Japan Collection New Acquisitions (including Gift Books)
March 2013

Reference
P - Language and Literature

春色梅兒譽美 / [為永春水著] ; 中村幸彥 校注. 東京 : 岩波書店, 昭和37 [1962]
(Shunshoku umegoyomi)
EAST REF PL753 .N55 v.64

General
A - General Works

ぐんぎん80年のあゆみ / 制作協力大日本印刷株式会社C&I事業部. 前橋市 : 群馬銀行, 平成24 [2012]
(Gungin 80-nen no ayumi)
EAST AC945.F5 G86 2012b

群馬銀行八十年史 / 群馬銀行 ; 制作協力大日本印刷株式会社C&I事業部. 前橋市 : 群馬銀行, 平成24 [2012]
(Gunma Ginko hachijunenshi)
EAST AC945.F5 G86 2012

科学振興五十年 : 財団設立50周年の記念誌. 浦安市 : 東レ科学振興会, 平成23 [ 2011]
(Kagaku shinko gojunen : zaidan setsuritsu 50-shunen no kinenshi )
EAST AC945.O7 T673 2011

公益社団法人日本鍼灸師会創立60周年記念誌. 東京： 日本鍼灸師会, 平成23 [2011]
(Koeki Shadan Hojin Nihon Shinkyushikai soritsu 60-shunen kinenshi )
EAST AC945.O72 S55 2011

日本鍼灸師会30周年誌 : 昭和50年-55年. 東京 : 日本鍼灸師会, 昭和55 [1980]
(Nihon Shinkyushikai 30-shunenshi : Showa 50-nen-55-nen )
EAST AC945.O72 S55 1980

ニッキン30年史 / [編集]日本金融通信社. 東京 : 日本金融通信社, 昭和62 [1987]
(Nikkin 30-nenshi)
EAST AC945.F5 N55 1987

大阪大学医学伝習百年史 / [編集·発行] 大阪大学医学伝習百年史刊行会. 大阪 : 大阪大学医学伝習百年史刊行会, 昭和53
[1978] (Osaka Daigaku igaku denshu hyakunenshi)
EAST AC945.E3 O83 1978

大阪港振興株式会社50年のあゆみ : 本編 / 編集大阪港振興株式会社社史編纂株式会社. 大阪市 : 大阪港振興株式会社,
平成11 [1999]
(Osaka-ko Shinko Kabushiki Kaisha 50-nen no ayumi : honpen)
EAST AC945.O7 O86 1999

セブン-イレブン・ジャパン : 終りなきイノベーション, 1973-1991 / 編纂セブン-イレブン・ジャパン. 東京 : セブンイレブン・ジャパン, 平成 3 [1991]
(Sebun-Irebun Japan : owarinaki inobeshon 1973-1991)
EAST AC945.C6 S44 1991
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A - General Works

セブン-イレブン・ジャパン : 終りなきイノベーション 1991-2003 / セブン-イレブン・ジャパン編纂. 東京 : セブンイレブン・ジャパン, 2003.
(Sebun Irebun japan : owarinaki inobeshon 1991-2003)
EAST AC945 C6 S44 2003

社団法人日本鍼灸師会創立50周年記念誌. 東京： 日本鍼灸師会, 平成12 [2000]
(Shadan Hojin Nihon Shinkyushikai soritsu 50-shunen kinenshi )
EAST AC945.O72 S55 2000

松竹八十年史 / [田中純一郎編]. 東京： 松竹株式会, 昭和50 [1975]
(Shochiku hachijunenshi)
EAST AC945.S4 S46 1975

B - Philosophy, Psychology, Religion

哲學講座 / 編者 筑摩書房編集部. 東京 : 筑摩書房, 昭和24-25 [1949-1950]
(Tetsugaku koza)
EAST B28.J3 T4

禅とキリスト教 / 山田霊林, 桑田秀延著. 東京 : 潮文社, 昭和 47 [1972]
(Zen to Kirisutokyo)
EAST BQ9269.4.C5 Y35 1972

D - History: General and Outside the Americas

父ボース : 追憶のなかのアジアと日本 / 樋口哲子著 ; 中島岳志編・解說. 東京 : 白水社, 2008.
(Chichi Bosu : tsuioku no naka no Ajia to Nihon)
EAST DS481.B59 H54 2008

大宰府遺跡 / 鏡山猛著. 東京 : ニュー・サイエンス社, 昭和54 [1979]
(Dazaifu iseki)
EAST DS897.D38 K294

藤原仲麻呂 / 岸俊男著. 東京 : 吉川弘文館, 昭和44 [1969]
(Fujiwara no Nakamaro)
EAST DS852.F814 K5

女性優位と男系原理 : 沖縄の民俗社会構造 / 比嘉政夫. 東京 : 凱風社, 1987.
(Josei yui to dankei genri : Okinawa no minzoku shakai kozo)
EAST DS894.99.O374 H5 1987

鎌倉 遺文. 古文書 編 / 竹內 理三 編. 東京 : 東京堂 出版, 昭和 46-平成 3 [1971-1991]
(Kamakura ibun )
EAST DS858 .K36 1971

鎌倉政権得宗専制論 / 細川重男著. 東京 : 吉川弘文館, 2000.
(Kamakura seiken Tokuso senseiron)
EAST DS859 .H68 2000
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D - History: General and Outside the Americas

講座日本荘園史 / 網野善彦 ... [et al.] 編. 東京 : 吉川弘文館, 1989-2005.
(Koza Nihon shoenshi)
EAST DS857 .K69 1989

宮都と木簡 : よみがえる古代史 / 岸俊男著. 東京 : 吉川弘文館, 昭和52 [1977]
(Kyuto to mokkan : yomigaeru kodaishi)
EAST DS836 .K57

幻の中世都市十三湊 : 海から見た北の中世 / [編集国立歴史民俗博物館]. 千葉県佐倉市 : 国立歴史民俗博物館, 平成10
[1998]
(Maboroshi no chusei toshi Tosa-minato : umi kara mita kita no chusei)
EAST DS897.S5458 M33 1998

名護六百年史 / [著者比嘉宇太郎]. 宜野湾市 : 沖縄あき書房, 1985.
(Nago roppyakunenshi)
EAST DS897.N2999 H54 1985

日本上代史の研究, 津田左右吉著. 東京 : 岩波書店, 昭和47 [1972]
(Nihon jodaishi no kenkyu )
EAST DS855 .T78 1972

日本古代社会経済史研究 / 弥永貞三著. 東京 : 岩波書店, 1980.
(Nihon kodai shakai keizaishi kenkyu)
EAST DS855. .I92

日本の古城, 藤崎定久著. 東京, 新人物往来社, 昭和45 [1970]
(Nihon no kojo )
EAST DS806.3 .F85

日本王朝国家体制論 / 坂本賞三著. 東京 : 東京大学出版会, 1972.
(Nihon ocho kokka taiseiron)
EAST DS842 .S27

日本列島発掘展 : 古代の美とロマンをもとめて1988-1989 / 朝日新聞大阪本社企画部,大阪文化財センター図錄編集. [大阪]
: 朝日新聞大阪本社企画部, 1988.
(Nihon retto hakkutsuten : kodai no bi to roman o motomete 1988 1989)
EAST DS815 .N545 1988

沖縄文化研究 / 法政大学沖縄文化研究所編. 東京 : 法政大学出版局, 1974(Okinawa bunka kenkyu)
EAST DS894.99.O374 O39

沖縄出土の中国陶磁 : ジョージ・H・ケア氏調查収集資料 / [編集沖縄県立博物館]. 那覇市 : 沖縄県立博物館, -1983.
(Okinawa shutsudo no Chugoku toji : Joji H Kea-shi chosa shushu shiryo)
EAST DS894.99.O3735 O38 1983

琉球王国の自画像 : 近世沖縄思想史 / グレゴリー・スミッツ著 ; 渡辺美季訳.
(Ryukyu Okoku no jigazo : kinsei Okinawa shisoshi)
EAST DS895.R95 S6516 2011
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D - History: General and Outside the Americas

島唄の魅力. 東京 : 勉誠出版, 2004.
(Shimauta no miryoku )
EAST DS1 .A336 v.66

新版古代の日本 / 監修 坪井清足, 平野邦雄. 東京 : 角川書店, 1991-1993.
(Shinpan kodai no Nihon)
EAST DS815 .S52 1991

天平 の 時代 / 栄原 永遠男. 東京 : 集英社, 1991.
(Tenpyo no jidai)
EAST DS835 .N55382 1991 v.4

豊見城市史 / [編集 豊見城市, 市史編集委員会, 新聞集成編専門部会]. 豊見城市 : 豊見城市, 2008(Tomigusuku shishi)
EAST DS897.T618 T66 2008

和名類聚抄郡鄉里駅名考証 / 池辺弥著. 東京 : 吉川弘文館, 1981.
(Wamyo ruiju sho gungori ekimei kosho)
EAST DS805 I34

よこはま人物伝 : 歴史を彩った 50人 / 橫浜開港資料館編. 橫浜市 : 神奈川新聞社 : 発売かなしん出版, 1995.
(Yokohama jinbutsuden : rekishi o irodotta 50-nin)
EAST DS897.Y6 Y45 1995

横浜の海 : 七面相 / [編集横浜開港資料館, 横浜都市発展記念館]. [Yokohama-shi] : 横浜市ふるさと歴史財団, 2012.
(Yokohama no umi : shichimenso)
EAST DS897.Y6 Y655 2012

G - Geography

地球環境問題の比較政治学 : 日本・ドイツ・アメリカ / ミランダ・A.シュラーズ著 ; 長尾伸一,長岡延孝監訳
(Chikyu kankyo mondai no hikaku seijigaku : Nihon Doitsu Amerika)
EAST GE190.J3 S3716 2007

人類の旅 : 港川人の来た道 : 沖縄県立博物館新館開館記念展 = Great journey of the humakind /
[編集トータルメディア開発研究所]. 那覇市 : 沖縄県立博物館・美術館, 平成 19 [2007]

(Jinrui no tabi : Minatogawajin no kita michi : Okinawa Kenritsu Hakubutsukan Shinkan kaikan kinenten = Great journey of the humakind)
EAST GN281 .J56 2007

日本洋舞史年表 1900-1959 / [編集日本洋舞史研究会]. 東京 : 日本芸術文化振興会, 2003(Nihon yobushi nenpyo 1900-1959)
EAST GV1695 .N47 2003

H - Social Sciences

日本古代籍帳の研究 / 岸俊男著. 東京 : 塙書房, 昭和48 [1973]
(Nihon kodai sekicho no kenkyu)
EAST HA39.J32 K57

Page 4

H - Social Sciences

日本領主制成立史の研究 / 戶田芳実著. 東京 : 岩波書店, 昭和 42 [1967].
(Nihon ryoshusei seiritsushi no kenkyu)
EAST HD914 .T63

律令時代の農民生活 / 瀧川政次郎著. 東京 : 名著普及会, 昭和 63 [1988]
(Ritsuryo jidai no nomin seikatsu)
EAST HN723 .T3 1988

J - Political Science

国民の選択: 1972年総選挙の分析/ 杣正夫編著. 東京: 三一書房, 1974.
(Kokumin no sentaku : 1972-nen sosenkyo no bunseki)
EAST JQ1692 .S63 1974

大系日本国家史 / 編集 原秀三郎 ... [et al.] 東京 : 東京大学出版会, 1975-1976.
(Taikei Nihon kokkashi)
EAST JQ1624 .T34

K - Law

日本古代法史 / 石尾芳久著. 東京 : 塙書房, 昭和39 [1964]
(Nihon kodaihoshi)
EAST KNX122 .I842 1964

L - Education

戦後教育の潮流 : 改革の理念は生きつづけたか. 東京 : 日本放送出版協会, 昭和49 [1974]
(Sengo kyoiku no choryu : kaikaku no rinen wa ikituzuketa ka )
EAST LA1311.82 .H35

N - Fine Arts

アイヌ : 美を求める心 = Ainu : in pursuit of beauty / アイヌ文化振興・研究推進機構編集. 川崎市 :
川崎市市民ミュージアム, 2010.
(Ainu : bi o motomeru kokoro = Ainu : in pursuit of beauty)
EAST f N7352 .A36 2010

川崎市市民ミュージアム, グラフィック・写真・漫画部門主要所蔵作品図錄, 1988 / [編集・執筆川崎市市民ミュージアム,
学芸第 2室] = Catalogue of selected collections, graphic, photography, cartoon & comics, Kawasaki City Museum,
1988 / [edited and written by the Curatorial Section of Arts, Kawasaki City Museum].
(Kawasaki-shi Shimin Myujiamu gurafikku shashin manga bumon shuyo shozo sakuhin zuroku 1988)
EAST N6450 .K38 1988

明治美術再見. I, 明治美術会と日本金工協会の時代/ [編集宮內庁三の丸尚蔵館]. [Japan] : 菊葉文化協会, 平成 7 [1995]
(Meiji bijutsu saiken )
EAST N7354.5 .M44 1995

明治美術再見. II, 「日本画」の黎明 : 明治 10年代--20年代 / [編集宮內庁三の丸尚蔵館]. [Japan] : 菊葉文化協会, 平成
7 [1995]
(Meiji bijutsu saiken Meiji 10-nendai--20-nendai)
EAST N7354.5 .M452 1995

Page 5

N - Fine Arts

明治美術再見. III, 近代日本画への途 : 明治30年代-大正初期 / [編集宮內庁三の丸尚蔵館]. [Japan] : 菊葉文化協会,
平成8 [1996]
(Meiji bijutsu saiken Meiji 30-nendai-Taisho shoki)
EAST ND1054.5 .M432 1996

明治美術再見. IV, 記錄の芸術 : 山本芳翠とその時代 / [編集宮內庁三の丸尚蔵館]. [Japan] : 宮内庁, 平成13 [2001]
(Meiji bijutsu saiken Yamamoto Hosui to sono jidai)
EAST ND1059.Y36 A4 2001

日本建築史の研究 / 福山敏 男著. 京都市 : 綜芸舎, 昭和55 [1980]
(Nihon kenchikushi no kenkyu)
EAST NA6053 .F85 1980

日本画 : 江戶の名残・京の薰 = Japanese paintings, keepsakes of Edo with the fragrance of the Capital /
[編集宮内庁三の丸尚蔵館]. [Japan] : 宮内庁, 平成 13 [2001]
(Nihonga : Edo no nagori Kyo no kaori = Japanese paintings keepsakes of Edo with the fragrance of the Capital)
EAST ND1054.5 .N54 2001

大江戶異人往来 / タイモン・スクリ－チ著 ; 高山宏訳 ; 田中優子解題. 東京 : 丸善, 平成 7 [1995]
(Oedo ijin orai)
EAST N7353.5 .S385 1995

須恵器 / 中村浩著. 東京 : ニュー・サイエンス社, 昭和 55 [1980]
(Sueki)
EAST NK4167.22 .N25

特別展北京故宮博物院 200選 / [編集東京国立博物館 ... [et al.]]. [Tokyo] : 朝日新聞社, 2012.
(Tokubetsuten Pekin Kokyu Hakubutsuin 200-sen)
EAST f N7342 .T65 2012

よみがえった芸術-日本の現代版画 / オリヴァー・スタットラー著;猿渡紀代子監修;CWAJ 訳. 東京 : 玲風書房, 2009.
(Yomigaetta geijutsu nihon no gendai hanga)
EAST NE1310 .S63162 2009

全国美術交流展 : 春・雅 / [編集博報堂]. 東京 : 東京都 : 東京ルネッサンス推進委員会, 1992.
(Zenkoku bijutsu koryuten : haru miyabi)
EAST N7353.5 .Z46 1992

P - Language and Literature

地域における日本語学習支援 / [編集井上優, 金田智子]. 立川市 : 国立国語研究所, 2004.
(Chiiki ni okeru Nihongo gakushu shien)
EAST PL519 .C47 2004

はじみらなうちなーぐち. 初級用 / 制作 宮里朝光, 小那覇全人, 崎浜秀平, 宮良信詳 ; 表紙·さし絵神谷素子.
(Hajimirana Uchinaguchi )
EAST PL693.R9 M59 2001
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P - Language and Literature

話し言葉教育における学習項目 / [研修企画椙本総子 ; 編集井上優]. 立川市 : 国立国語研究所, 2005.
(Hanashikotoba kyoiku ni okeru gakushu komoku)
EAST PL519 .H26 2005

東アジアにおける言語復興 : 中国・台湾・沖縄を焦点に / パトリック・ハインリッヒ, 松尾慎編著. 東京 : 三元社, 2010.
(Higashi Ajia ni okeru gengo fukko : Chugoku Taiwan Okinawa o shoten ni)
EAST PL493 .H53 2010

片岡仁左衛門 : 十五代目襲名記念. 京都市 : 淡交社, 1998.
(Kataoka Nizaemon : 15-daime shumei kinen )
EAST f PN2924.5.K3 K383 1998

論理的文章作成能力の育成に向けて / [編集井上優, 宇佐美洋]. 立川市 : 国立国語研究所, 2004.
(Ronriteki bunsho sakusei noryoku no ikusei ni mukete)
EAST PL520.J3 R66 2004

琉球電影列伝 : 境界のワンダーランド = Ryukyu reflections : nexus of borders / [編集仲里効]. [山形県山形市] :
山形国際ドキュメンタリー映画祭実行委員会, 2003.
(Ryukyu denei retsuden : kyokai no wandarando = Ryukyu reflections : nexus of borders)
EAST PN1995.6.D6 Y25 2003

作文教育における日本語教師と大学専門教員との協力のために / [研修企画宇佐美洋]. 立川市 : 国立国語研究所, 2005.
(Sakubun kyoiku ni okeru Nihongo kyoshi to daigaku senmon kyoin to no kyoryoku no tame ni)
EAST PL520.J3 S25 2005

占領期雑誌資料大系. 文学編 / [編者代表山本武利 ; 編集委員川崎賢子, 十重田裕一, 宗像和重]. 東京 : 岩波書店, 20092010.
(Senryoki zasshi shiryo taikei )
EAST PL755.8 .S39 2009

T - Technology

名取洋之助と日本工房 : 報道写真とグラフィック・デザインの青春時代 = Natori Younosuke and Nippon Studio, (1931-45)
/ 編集白山眞理, 堀宜雄.

(Natori Yonosuke to Nihon Kobo : hodo shashin to gurafikku dezain no seishun jidai = Natori Younosuke and Nippon Studio (1931-45))
EAST f TR653 .N386 2006

V - Naval Science

追憶野村吉三郎. 東京 : 野村忠, 昭和40 [1965]
(Tsuioku Nomura Kichisaburo )
EAST V64.J32 N5875 1965

Z - Library Science

東京大学経済学部所蔵特別資料小運送関係「鉄道省文書」目錄 / [編者東京大学経済学部資料室]. 東京 :
東京大学経済学部図書館, 2007.
(Tokyo Daigaku Keizai Gakubu shozo tokubetsu shiryo kounso kankei Tetsudosho bunsho mokuroku)
EAST Z7164.T8 T65 2007
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