC465.E5 K367

General
A - General Works

50年のあゆみ / [編集三光純薬株式会社社史編纂事務局]. 東京 : 三光純薬株式会社, 2004.
(50-nen no ayumi)
EAST AC945.M3 S23 2004

50年のあゆみ / 50周年記念誌編集小委員会. 東京 : プレストレストコンクリート技術協会, 平成 21 [2009]
(50-nen no ayumi)
EAST AC945.O7 P87 2009

アデランスの步み : アデランスの三十年 : the history of Aderans / [編集株式会社アデランス広報室]. 東京 :
株式会社アデランス, 平成10 [1998]
(Aderansu no ayumi : Aderansu no sanjunen : the history of Aderans)
EAST AC945.M3 A34 1998

旭松食品50年の步み / [編集旭松食品株式会社]. 大阪市 : 旭松食品株式会社, 平成13 [2001]
(Asahimatsu Shokuhin 50-nen no ayumi)
EAST AC945.M3 A85 2001

蘆田敏之と協立55年のあゆみ/ [編集・製作 文化出版社]. 東京 : 協立機電工業株式会社, 2004.
(Ashida Toshiyuki to Kyoritsu 55-nen no ayumi)
EAST AC945.M3 K93 2004

五十年の步み / [企画·制作日本ユニシス株式会社]. 東京 : Unisys, 2008.
(Gojunen no ayumi [kikaku seisaku Nihon Yunishisu Kabushiki Kaisha] )
EAST AC945.C6 N56 2008

五十年のあゆみ : テーオー / [編集テーオー小笠原創業五十周年記念誌編纂室]. 函館市 : 株式会社テーオー小笠原, 平成
12 [2000]
(Gojunen no ayumi : Teo)
EAST AC945.C7 T46 2000

ヒロシマ ピース ボランティア10年誌 : 2009. 広島市 : 広島平和記念資料館ヒロシマピースボランティア, 2009.
(Hiroshima Pisu Borantia 10-nenshi : 2009 )
EAST AC945.O7 H58 2009

広島東洋カープ60年史 : history 1950-2009 : Hiroshima Toyo Carp 東京 : ベースボール·マガジン社, 平成 21 [2009]
(Hiroshima Toyo Kapu 60-nenshi : history 1950-2009 : Hiroshima Toyo Carp )
EAST AC945.S4 H53 2009
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A - General Works

工業用水50年のあゆみ : 2008. 東京 : 日本工業用水協会, 2008.
(Kogyo yosui 50-nen no ayumi : 2008 )
EAST AC945.O7 N5228 2008

奈良女子大学百年史 / 編集奈良女子大学百年史編纂委員会. 奈良市 : 奈良女子大学, 平成 22 [2010]
(Nara Joshi Daigaku hyakunenshi)
EAST AC945.E3 N38 2010

日本鋼管株式會社七十年史 / [編纂日本鋼管株式會社七十年史編纂委員会]. 東京 : 日本鋼管 : 制作 ダイヤモンド社,
昭和57 [1982]
(Nihon Kokan Kabushiki Kaisha shichijunenshi)
EAST AC945.M3 N539 1982

大阪人権博物館20年のあゆみと総合展示の概要 : 大阪人権博物館紀要特別号 / [編集·発行大阪人権博物館]. 大阪市 :
大阪人権博物館, 2005.
(Osaka Jinken Hakubutsukan 20-nen no ayumi to sogo tenji no gaiyo : Osaka Jinken Hakubutsukan kiyo tokubetsugo)
EAST AC945.O7 O87 2005

プリンス東京60年のあゆみ : トップディーラーをめざして / 編集日産プリンス東京販売株式会社社史編纂室. 東京 :
日産プリンス東京販売株式会社, 2008.
(Purinsu Tokyo 60-nen no ayumi : toppu dira o mezashite)
EAST AC945.M3 N56 2008

立命館百年史 / [編集立命館百年史編纂委員会]. 京都 : 立命館, 1999(Ritsumeikan hyakunenshi)
EAST AC945.E3 R58 1999

サンワテクノス創立60周年記念誌 / [編者サンワテクノス株式会社社史編集委員会]. 東京 : Sunwa テクノス株式会社,
2009.
(Sanwa Tekunosu soritsu 60-shunen kinenshi)
EAST AC945.M3 S258 2009

社団法人発明協会大阪支部百年史 / 編集大阪支部100周年史事業小委員会. 大阪市 : 発明協会大阪支部, 平成21 [2009]
(Shadan Hojin Hatsumei Kyokai Osaka Shibu hyakunenshi)
EAST AC945.O7 H38 2009

信念と情熱で明日を拓く : トヨタレンタリース京都30年史 / 編集株式会社トヨタレンタリース京都創立30年史編纂委員会.
京都市 : 株式会社トヨタレンタルリース京都, 2003.
(Shinnen to jonetsu de asu o hiraku : Toyota Renta Risu Kyoto 30-nenshi)
EAST AC945.S4 T68 2003

正倉院展 : 六十回のあゆみ／ 編集·発行奈良国立博物館. 奈良市 : 奈良国立博物館, 平成 20 [2008]
(Shosointen : rokujukkai no ayumi)
EAST AC945.O7 S62 2008

創立70周年記念誌 : 2006. 東京 : 日本学生自転車競技連盟, 平成 19 [2007]
(Soritsu 70-shunen kinenshi : 2006 )
EAST AC945.O7 N52265 2006
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A - General Works

スタンレー電気75年史 = The Stanley way / 発行·編集スタンレー電気株式会社. 東京 : スタンレー電気, 平成 9 [1997]
(Sutanre Denki 75-nenshi = The Stanley way)
EAST AC945.M3 S88 1997

東京ヤクルトスワローズ40年史 : ツバメの記憶 1969-2009. 東京 : ベースボール·マガジン社, 平成 21 [2009]
(Tokyo Yakuruto Suwarozu 40-nenshi : tsubame no kioku 1969-2009 )
EAST AC945.S4 T56 2009

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

有隣堂100年史 / 編集有隣堂100年史編集委員会. 横浜市 : 株式会社有隣堂, 平成 21 [2009]
(Yurindo 100-nenshi)
EAST AC945.I5 Y87 2009

全日本海員組合四十年史 : 海上労働運動七十年のあゆみ / [編集日本経営史研究所]. 東京 : 全日本海員組合, 昭和 61
[1986]
(Zen Nihon Kaiin Kumiai yonjunenshi : kaijo rodo undo shichijunen no ayumi)
EAST AC945.O7 Z42 1986

H - Social Sciences

日本型ワーキングプアの本質 : 多様性を包み込み活かす社会へ / 大沢真知子. 東京 : 岩波書店, 2010.
(Nihongata wakingu pua no honshitsu : tayosei o tsutsumikomi ikasu shakai e)
EAST HD8726.5 .O83 2010
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