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Reference
P - Language and Literature

とはずがたり総索引 / 辻村敏樹編. 東京 : 笠間書院, 1992.
(Towazugatari sosakuin)
EAST REF PL792.N3 Z475 1992

General
A - General Works

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

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

浅井産業 80年史 / 編集80周年記念社史編集委員会 ; 制作協力DNP年史センター株式会社. 大阪市 : 浅井産業, 2002.
(Asai Sangyo 80-nenshi)
EAST AC945.M3 A88 2002

淡路信用金庫70年史 / 創立70周年記念事業実行委員会. 兵庫県洲本市 : 淡路信用金庫, 平成 19 [2007]
(Awaji Shinyo Kinko 70-nenshi)
EAST AC945.F5 A93 2007

弁理士制度110周年記念誌 / 編集弁理士制度110周年記念事業実行委員会. 記念誌部会. 東京 : 日本弁理士会 , 平成 22
[2010]
(Benrishi seido 110-shunen kinenshi
EAST AC945.O7 B46 2010

Kinenshi Bukai )

朝鮮総督府農事試驗場二拾五周年記念誌 / 朝鮮総督府農事試驗場編. 東京 : 大空社, 2009.
(Chosen Sotokufu Noji Shikenjo nijugoshunen kinenshi)
EAST AC945.G6 C46 2009

中外炉工業六十年史 : 最近20年の步み. 大阪市 : 中外炉工業株式会社, 2006.
(Chugairo Kogyo rokujunenshi : saikin 20-nen no ayumi )
EAST AC945.E4 C48 2006

DIC100年史 / 編集DIC株式会社広報·IR部社史編纂室. 東京 : DIC株式会社, 2009.
(DIC 100-nenshi)
EAST AC945.M3 D35 2009

雅亮會百年史 : 創立百二十年を越えて / [監修小野功龍 ; 編集藤原憲, 小野真]. 大阪 : 天王寺楽所雅亮会, 平成 20
[2008]
(Garyokai hyakunenshi : soritsu hyakunijunen o koete)
EAST AC945.O7 G37 2008
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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

五十年史 / [編集発行日本自動車販売協会連合会]. 東京 : 日本自動車販売協会連合会, 平成 21 [2009]
(Gojunenshi)
EAST AC945.O7 N5227 2009

花蓮物語 = hanahasu story / [企画 · 制作マルハ物産30周年記念史プロジェクトチ-ム ; 編集株式会社あわわ].
徳島県松茂町 : マルハ物産, 2004.
(Hanahasu monogatari = Hanahasu story)
EAST AC945.M3 M37 2004

広島ガス100年史 / 編集広島ガス株式会社100年史編集事務局. 広島市 : 広島ガス株式会社, 2010.
(Hiroshima Gasu 100-nenshi)
EAST AC945.E4 H57 2010

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

報恩感謝 / 黒田暲之助. 大阪市 : コクヨ, 平成 18 [2006]
(Hoon kansha)
EAST AC945.M3 K64 2006

JIIMA創立50年史 : この25年のあゆみ1983-2008 / [監修IM·出版委員会]. 大阪市 : 日本画像情報マネジメント協会, 平成
20 [2008]
(JIIMA soritsu 50-nenshi kono 25-nen no ayumi 1983-2008 )
EAST AC945.O7 J56 2008

純福音東京教会30年史 / 編集30年史編集委員会. 東京 : 純福音東京教会, 2007.
(Jun Fukuin Tokyo Kyokai 30-nenshi)
EAST AC945.O7 J86 2007

鹿本郡市医師会史百年のあゆみ / 企画·編集鹿本郡市医師会編纂委員会. 熊本県 : 鹿本郡市医師会, 平成 21 [2009]
(Kamotogun-shi Ishikaishi hyakunen no ayumi)
EAST AC945.O7 K34 2008

経済俱楽部50年. 東京 : 経済俱楽部, 昭和56 [1981]
(Keizai Kurabu 50-nen )
EAST AC945.O7 K45 1981

検証神社本庁六十年先人の足跡 : 「神社新報」の紙面から/ 神社新報社編. 東京 : 神社新報社, 平成 20 [2008]
(Kensho Jinja Honcho rokujunen senjin no sokuseki : Jinja Shinpo no shimen kara)
EAST AC945.O7 J56 2008

絆で築いた70年 : 明日の飛翔を誓って/ [編集·制作出版文化社]. 大阪市 : 日本化学機械製造, 2009.
(Kizuna de kizuita 70-nen : asu no hisho o chikatte)
EAST AC945.M3 N538 2009
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高圧化学50年史 / 編集50年史編集委員会. 大阪市 : 高圧化学工業, 2009.
(Koatsu Kagaku 50-nenshi)
EAST AC945.M3 K62 2009

小太郎漢方五十年史 / [編集·制作ツ·デイ]. 大阪市 : 小太郎漢方製薬株式会社, 平成 14 [2002]
(Kotaro Kanpo gojunenshi)
EAST AC945.M3 K72 2002

協会30年のあゆみ / [編集·発行財団法人北海道市町村振興協会]. 札幌市 : 北海道市町村振興協会, 平成 21 [2009]
(Kyokai 30-nen no ayumi)
EAST AC945.O7 H63 2009

民団愛知60年史 : 歴史編 / [編集民団愛知60年史編纂委員会]. 名古屋市 : 在日本大韓民国民団愛知県地方本部, 2008.
(Mindan Aichi 60-nenshi : rekishihen)
EAST AC945.O7 Z352 2008

民団新宿60年の步み / [編纂代表聡章煥]. 東京 : 在日本大韓民国民団東京新宿支部, 2009.
(Mindan Shinjuku 60-nen no ayumi
EAST AC945.O7 Z358 2009

[hensan daihyo So Shokan] )

三菱銀行史 / [編纂 三菱銀行史編纂委員会]. 東京 : 三菱銀行, 昭和29 [1954]
(Mitsubishi Ginkoshi)
EAST AC945.F5 M58 1954

名古屋市立大学芸術工学部·芸術工学研究科創立10周年記念誌. 名古屋市 : 名古屋市立大学芸術工学研究科, 2006.
(Nagoya Shiritsu Daigaku Geijutsu Kogakubu Geijutsu Kogaku Kenkyuka soritsu 10-shunen kinenshi )
EAST AC945.E3 N346 2006

中西印刷歴代史 : 七代百五十年のあゆみ : 平成二十一年 (二〇〇九) / 編者中西亨. 京都市 : 中西印刷, 平成 21
[2009]
(Nakanishi Insatsu rekidaishi : Shichidai hyakugojunen no ayumi : Heisei nijuichinen (nisenkyu))
EAST AC945.I5 N34 2009

日弁連六十年 / 編者日弁連創立六〇周年記念行事実行委員会. 東京 : 日本弁護士連合会, 2009.
(Nichibenren rokujunen)
EAST AC945.O7 N495 2009

日本中小企業団体連盟三十年史 / 編纂兼発行者日本中小企業団体連盟. 東京 : 日本中小企業団体連盟, 昭和54 [1979]
(Nihon Chusho Kigyo Dantai Renmei sanjunenshi)
EAST AC945.O7 N5223 1979

日本石鹼洗剤工業組合50年史 / 編集日本石鹼洗剤工業組合50年史編集委員会. 東京 : 日本石鹼洗剤工業組合, 平成 20
[2008]
(Nihon Sekken Senzai Kogyo Kumiai 50-nenshi)
EAST AC945.O7 N548 2008

日本たばこ産業 : 百年のあゆみ / [著者三和良一, 鈴木俊夫 ; 監修由井常彦 ; 編纂日本経営史研究所,
たばこ総合研究センター]. 東京 : 日本たばこ産業株式会社 : 三愛書院, 2009.
(Nihon tabako sangyo : hyakunen no ayumi)
EAST AC945.M3 N5433 2009
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日本郵船社史 : 創立100周年からの20年 / 編集·制作日本郵船株式会社社史編纂室. 東京 : 日本郵船株式会社, 2007.
(Nihon Yusen shashi : soritsu 100-shunen kara no 20-nen)
EAST AC945.T7 N549 2007

日建経二十年史. 東京 : 日本建設業経営協会, 平成 8 [1996]
(Nikkenkei nijunenshi )
EAST AC945.C7 N52 1996

にししん100年の步み : 1909-2009 / [編集·発行西中国信用金庫]. 山口県下関市 : 西中国信用金庫, 平成 21 [2009]
(Nishishin 100-nen no ayumi : 1909-2009)
EAST AC945.F5 N64 2009

オハラ60年のあゆみ / [編集60周年社史編纂委員会]. 相模原市 : 株式会社オハラ, 平成 7 [1995]
(Ohara 60-nen no ayumi)
EAST AC945. M3 O28 1995

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

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

仙台市ガス事業100年のあゆみ / 編集·発行仙台市ガス局. 仙台市 : 仙台市ガス局, 平成21 [2009]
(Sendai-shi gasu jigyo 100-nen no ayumi)
EAST AC945.E4 S36 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

新幹線のあゆみ 2008 = Kyushu Shinkansen Nishikyushu route Fukuoka-Saga-Nagasaki / 長崎新幹線建設期成会. 長崎市
: 長崎新幹線建設期成会, 平成 20 [2008]
(Shinkansen no ayumi 2008 = Kyushu Shinkansen Nishikyushu route Fukuoka-Saga-Nagasaki)
EAST AC945.T7 K98 2008

消防大学校50年のあゆみ / 監修, 編集·発行消防大学校50周年記念誌編集委員会. 東京 :
消防大学校50周年記念誌編集委員会, 平成 21[2009]
(Shobo Daigakko 50-nen no ayumi)
EAST AC945.G6 S53 2009

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
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足跡 : アイディア求めて50年 / [著者川口竹夫外社員一同 ; 編集発行株式会社カワグチ]. 愛知県大府市 : カワグチ,
平成 20 [2008]
(Sokuseki aidia motomete 50-nen)
EAST AC945.M3 K385 2008

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

諏訪敎会100年の步み : フィンランドミッション宣教と共に : 1905-2005. 長野県 : 日本福音ルーテル諏訪教会, 2007.
(Suwa Kyokai 100-nen no ayumi: Finrando misshon senkyo to tomo ni : 1905-2005 )
EAST AC945.O7 N5226 2007

滝野川教会百年史 / 編著者百年史編集委員会. 東京 : 滝野川教会, 2009.
(Takinogawa Kyokai hyakunenshi)
EAST AC945.O7 T35 2009

拓殖大学百年史 / [編集百年史資料集編集委員会]. 東京 : 拓殖大学, 平成 14 [2002](Takushoku Daigaku hyakunenshi)
EAST AC945.E3 T35 2002

魂の存続 : 新学社五十年史 / 編纂新学社社史編纂室. 京都市 : 新学社, 平成 19 [2007]
(Tamashii no sonzoku : Shingakusha gojunenshi)
EAST AC945.I5 S55 2007

田中精密工業株式会社50年史 : fly to the future. 富山市 : 田中精密工業株式会社, 平成10 [1998]
(Tanaka Seimitsu Kogyo Kabushiki Kaisha 50-nenshi : fly to the future )
EAST AC945.M3 T36 1998

東京築地青果株式会社五十年史 / 編集日本経営史研究所. 東京 : 東京築地青果株式会社, 平成 9 [1997]
(Tokyo Tsukiji Seika Kabushiki Kaisha gojunenshi)
EAST AC945.C6 T65 1997

苫小牧信用金庫創立50周年記念誌 : 皆様のご支援に支えられた50年更なる飛躍を地域と共に /
編集苫小牧信用金庫創立50周年記念誌編纂室. 苫小牧市 : 苫小牧信用金庫, 平成 11 [1999]

(Tomakomai Shinyo Kinko soritsu 50-shunen kinenshi : minasama no goshien ni sasaerareta 50-nen saranaru hiyaku o chiiki to tomoni)
EAST AC945.O7 T66 1999

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

D - History: General and Outside the Americas

移民研究. 沖縄県西原 : 琉球大学移民研究センター
(Imin kenkyu )
EAST DS832.5 .I43
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なみかげ : 随筆 / 島津忠重著. 東京 : 東京書院, 1965.
(Namikage : zuihitsu)
EAST DS885.5.S4 A3 1965

此君居秘錄 / 七隈史料刊行会編 ; [編者松下志朗]. 福岡市 : 松下志朗, 昭和53 [1978]
(Shikunkyo hiroku)
EAST DS894.99.F839 S55 1978

H - Social Sciences

シーボルト日本交通貿易史 / 呉秀三譯註. 東京 : 雄松堂書店, 2005.
(Shiboruto Nihon kotsu boekishi)
EAST HF3824 .S5316 2005

N - Fine Arts

日本名宝の旅 · 尾道 : 山口玄洞ゆかりの寺院と茶道名宝展 / 尾道市立美術館. 尾道市 : 尾道市立美術館, 1988.
(Nihon meiho no tabi Onomichi : Yamaguchi Gendo yukari no jiin to chado meiho ten)
EAST N8193.A3 O56 1988

P - Language and Literature

比較文学講座, 編集 中島健蔵, 太田三郎, 福田陸太郎. 東京, 清水弘文堂書房, 昭和46-49 (1971-1974)
(Hikaku bungaku koza )
EAST PL720.5 .H45

古今和歌集評釋 / 金子元臣著. 東京 : 明治書院, 明治35-41 [1902-1908; v. 1, 1908]
(Kokin wakashu hyoshaku)
EAST PL728.22 .K35

國文學解釋と鑑賞. 東京 : 至文堂, 昭和 11 [1936](Kokubungaku kaishaku to kansho )
EAST PL700 .K65

国立劇場. 新派公演. 東京 : 国立劇場事業部,
(Kokuritsu Gekijo )
EAST PN2924 .K558

攝陽随筆 / 谷崎潤一郎著. 東京 : 中央公論社, 昭和 10 [1935]
(Setsuyo zuihitsu)
EAST PL839.A7 S47 1935
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