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D - History: General and Outside the Americas

正倉院文書事項索引 / 関根真隆編. 東京 : 吉川弘文館, 2001.
(Shosoin monjo jiko sakuin)
EAST REF DS803 .S568 2001

N - Fine Arts

日本美術作品レファレンス事典. 絵画篇 / [編集日外アソシエーツ株式会社]. 東京 : 日外アソシエーツ :
発売元紀伊国屋書店, 1992-1998.
(Nihon bijutsu sakuhin refarensu jiten )
EAST REF ND1050 .N546

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

日本美術作品レファレンス事典. 書跡篇 / [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, 2001(Nihon bijutsu sakuhin refarensu jiten )
EAST REF N3637.A2 .N55 2001

日本美術作品レファレンス事典. 陶磁器篇. III. 現代日本陶芸 / [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, 2001.
(Nihon bijutsu sakuhin refarensu jiten )
EAST REF NK4167.7 .N546 2001

P - Language and Literature

大阪近代文学作品事典 / 編浦西和彦. 大阪市 : 和泉書院, 2006.
(Osaka kindai bungaku sakuhin jiten)
EAST REF PL726.57.K45 U73 2006

General
C - Auxiliary Sciences of History

色めがね西洋草紙 / 木村尚三郎. 東京 : ダイヤモンド社, 昭和52 [1977]
(Iromegane Seiyo-zoshi)
EAST CB245 .K53 1977

D - History: General and Outside the Americas

朝鮮文化硏究. 東京 : 東京大学文学部朝鮮文化硏究室, 1994(Chosen bunka kenkyu )
EAST DS904 .C467

忠臣蔵の真相 / 飯尾精. 東京： 新人物往来社， 1999.
(Chushingura no shinso)
EAST DS873 .I352 1999
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D - History: General and Outside the Americas

国立歴史民俗博物館硏究報告. 千葉県佐倉市 : 国立歴史民俗博物館, 1982(Kokuritsu Rekishi Minzoku Hakubutsukan kenkyu hokoku )
EAST f DS801 .K68

親日派のための弁明 / 金完燮. 東京： 扶桑社， 2004.
(Shinnichiha no tame no benmei)
EAST DS916.66 .K63716 2004

全国市町村要覽. 東京 : 第一法規, 1963(Zenkoku shichoson yoran )
EAST DS805 .A34

G - Geography

おきなわの歌と踊り / 川平朝申著. 那覇市 : 月刊沖縄社, 1982.
(Okinawa no uta to odori)
EAST GV1696.O42 K32 1982

H - Social Sciences

バス事業百年史 : 第二次世界大戦後の日本のバス事業 / [編纂 バス事業百年史編纂委員会]. 東京 : 日本バス協会,
平成20 [2008]
(Basu jigyo hyakunenshi : Dainiji Sekai Taisengo no Nihon no basu jigyo)
EAST f HE5697.A6 B37 2008

富士化学四十年史 / 編集富士化学四十年史編纂室. 富山県中新川郡上市町 : 富士化学工業株式会社, 昭和 62 [1987]
(Fuji Kagaku yonjunenshi)
EAST HD9654.J34 F85 1987

岐阜県保険医協会三十年のあゆみ / 編集「三十年の步み」編集委員会. 岐阜市 : 「三十年の步み」編集委員会, 平成 20
[2008]
(Gifu-ken Hokeni Kyokai sanjunen no ayumi)
EAST HG9399.J325 G544 2008

はとバス60年大図鑑 / [編集·製作小学館クリエイティブ]. 東京 : はとバス, 平成 20 [2008]
(Hato Basu 60-nen daizukan)
EAST HE5697.Z7 H384 2008

飛脚の精神 : 佐川急便株式会社五十年物語 / [編集 · 製作佐川急便株式会社社史編纂委員会]. 京都市 : 佐川急便, 2007.
(Hikyaku no kokoro : Sagawa Kyubin Kabushiki Kaisha gojunen monogatari)
EAST HE5967.S2 H55 2007

JICEの30年 : 国際協力の現場をつないで : これまでも、これからも / 編集JICE設立30周年記念行事実行委員会. 東京 :
日本国際協力センター (JICE), 2007.
(JICE no 30-nen : kokusai kyoryoku no genba o tsunaide : koremade mo korekara mo)
EAST HC60 .J534 2007

株式会社小山本家酒造二百年史 = The history for 200 years of Koyama Honke Syuzo Co., Ltd. / 著者関根尚.
さいたま市 : 株式会社小山本家酒造, 平成20 [2008]

(Kabushiki Kaisha Koyama Honke Shuzo nihyaku-nenshi = The history for 200 years of Koyama Honke Syuzo Co Ltd)
EAST HD9389.R524 K697 2008
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H - Social Sciences

建退共四十年史 / [編集]勤労者退職金共済機構, 建設業退職金共済事業本部. 東京 : 勤労者退職金共済機構 :
建設業退職金共済事業本部, 平成17 [2005]
(Kentaikyo yonjunenshi)
EAST HD4928.D52 J36 2005

松原建設四十年史 / [編集]松原建設株式会社. [千葉市] : 松原建設, 平成 18 [2006]
(Matsubara Kensetsu yonjunenshi)
EAST f HD9715.J34 M376 2006

長瀬産業創業175年 : この40年の步み / [編集長瀬産業社史編纂チーム]. 大阪市 : 長瀬産業, 平成 20 [2008]
(Nagase Sangyo sogyo 175-nen : kono 40-nen no ayumi)
EAST f HD9657.J34 N346 2008

NECインフロンティア : 最近10年のあゆみ / [編集90年史編纂プロジェクト]. 東京都 : NECインフロンティア株式会社,
2008.
(NEC Infurontia : saikin 10-nen no ayumi)
EAST HD9696.T444 N436 2008

Nichimo 50年史 = Nichimo Corp. 50th anniversary / [編纂ニチモ株式会社社史編纂チーム]. 東京都 : ニチモ株式会社,
2007.
(Nichimo 50-nenshi = Nichimo Corp 50th anniversary)
EAST HD7367.A3 N53 2007

日本型経営の動向と課題 / 日本経営学会編. 東京： 千倉書房， 平成 18 [2006]
(Nihon-gata keiei no doko to kadai)
EAST HD70.J3 N468 2005

歴史・伝說にみる沖縄女性 / 比嘉朝進著. 沖縄県南風原町 : 那覇出版社, 2005.
(Rekishi densetsu ni miru Okinawa josei)
EAST HQ1764.O44 H54 2005

山陽電気鉄道百年史 / [編集山陽電気鉄道株式会社総合企画部]. [神戶市] : 山陽電気鉄道株式会社, 平成19 [2007]
(Sanyo Denki Tetsudo hyakunenshi)
EAST f HE5552.K6 S25 2007

横河ブリッジ百年史 / 編纂株式会社横河ブリッジ社史編纂室編纂. 船橋市 : 横河ブリッジ, 平成 20 [2008]
(Yokogawa Burijji hyakunenshi)
EAST f HD9717.5.B743 Y65 2008

横須賀キリスト教社会館60年の步み : 1946-2006 / [編集横須賀基督教社会館]. 東京都 : 筒井書房, 2006.
(Yokosuka Kirisutokyo Shakaikan 60-nen no ayumi : 1946-2006)
EAST HN46.J3 Y67 2006

J - Political Science

民主党10年史 / [編·著橘民義]. 東京 : 第一書林, 2008.
(Minshuto 10-nenshi)
EAST JQ1698.M55 M56 2008

L - Education
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L - Education

神戶新聞文化センター50年史 / 神戶新聞文化センター社史編集委員会. 神戶市 : 神戶新聞文化センター, 平成 19 [2007]
(Kobe Shinbun Bunka Senta 50-nenshi)
EAST LC5257.J32 H95 2007

P - Language and Literature

味こごと歲時記 / 高橋治. 東京 : 角川書店, 平成 6 [1994]
(Aji kogoto saijiki)
EAST PL729 .T345 1994

マンガのなかの<他者> / 伊藤公雄編. 京都市 : 臨川書店, 平成20 [2008]
(Manga no naka no tasha)
EAST PN1995.9.C36 M36 2008

涙の詩学 : 王朝文化の詩的言語 / ツベタナ・クリステワ著. 名古屋市 : 名古屋大学出版会, 2001.
(Namida no shigaku : ocho bunka no shiteki gengo)
EAST PL728.825.T348 K75 2001

南海の歌と民俗: 沖縄民謡へのいざない/ 仲宗根幸市. 那覇市: ひるぎ社, 1985.
(Nankai no uta to minzoku : Okinawa minyo e no izanai)
EAST PL886.R9 N35 1985

日本児童文学学会四十年史 / 上笙一郎. 鎌倉市 : 港の人, 2007.
(Nihon Jido Bungaku Gakkai yonjunenshi)
EAST PL751.5 .K3245 2007

日本語の空間 / 文沢隆一. 広島市 : 溪水社, 平成 19 [2007](Nihongo no kukan)
EAST PL525 .F865 2007

最近の國語學と方言學, 東條操著. 東京, 筑摩書房, 昭和35 [1960]
(Saikin no kokugogaku to hogengaku )
EAST PL515 .T58

私の翻訳談義 / 鈴木主稅. 東京 : 河出書房新社, 1995.
(Watakushi no honyaku dangi)
EAST PE1498.2.J36 S89 1995

R - Medicine

日本骨髄バンクのあゆみ : 10周年記念誌 / [編集人10周年記念誌編集委員会]. 東京 : 骨髄移植推進財団, 2001.
(Nihon Kotsuzui Banku no ayumi : 10-shunen Kinenshi)
EAST RD123.5 .N54 2001

日本赤十字社幹部看護師養成100年のあゆみ / 日本赤十字社幹部看護師養成100周年記念誌編纂作業部会. 東京 :
日本赤十字社事業局看護部, 平成 20 [2008]
(Nihon Sekijujisha kanbu kangoshi yosei 100-nen no ayumi
Bukai )
EAST RT13.J3 N54 2008

Nihon Sekijujisha Kanbu Kangoshi Yosei 100-shunen Kinenshi Hensan Sagyo
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T - Technology

蝸牛の步み : 福繁観光の五十年 / 富田昭次. 長崎市 : ハミルトンオリエンタル, 2004.
(Kagyu no ayumi : Fukuhan Kanko no gojunen)
EAST TX941.F85 T66 2004

柳川精機55年のあゆみ / 編纂柳河精機(株)55周年記念誌編纂委員会. 東京 : 柳河精機, 2007.
(Yanagawa Seiki 55-nen no ayumi)
EAST TJ106 .Y36 2007

Z - Library Science

研究社百年の步み / [編者研究社社史編集室]. 東京 : 研究社, 2007.
(Kenkyusha hyakunen no ayumi)
EAST Z463.3.K46 K46 2007
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