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Reference
D - History: General and Outside the Americas

友邦文庫目錄 = Research Instistute for Oriental Cultures, Gakushuin University / 監修宮田節子, 姜徳相 ;
編集李正勲 ... [et al.] ; 編者学習院大学東洋文化研究所. 東京 : 勁草書房, 2011.
(Yuho Bunko mokuroku = Research Instistute for Oriental Cultures Gakushuin University)
EAST REF DS916.53 .Y84 2011

General

東京瓦斯七十年史 / [解說宮里立士]. 東京 : 株式会社ゆまに書房, 2011.
(Tokyo Gasu shichiju nenshi)
EAST AC945.E4 T65 2011

A - General Works

100年のあゆみ / 編集·発行山形ガス株式会社 ; 制作株式会社ウイングエイト. 山形市 : 山形ガス株式会社, 平成23
[2011]
(100-nen no ayumi)
EAST AC945.E4 Y36 2011

文藝春秋の八十五年 / [株式会社文藝春秋]. 東京 : 文藝春秋, 平成 18 [2006]
(Bungei Shunju no hachijugonen)
EAST AC945.I5 .B86 2006

中央三井トラスト·グループ史 : 中央三井信託銀行誕生からの步み /
編集中央三井トラスト·ホールディングス株式会社業務部社史編纂プロジェクトチーム. 東京 :
三井トラスト·ホールディングス株式会社, 平成23 [2011]
(Chuo Mitsui Torasuto Gurupushi : Chuo Mitsui Shintaku Ginko tanjo kara no ayumi)
EAST AC945.F5 C57 2011

不二家·五十年の步み / 解說宮里立士. 東京 : ゆまに書房, 2011.
(Fujiya gojunen no ayumi)
EAST AC945.M3 F858 2011

福山商事六十年史 / 発行福山商事株式会社 ; 編集福山商事六十年史編纂委員会. 沖縄県浦添市 : 福山商事株式会社,
平成23 [2011]
(Fukuyama Shoji rokujunenshi)
EAST AC945.C6 F85 2011

女性の学びを拓く : 日本女性学習財団70年のあゆみ / 財団法人本女性学習財団編. 東京 : ドメス出版, 2011.
(Josei no manabi o hiraku : Nihon Josei Gakushu Zaidan 70-nen no ayumi)
EAST AC945.O72 J67 2011

カゴメ100年史 / 編集社会対応室100周年企画グループ ; 制作株式会社DNPメディアクリエイト. 名古屋市 :
カゴメ株式会社, 平成11 [1999]
(Kagome 100-nenshi)
EAST AC945.M3 K33 1999

京阪百年のあゆみ / 編集京阪電気鉄道株式会社経営統括室経営政策担当 ; 編集協力株式会社DNP年史センター. 大阪市 :
京阪電気鉄道株式会社, 2011.
(Keihan hyakunen no ayumi)
EAST AC945.T7 K47 2011

Page 1

A - General Works

講談社 の 步んだ 五十年 / [編纂 社史 編纂 委員会]. 東京 : 講談社, 昭和 34 [1959]
(Kodansha no ayunda gojunen)
EAST AC945.I5 K64 1959

クロニック 講談社 の 90年 / 編集 講談社 社史 編纂 委員会. 東京 : 講談社, 平成 13 [2001]
(Kuronikku Kodansha no 90-nen)
EAST AC945.I5 K64 2001

三菱商事パッケージング35年史 : 1976-2011 / [編集三菱商事パッケージング株式会社35年史編纂委員会]. 東京 :
三菱商事パッケージング株式会社, 2011.
(Mitsubishi Shoji Pakkejingu 35-nenshi : 1976-2011)
EAST AC945.M3 M58 2011

日本臨床衛生検查技師会史 / 編集責任者日本臨床衛生検查技師会図書発刊企画委員会. 東京 : 日本臨床衛生検查技師会,
1990-2008.
(Nihon Rinsho Eisei Kensa Gishikaishi)
EAST AC945.O72 R56 1990

堺市水道百年史 / 編集·発行堺市上下水道局. 堺市 : 堺市上下水道局, 平成23 [2011]
(Sakai-shi suido hyakunenshi)
EAST AC945.E4 S28 2011

信金中央金庫六十年史 / [編集·発行信金中央金庫] 東京 : 信金中央金庫, 平成23 [2011]
(Shinkin Chuo Kinko rokujunenshi)
EAST AC945.F5 S55 2011

新和海運史 / 執筆者三和良一 ; 編集財団法人日本経営史研究所. 東京 : NSユナイテッド海運株式会社, 2011.
(Shinwa Kaiunshi)
EAST AC945.T7 S57 2011

住友精密工業五十年史 : 1961-2010 / 編纂住友精密工業株式会社社史編纂委員会. 尼崎市 : 住友精密工業株式会社, 2011.
(Sumitomo Seimitsu Kogyo gojunenshi : 1961-2010)
EAST AC945.M3 S857 2011

B - Philosophy, Psychology, Religion

補陀落 : 観音信仰への旅 / 川村湊. 東京 : 作品社, 2003.
(Fudaraku : Kannon shinko e no tabi)
EAST BQ4710.A83 K39 2003

霊魂の文化誌 : 神・妖怪・幽霊・鬼の日中比較研究 / 諏訪春雄. 東京 : 勉誠出版, 2010.
(Reikon no bunkashi : kami yokai yurei oni no Nitchu hikaku kenkyu)
EAST BF1242.J3 S89 2010

D - History: General and Outside the Americas

東アジア近代における概念と知の再編成 = The reformulation of concepts and intellectual systems in modern East
Asia / 鈴木貞美, 劉建輝編. 京都市 : 国際日本文化研究センター, 2010.

(Higashi Ajia kindai ni okeru gainen to chi no saihensei = The reformulation of concepts and intellectual systems in modern East Asia)
EAST DS509.3 .K625 2008
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D - History: General and Outside the Americas

懐かしき沖縄 : 山崎正董らが步いた昭和初期の原風景 / 野々村孝男編著. 那覇市 : 琉球新報社, 2000.
(Natsukashiki Okinawa : Yamazaki Masatada ra ga aruita Showa shoki no genfukei)
EAST DS894.99.O378 N38 2000

G - Geography

アトランタ五輪空手演武の記錄 / 編集者濱川謙. [沖縄県]： 沖縄県空手道連合会五輪演武団, 1998.
(Atoranta gorin karate enbu no kiroku)
EAST f GV1114.3 .A86 1998

茶の世界史 : 綠茶の文化と紅茶の社会 / 角山栄著. 東京 : 中央公論社, 昭和55 [1980]
(Cha no sekaishi : ryokucha no bunka to kocha no shakai)
EAST GT2905 .T79 1980

空手道新教程 / 中山正敏著. 東京 : 鶴書房, 昭和43 [1968]
(Karatedo shin kyotei)
EAST GV1114.3 .N355 1968

濃茶点前 : 風炉・炉 / 千宗室著. 京都市 : 淡交社, 平成 22 [2010]
(Koicha temae : furo ro)
EAST GT2912.U7 S458 2010

入門 : 割稽古・客の心得 / 千宗室著. 京都市 : 淡交社, 平成 22 [2010]
(Nyumon : warigeiko kyaku no kokoroe)
EAST GT2912.U7 S46 2010

沖縄伝統空手道小林流の型 / 著者仲里周五郎. 那覇市 : 沖縄空手道小林流小林館協会総本部道場, 平成17 [2005]
(Okinawa dento karatedo Shorin-ryu no kata)
EAST GV1114.3 .N363 2005

沖縄小林流空手·古武術の研究 / 編集·発行津波清. 沖縄県浦添市 : 尚生堂, 平成18 [2006]
(Okinawa Shorin-ryu karate kobujutsu no kenkyu)
EAST GV1114.3 .O45 2006

炭手前 : 風炉・炉 / 千宗室著. 京都市 : 淡交社, 平成 23 [2011]
(Sumitemae : furo ro)
EAST GT2912.U7 S4648 2011

棚 : 風炉 / 千宗室著. 京都市 : 淡交社, 平成 23 [2011]
(Tana : furo)
EAST GT2912.U7 S4649 2011

棚 : 炉 / 千宗室著. 京都市 : 淡交社, 平成 23 [2011]
(Tana : ro)
EAST GT2912.U7 S46495 2011
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G - Geography

薄茶点前 : 風炉・炉 / 千宗室著. 京都市 : 淡交社, 平成 22 [2010]
(Usucha temae : furo ro)
EAST GT2912.U7 S465 2010

やちゃぼうのうた / 山下欣一作 ; 斎藤博之絵. 東京 : 小峰書店, 1977.
(Yachabo no uta)
EAST GR341.A555 Y36 1977

H - Social Sciences

中世の非人と遊女 / 網野善彦. 東京 : 明石書店, 1994.
(Chusei no hinin to yujo)
EAST HT725.J3 A46 1994

東アジアの貿易構造と国際価値連鎖 : モノの貿易から「価値」の貿易へ / ユベール・エスカット, 猪俣哲史編著. 千葉市
: アジア経済研究所, 2011.
(Higashi Ajia no boeki kozo to kokusai kachi rensa : mono no boeki kara kachi no boeki e)
EAST HF1600.5 .T73 2011

東アジアの茶飮文化と茶業 / 西村昌也編. 大阪府吹田市 : 関西大学文化交涉学教育研究拠点, 2011.
(Higashi Ajia no chain to chagyo)
EAST HD9198.A782 N57 2011

いま構築されるアジアのジェンダー : 人間再生産のグローバルな再編成 = Asian gender under construction : global
reconfiguration of human reproduction / [編集落合恵美子]. 京都市 : 国際日本文化研究センター, 2010.

(Ima kochikusareru Ajia no jenda : ningen saiseisan no gurobaru na saihensei = Asian gender under construction : global reconfiguration of
human )
EAST HQ1726 .I58 2009

時代が求めた「女性像」 : 大正・戦中・戦後にみる「女の一生」 / [監修岩見照代]. 東京 : ゆまに書房, 2010-2011.
(Jidai ga motometa joseizo : Taisho senchu sengo ni miru onna no issho)
EAST HQ1762 .J55 2010

女性の現狀と施策 : 新国内行動計画に関する報告書(第5回) / 総理府. [東京] : 大藏省印刷局, 平成8 [1996]
(Josei no genjo to shisaku : shin kokunai kodo keikaku ni kansuru hokokusho (dai 5-kai))
EAST HQ1762 .J64 1996

壁を超える : 政治と行政のジェンダー主流化 / 編集辻村みよ子. 東京 : 岩波書店, 2011.
(Kabe o koeru : seiji to gyosei no jenda shuryuka)
EAST HQ1236 .K33 2011

L - Education

鄉土敎育運動小史 : 土着の思想と行動 / 桑原正雄. 東京 : たいまつ社, 1976.
(Kyodo kyoiku undo shoshi : dochaku no shiso to kodo)
EAST L68.K763 K88 1976
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L - Education

谷間からの訴え / 村松喬. 東京 : 每日新聞社, 昭和41 [1966]
(Tanima kara no uttae)
EAST LC5148.J3 M87 1966

M - Music

日本伝統音楽の研究 : 合本 / 小泉文夫. 東京 : 音楽之友社, 2009.
(Nihon dento ongaku no kenkyu : gappon)
EAST ML3750 .K65 2009

武満徹 / 楢崎洋子 = Toru Takemitsu / Yoko Narazaki. 東京 : 音楽之友社, 2005.
(Takemitsu Toru)
EAST ML410.T134 N37 2005

よくわかる日本音楽基礎講座 : 雅楽から民謡までわたしたちの文化を知ろう、伝えよう / 福井昭史著. 東京 :
音楽之友社, 2006.
(Yoku wakaru Nihon ongaku kiso koza : gagaku kara minyo made watashitachi no bunka o shiro tsutaeyo)
EAST ML340 .F85 2006

P - Language and Literature

文芸評論 / 小林秀雄. 東京 : 筑摩書房, 1974.
(Bungei hyoron)
EAST PL726.65 .K57 1974

映画史を読み直す / 編集委員黒沢清 ... [et al.] ; 編集協力石坂健治 ... [et al.]. 東京 : 岩波書店, 2010.
(Eigashi o yominaosu)
EAST PN1993.5.J3 E45 2010

異体字の世界 : 旧字・俗字・略字の漢字百科 / 小池和夫. 東京 : 河出書房新社, 2007.
(Itaiji no sekai : kyuji zokuji ryakuji no kanji hyakka)
EAST PL528 .K648 2007

人民文庫. 東京 : 不二出版, 1996.
(Jinmin bunko )
EAST PL770.A1 J4

歌舞伎花と実 / 坂東三津五郎. 町田 : 玉川大学出版部, 昭和51 [1976]
(Kabuki hana to mi)
EAST PN2924.5.K3 B27 1976

監督と俳優の美学 / 編集委員黒沢清 ... [et al.] ; 編集協力石坂健治 ... [et al.]. 東京 : 岩波書店, 2010.
(Kantoku to haiyu no bigaku)
EAST PN1998.2 .K356 2010

近代日本の作家と作品 / 片岡良一著. 東京 : 岩波書店, 昭和 14 [1939]
(Kindai Nihon no sakka to sakuhin)
EAST PL726.55 .K283 1939
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P - Language and Literature

虛空の旅人 / 上橋莱穂子 ; 佐竹美保絵. 東京 : 偕成社, 2007.
(Koku no tabibito)
EAST PZ7.U277 Mr 2009

観る人, 作る人, 掛ける人 / 編集委員黒沢清 ... [et al.] ; 編集協力石坂健治 ... [et al.]. 東京 : 岩波書店, 2010.
(Miru hito tsukuru hito kakeru hito)
EAST PN1993.5.J3 M53 2010

南島の黒い宝 / 岡本文良 ; [金沢佑光画]. 東京 : ポプラ社, 昭和 47 [1972]
(Nanto no kuroi takara)
EAST PZ49.41 .O43 1972

日本から日本へ / 德富健次郎, 愛. 東京 : 金尾文淵堂, 大正 10 [1921]
(Nihon kara Nihon e)
EAST PL817.O4 Z465 1921

大いなる群集 / 島木正. 東京 : 文元社, 昭和33 [1958]
(Oinaru gunshu)
EAST PL838.H553 O46 1958

琉球の空手物語 / 石川文一著. 那霸市 : 琉球文庫, 昭和47 [1972]
(Ryukyu no karate monogatari)
EAST PL853.S417 R97 1972

サダコの祈り / フォージア·ミナラ作 ; うねざきまさこ訳. [広島 : ANT-Hiroshima, 2008]
(Sadako no inori)
EAST PZ49.31 .M4155 2008

精霊の守り人 / 上橋莱穂子 ; 二木真希子絵. 東京 : 偕成社, 2006.
(Seirei no moribito)
EAST PZ7.U277 Mo 2006

戦後日本における教育ジャーナリズムに関する基礎的研究 : 平成 15年度--平成 17年度科学研究費補助金(基盤研究 (C))
研究成果報告書 = A study on the educational journal after World War II in Japan / 研究代表者小熊伸一.
[岐阜県羽島市 : 岐阜県立看護大学], 平成 18 [2006] (鎌倉市 : 港の人)

(Sengo Nihon ni okeru kyoiku janarizumu ni kansuru kisoteki kenkyu : Heisei 15-nendo--Heisei 17-nendo kagaku kenkyuhi hojokin (kiban
kenkyu (C))
EAST f PN5407.E38 O38 2006

スクリーンのなかの他者 / 編集委員黒沢清 ... [et al.] ; 編集協力石坂健治 ... [et al.]. 東京 : 岩波書店, 2010.
(Sukurin no naka no tasha)
EAST PN1993.5.J3 S86 2010

わが文学, わが昭和史; 座談会, 椎名麟三... [et al.]著. 東京, 筑摩書房, 1973.
(Waga bungaku waga Showa shi zadankai )
EAST PL726.65 .W3 1973
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P - Language and Literature

ヨロン島のネネコ / 一色次郎作 ; 梶山孝明画. 東京 : 株式会社あかね書房, 1979.
(Yoronto no neneko)
EAST PL853.S8 Y67 1979

T - Technology

和紙の歴史 : 製法と原材料の変遷 / 宍倉佐敏著. 東京 : 印刷朝陽会 : 販売印刷学会出版部, 2006.
(Washi no rekishi : seiho to genzairyo no hensen)
EAST TS1093.J3 S55 2006

V - Naval Science

米海軍が敗れる日 : シビリアン・コントロールの落とし穴 / ポール·B·ライアン著 ; 妹尾作太男訳 東京 :
ダイナミックセラーズ, 1986.
(Beikaigun ga yabureru hi : shibirian kontororu no otoshiana)
EAST VA58.4 .R916 1986

Z - Library Science

「今泉棚」とリブロの時代 / 今泉正光 ; [インタビュー小田光雄]. 東京 : 論創社, 2010.
(Imaizumi-dana to Riburo no jidai)
EAST Z280 .I43 2010
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