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Reference
N - Fine Arts

日本美術作品レファレンス事典. 建造物篇 / [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, 2003.
(Nihon bijutsu sakuhin refarensu jiten )
EAST REF NA1550 .N54 2003

General
A - General Works

佐藤君と柴田君 / 佐藤良明, 柴田元幸著. 東京 : 白水社, 1995.
(Sato kun to shibata kun)
EAST AC146 .S375 1995

B - Philosophy, Psychology, Religion

ひながたとかぐらづとめ: 国家権力の弾圧と近代法制史料 / 松谷武一. 奈良県天理市 : 天理教道友社, 1998.
(Hinagata to kagurazutome : kokka kenryoku no danatsu to kindai hosei shiryo)
EAST BL2222.T4692 N3465 1998

科学者が実感した神様の働き / 村上和雄 · 小滝透. 天理市 : 天理教道友社, 1999.
(Kagakusha ga jikkanshita kamisama no hataraki)
EAST BL2222.T4642 M37 1999

西国巡礼 / 白洲正子. 東京 : 講談社, 1999.
(Saigoku junrei)
EAST BQ6450.J32 K56 1999

親鸞を紀行する / 村上五朗著. 東京 : 新人物往来社, 昭和48 [1973]
(Shinran o kikosuru)
EAST BQ874.S557 M87

私の悟り得たかしものかりものの理 / 斉藤了匡. 天理市 : こふき俱楽部, 平成 15 [2003]
(Watakushi no satorieta kashimono karimono no ri)
EAST BL2222.T464 S35 2003

C - Auxiliary Sciences of History

事典がのせない日本史有名人の父たち / 編集協力(有) ペンの事務所(有)ブルボン · クリエイション. 東京：
新人物往来社, 2003.
(Jiten ga nosenai Nihonshi yumeijin no chichitachi)
EAST CT1834 .J58 2003

D - History: General and Outside the Americas

貴方にそっと--ハワイライフここだけの話 / ジニー・三千代・フォガティ. 東京 : ポプラ社, 2008.
(Anata ni sotto--Hawai raifu kokodake no hanashi)
EAST DU623.25 .F64 2008

Page 1

D - History: General and Outside the Americas

映画館 / 十重田裕一編. 東京 : ゆまに書房, 2006.
(Eigakan)
EAST DS822.4 .K67 2004 v.19

花形参謀源田実 / 生出寿. 東京 : 徳間書店, 1990.
(Hanagata sanbo Genda Minoru)
EAST D777 .037 1990

受難島の人びと : 日本の縮図 · 沖繩 / 溝上泰子. 東京 : 未來社, 1959.
(Junanto no hitobito : Nihon no shukuzu Okinawa)
EAST DS894.99.O37 M596

皇太子さまへの御忠言 / 西尾幹二. 東京 : ワック, 2008.
(Kotaishi-sama e no gochugen)
EAST DS891.3 .N57 2008

ことばに見る沖縄戦後史 / 琉球新報社編. 那覇市 : ニライ社, 1992.
(Kotoba ni miru Okinawa sengoshi)
EAST DS 894.99.O375 K68 1992

明治人による近代朝鮮論影印叢書 / 監修伊藤隆, 滝沢誠. 東京 : ぺりかん社, 1997(Meijijin ni yoru kindai Chosen ron eiin sosho)
EAST DS915.2 .M46 1997

占領者の眼 : ァメリカ人は《沖縄》をどぅ見たか / 宮城悦二郎. 南風原町 : 那覇出版社, 1982.
(Senryosha no me : Amerikajin wa Okinawa o do mita ka)
EAST DS894.99.O3785 M59 1982

ユダヤ人 : 迫害・放浪・建国 / 村松剛著． 東京 : 中央公論社, 昭和 38 [1963]
(Yudayajin : hakugai horo kenkoku)
EAST DS117 .M87 1963

G - Geography

地域からみる観光学 / 小松原尚著. 岡山市 : 大学敎育出版, 2007.
(Chiiki kara miru kankogaku)
EAST G155.J3 K66 2007

H - Social Sciences

100年のあゆみ / [編集阪急阪神ホールディングス株式会社グループ経営企画部]. 大阪 :
阪急阪神ホールディングス株式会社, 2008.
(100-nen no ayumi)
EAST f HE5552.H35 A16 2008

富士化学60年史 : 1946-2006 = A history of Fuji Chemical Industry Co., Ltd. / [編集富士化学60年史編纂委員会].
富山県中新川郡上市町 : 富士化学工業株式会社, 平成18 [2006]
(Fuji Kagaku 60-nenshi : 1946-2006 = A history of Fuji Chemical Industry Co Ltd)
EAST HD9657.J34 F85 2006
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H - Social Sciences

飛躍へのかけ橋 : コスモ石油・革新の軌跡 / [編集コスモ総合研究所, 日本経営史研究所]. 東京 : コスモ石油株式会社,
2006.
(Hiyaku e no kakehashi : Kosumo Sekiyu kakushin no kiseki)
EAST HD9576.J34 K675 2006

海外直接投資とグローバリゼーション / 手島茂樹著 八王子市： 中央大学出版部, 2001.
(Kaigai chokusetsu toshi to gurobarizeshon)
EAST HG4538 .T45 2001

海外直接投資論 / 高中公男. 東京 : 勁草書房, 2001.
(Kaigai chokusetsu toshiron)
EAST HG4538 .T35 2001

開発プロジェクトの評価 : 公共事業の経済 · 社会分析手法 / 松野正, 矢口哲雄[著]. 東京 : 築地書館, 1999.
(Kaihatsu purojekuto no hyoka : kokyo jigyo no keizai shakai bunseki shuho)
EAST HC79.C3 M387 1999

経済経営研究 : 年報. 神戶市 : 神戶大学経済経営研究所
(Keizai keiei kenkyu : nenpo )
EAST HD37 .K63

工作機械ひとすじ100年の歴史 : 小さな技術集団碌々産業(株) / [編集創業100周年記念誌作成委員会]. 東京 : 碌々産業,
2003.
(Kosaku kikai hitosuji 100-nen no rekishi : chiisana gijutsu shudan Rokuroku Sangyo (Kabu))
EAST HD9703.J34 R65 2003

交通道徳協会五十年史 / [編集交通道徳協会]. 東京 : 交通道徳協会, 平成10 [1998]
(Kotsu Dotoku Kyokai gojunenshi : [henshu Kotsu Dotoku Kyokai] )
EAST HE5614.5.J3 K68 1998

三井生命80年史 / 編集協力DNP年史センター. 東京 : 三井生命保険株式会社, 2008.
(Mitsui Seimei 80-nenshi)
EAST HG9245.J34 N576 2008

日本相互証券史 : 創業35周年 / 編纂日本相互証券株式会社. 東京 : 日本相互証券株式会社, 2008.
(Nihon Sogo Shoken shi : sogyo 35-shunen)
EAST HG5774.5.N55 N555 2008

新和海運三十年史 / 執筆者山本剛士; 編集日本経営史研究所. 東京 : 新和海運株式会社, 平成4 [1992]
(Shinwa Kaiun sanjunenshi)
EAST HE945.S36 Y34 1992

資料日中戦争期阿片政策 : 蒙疆政権資料を中心に / 江口圭一編著. 東京 : 岩波書店, 1985.
(Shiryo Nitchu Senso-ki ahen seisaku : Mokyo seiken shiryo o chushin ni)
EAST HV5840.C62 I567 1985

大正銀行のあゆみ : 銀行設立50周年記念誌 / [編集大正銀行企画部50周年記念誌編纂室]. 大阪市 : 大正銀行, 平成20
[2008]
(Taisho Ginko no ayumi : ginko setsuritsu 50-shunen kinenshi)
EAST HG3330.O824 T357 2008
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H - Social Sciences

東北地方の經濟地理研究 / 田中館秀三, 山口弥一郎共著. 東京 : 古今書院, 昭和 28 [1953]
(Tohoku chiho no keizai chiri kenkyu)
EAST HC463.T55 T36 1953

J - Political Science

さらば財務省! : 官僚すべてを敵にした男の告白 / 高橋洋一. 東京 : 講談社, 2008.
(Saraba zaimusho : kanryo subete o teki ni shita otoko no kokuhaku)
EAST JQ1649.F55 T35 2008

政治体系理論 / 山川雄已. 東京 : 有信堂, 昭和43 [1968](Seiji taikei riron)
EAST JA71 .Y29 1968

L - Education

久留米大学八十年史 / 編集 · 発行久留米大学80年史編集委員会. 久留米市 : 久留米大学80年史編集委員会, 2008.
(Kurume Daigaku hachijunenshi)
EAST f LG271.K72 A5 2008

M - Music

ビバ ! ミュージカル! = Viva, musical! / 扇田昭彦. 東京 : 朝日新聞社, 1994.
(Bibamyujikaru = Viva musical)
EAST ML1751.J35 S46 1994

N - Fine Arts

ジャパニーズ・モダン : 剣持勇とその世界 / 森仁史 (松戶市教育委員会) 編. 東京 : 国書刊行会, 2005.
(Japanizu modan : Kenmochi Isamu to sono sekai)
EAST NK1484.Z9 K462 2004

陶芸に親しむ / 編集日本放送協会·日本放送出版協会. 東京 : 日本放送出版協会, 平成 8 [1996]
(Togei ni shitashimu)
EAST NK4167.7 .T64 1996

P - Language and Literature

アメリカからみた日本人の英語 / 黒川省三. 東京 : ジャパンタイムズ, 昭和 53 [1978]
(Amerika kara mita Nihonjin no Eigo)
EAST PE1068.J3b K87 1978

バ－クレ－クラブ / 石松久幸. 東京 : PMC 出版, 1991.
(Bakure kurabu)
EAST PL853.S545 B35 1991

中央公論社と私 / [著者]粕谷一希. 東京 : 文藝春秋, 平成 11 [1999]
(Chuo Koronsha to watakushi)
EAST PN75.K258 A3 1999
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P - Language and Literature

どこ吹く風 / [著者]丸谷才一. 東京 : 講談社, 1997.
(Doko fuku kaze)
EAST PL856.A66 D65 1997

武者小路實篤全集. 東京 : 新潮社, 昭和29-32 [1954-1957]
(Mushanokoji Saneatsu zenshu )
EAST PL811 .U8 1954

日本女歌伝 / 馬場あき子. 東京 : 角川書店, 昭和 53 [1978]
(Nihon jokaden)
EAST PL728 B34 1978

占領期雑誌資料大系. 大衆文化編 / [編集代表山本武利 ; 編集委員石井仁志, 谷川建司, 原田健一]. 東京 : 岩波書店,
2008(Senryoki zasshi shiryo taikei )
EAST PN5404 .S46 2008

内なるアメリカ外なるアメリカ / 佐伯彰一. 東京 : 新潮社, 1971.
(Uchinaru Amerika sotonaru Amerika)
EAST PL861.A36 U34 1971

寄席 : 落語からサーカスまで / 安藤鶴夫著. 東京 : 旺文社, 1981.
(Yose : rakugo kara sakasu made)
EAST PN2924.5.R34 A53 1981

R - Medicine

高岡専太郎 : ブラジル移民の赤ひげ先生 / 押切宗平. 秋田市 : 無明舎出版, 2008.
(Takaoka Sentaro : Burajiru imin no Akahige Sensei)
EAST R483.T35 O85 2008

T - Technology

TELEC 30年の軌跡 / [財団法人テレコムエンジニアリングセンター]. 東京 : 財団法人テレコムエンジニアリングセンター,
平成 20 [2008]
(TELEC 30-nen no kiseki)
EAST TK102.3.J3 T45 2008

U - Military Science

国防 = National defense / 石破茂. 東京 : 新潮社, 2005.
(Kokubo = National defense)
EAST UA845 .I735 2005

V - Naval Science

えひめ丸事件 : 語られざる真実を追う / ピーター・アーリンダー[著] ; 薄井雅子[翻訳 · 共著]. 東京 : 新日本出版社,
2006.
(Ehime Maru jiken : katararezaru shinjitsu o ou)
EAST VA65.G78 E75 2006
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