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Reference
D - History: General and Outside the Americas

宣撫月報 / 山本武利解說. 東京 : 不二出版, 2006(Senbu geppo)
EAST REF D777 .J842 v.25

H - Social Sciences

一九二〇年代社会運動関係警察資料. 解說・総目錄・索引 / [編・解說者廣畑研二]. 東京 : 不二出版, 2003.
(Sen-kyuhyaku-niju nendai shakai undo kankei keisatsu shiryo )
EAST REF HD8726.S463 H57 2003

General
A - General Works

20世紀の日本と西洋 : マンズーから劉生までのコレクションの軌跡 = Art of Japan and Europe in the 20th century :
selected works from the collection of the Fukuyama Museum of Art / [編集・ふくやま美術館]. 広島県福山市 :

(20-seiki no Nihon to Seiyo : Manzu kara Ryusei made no korekushon no kiseki = Art of Japan and Europe in the 20th century : selected
works from )
EAST AC945.O7 F846 2008

50年史 / 株式會社東京測器研究所. 東京 : 東京測器研究所, 2008.
(50-nen shi)
EAST AC945.M3 T65 2008

文化芸術立国の実現を目指して : 文化庁40年史 / 文化庁監修. 東京 : ぎょうせい, 平成21 [2009]
(Bunka geijutsu rikkoku no jitsugen o mezashite : Bunkacho 40-nenshi)
EAST AC945.G6 B86 2009

地域とともに : 西武バス60年のあゆみ / 編集西武バス株式会社社史編纂委員会. 所沢市 : 西武バス株式会社, 平成 19
[2007]
(Chiiki to tomoni : Seibu Basu 60-nen no ayumi)
EAST AC945.T7 S45 2007

大日本印刷百三十年史 / 編纂大日本印刷株式会社社史編集委員会 ; 編集DNP年史センター. 東京 : 大日本印刷, 平成 19
[2007]
(Dai Nihon Insatsu hyakusanjunenshi)
EAST AC945.I5 D35 2007

技術の森 / [20周年記念誌制作委員会]. 東京 : 株式会社ピーアンドアイ, 2009.
(Gijutsu no mori)
EAST AC945.S4 P53 2009

碧空の旅人 : イーハトーブの風にのって : 岩手県空港ターミナルビル株式会社創立25周年記念誌 /
編集岩手県空港ターミナルビル株式会社創立25周年記念誌編集委員会. 岩手県 : 岩手県空港ターミナルビル株式会社, 平成
(Hekiku no tabibito : ihatobu no kaze ni notte : Iwate-ken Kuko Taminaru Biru Kabushiki Kaisha Soritsu 25-shunen Kinenshi)
EAST AC945.T7 I97 2006

北緯43度を走る : 札幌トヨペット50年史 / 編集50周年記念事業部年史編纂プロジェクト. 札幌市 :
札幌トヨペット株式会社, 2006.
(Hokui 43-do o hashiru : Sapporo Toyopetto 50-nenshi)
EAST AC945.M3 S29 2006
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A - General Works

神奈川大学80年のあゆみ : 神奈川大学創立80周年記念誌 / 編集神奈川大学80年のあゆみ編集委員会. 横浜市 :
神奈川大学, 2009.
(Kanagawa Daigaku 80-nen no ayumi : Kanagawa Daigaku soritsu 80-shunen kinenshi)
EAST AC945.E3 K34 2009

感動はラジオにのって : FM中九州からFM熊本へ, 1985-5005 : FMK20周年記念誌 / [編集FMK20周年記念誌編纂委員会].
熊本市 : 株式会社エフエム熊本, 平成17 [2005]
(Kando wa rajio ni notte : FM Naka Kyushu kara FM Kumamoto e 1985-2005 : FMK 20-shunen kinenshi)
EAST AC945.I5 E38 2005

かつら文庫の50年 : 記念行事報告 / [編集東京子ども図書館]. 東京 : 東京子ども図書館, 2008.
(Katsura bunko no 50-nen : kinen gyoji hokoku)
EAST AC945.E3 K38 2008

このあゆみ立命館 / 立命館大学父母教育後援会. 京都市 : 立命館父母教育後援会, 平成 6 [1994]
(Kono ayumi Ritsumeikan)
EAST AC945.E3 R58 1994

共同通信社 60年史, 1995-2005 / 編集共同通信社社史刊行委員会. 東京 : 共同通信社·関連会社, 2007.
(Kyodo Tsushinsha 60-nenshi 1995-2005)
EAST AC945.I5 K96 2007

京都市立病院40周年記念誌 / 編集者京都市立病院40周年記念誌編集委員会. 京都市 : 京都市立病院, 平成 18 [2006]
(Kyoto Shiritsu Byoin 40-shunen kinenshi)
EAST AC945.O7 K967 2006

九州大学医学部百年史 / 編集兼発行者吉野純典. 福岡市 : 九州大学医学部創立百周年記念事業後援会, 平成 16 [2004]
(Kyushu Daigaku Igakubu hyakunenshi)
EAST AC945.E3 K97 2004

九州工業大学百年史 / 編集九州工業大学百年史編集委員会. 北九州市 : 明専会, 平成 21 [2009]
(Kyushu Kogyo Daigaku hyakunenshi)
EAST AC945.E3 K98 2009

学び究めて : 東北大学100年 : 東北大学創立100周年記念企画 / 河北新報社編集局編著. 仙台市 : 東北大学出版会, 2008.
(Manabi kiwamete : Tohoku Daigaku 100-nen : Tohoku Daigaku 100-shunen kinen kikaku)
EAST AC945.E3 T54 2008

練馬区医師会創立六十周年記念誌 / 編集練馬区医師会創立六十周年記念誌編纂委員会. 東京 : 練馬区医師会, 平成 20
[2008]
(Nerima-ku Ishikai soritsu rokujisshunen kinenshi)
EAST AC945.O7 N475 2008

温故知新 : 新時代へのアプローチ / [編集, 編集委員会]. 九州 : JTB九州営業本部, 平成 5 [1993]
(Onko chishin : shin jidai e no apurochi)
EAST AC945.S4 N54 1993

世界に誇る化学技術と化学製品 : 化学はあなたの日常生活を支えています / ナード研究所25周年記念事業推進室編集.
東京 : 化学工業日報社, 1997.
(Sekai ni hokoru kagaku gijutsu to kagaku seihin : kagaku wa anato no nichijo seikatsu o sasaete imasu)
EAST AC945.M3 N33 1997
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創立30周年記念誌 / 宮崎市芸術文化連盟. 宮崎市 : 宮崎市芸術文化連盟, 平成 13 [2001]
(Soritsu 30-shunen kinenshi)
EAST AC945.O7 M54 2001

東邦大学70年史 / 編集者創立70周年記念事業凖備室. 東京 : 東邦大学創立70周年記念事業凖備委員会, 平成 7 [1995]
(Toho Daigaku 70-nenshi)
EAST AC945.E3 T53 1995

東海大学五十年史 / 東海大学五十年史編集委員会. 東京 : 東海大学出版会, 1993.
(Tokai Daigaku gojunenshi)
EAST AC945.E3 T63 1993

東京女子大学附属比較文化研究所紀要 = Publications of the Institute for Comparative Studies of Culture affiliated
to Tokyo Woman's Christian College. 東京都 : 東京女子大学附属比較文化研究所, 1955-1990.

(Tokyo Joshi Daigaku Fuzoku Hikaku Bunka Kenkyujo kiyo = Publications of the Institute for Comparative Studies of Culture affiliated to Tokyo
W)
EAST AS551 .T658

東京女子大学比較文化硏究所紀要. 東京都 : 東京女子大学比較文化硏究所, 1991(Tokyo Joshi Daigaku Hikaku Bunka Kenkyujo kiyo )
EAST AS551 .T658

全農林二十年史 / 全農林労働組合編 ; [編集全農林20年史編纂委員会]. 東京 : 全農林労働組合, 1972.
(Zen Norin nijunenshi)
EAST AC945.F6 Z44 1972

D - History: General and Outside the Americas

はばたき / 島津忠重著. 東京 : 東京書院, 昭和 41 [1966].
(Habataki)
EAST DS885.5.S4 A3 1966

十五年戦争極秘資料集. 補卷. 東京: 不二出版, 19 (Jugonen senso gokuhi shiryoshu )
EAST D777 .J842

「輝ク」解說・総目次・索引. 東京 : 不二出版, 1988.
(Kagayaku kaisetsu somokuji sakuin )
EAST DS777.533.W65 K34 1988

南島の暮らし / 古家信平, 小熊誠, 萩原左人. 東京 : 吉川弘文館, 2009.
(Nanto no kurashi)
EAST DS895.R94 F87 2009

日常性の社会学 / 加藤秀俊. 東京 : 角川書店, 昭和54 [1979]
(Nichijosei no shakaigaku)
EAST DS821 .K2788 1979
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D - History: General and Outside the Americas

大いなる昭和 : 昭和天皇と日本人 / 文藝春秋編. 東京 : 文藝春秋, 1996.
(Oinaru Showa : Showa Tenno to Nihonjin)
EAST DS889.8 .O36 1996

Significance of cultural exchange between Japan and India = 日印文化交流の今日的意味. 東京都三鷹市 :
国際基督教大学アジア文化研究所, 2008.
(Significance of cultural exchange between Japan and India = Nichi-In bunka koryu no konnichiteki imi )
EAST DS849.I5 S54 2008

太平洋問題調查会<1925-1961>とその時代 / 山岡道男編著. 横浜市 : 春風社, 2010.
(Taiheiyo Mondai Chosakai 1925-1961 to sono jidai)
EAST DU29 .Y36 2010

東京大学総合研究博物館人類先史部門所蔵陸平貝塚出土標本 / 初鹿野博之, 山崎真治, 諏訪元 = Prehistoric artifacts
from the Okadaira shellmound housed in the Department of Anthropology and Prehistory, the University Museum, the
University of Tokyo / by Hiroyuki Hatsukano, Shinji Yamasaki, Gen Suwa.
(Tokyo Daigaku Sogo Kenkyu Hakubutsukan Jinrui Senshi Bumon shozo Okadaira kaizuka shutsudo hyohon)
EAST DS894.49.I229 M54 2006

山と川 / 湯川洋司, 福澤昭司, 菅豊. 東京 : 吉川弘文館, 2008.
(Yama to kawa)
EAST DS821 .Y845 2008

G - Geography

祭りの快楽 / 古家信平 ... [et al.]. 東京 : 吉川弘文館, 2009.
(Matsuri no kairaku)
EAST GT4884.A2 M385 2009

族． 茨城県新治郡桜村 : 筑波大学歴史・人類学系民族学研究室, 1987(Yakara )
ASIA GN301 .Y34

H - Social Sciences

簿記史研究 / 小島男佐夫. 京都 : 大学堂書店, 1975.
(Bokishi kenkyu)
EAST HF5605 .B63 1975

現代アフリカ農村と公共圈 / 児玉由佳編. 千葉市 : アジア経済研究所, 2009.
(Gendai Afurika noson to kokyoken)
EAST HN773.5 .G46 2009

現代日本女性史 / 井上淸著. 東京 : 三一書房, 1962.
(Gendai Nihon joseishi)
EAST HQ1762 .I5 1962
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H - Social Sciences

変容するベトナムの経済主体 / 坂田正三編. 千葉市 : アジア経済研究所, 2009.
(Henyosuru Betonamu no keizai shutai)
EAST HC444 .H46 2009

開発途上国と財政 : 歲入出, 債務, ガバナンスにおける諸課題 / 柏原千英編. 千葉市 : アジア経済研究所, 2010.
(Kaihatsu tojokoku to zaisei : sainyushutsu saimu gabanansu ni okeru shokadai)
EAST HJ1620 .K35 2010

開発学研究. 東京 : 日本国際地域開発学会
(Kaihatsugaku kenkyu )
EAST f HD1401 .K35

N - Fine Arts

アジアの染色展 = Textile arts of Asia / [広島県立美術館編集]. 広島市 : 広島県立美術館, 1996.
(Ajia no senshokuten = Textile arts of Asia)
EAST f NK8972 .A353 1996

秋田蘭画の近代 : 小田野直武「不忍池図」を読む / 今橋理子. 東京 : 東京大学出版会, 2009.
(Akita ranga no kindai : Odano Naotake Shinobazu no Ike zu o yomu)
EAST ND1053.6.A35 I43 2009

P - Language and Literature

朝日新聞外地版 / 監修・編集坂本悠一. 東京 : ゆまに書房, 平成 19 [2007](Asahi shinbun gaichiban)
EAST f PN5409.T63 A832 2007

仏教格言集 / [山田美妙編]. 世諺百話 / [守本惠觀著]. 俗諺六百. 東京 : クレス出版, 2005.
(Bukkyo kakugenshu)
EAST PN6519.J3 K68 ser.3 v.6

文学淵源故諺辞典 / 花房柳條編輯. 東京 : クレス出版, 2003.
(Bungaku engen kogen jiten)
EAST PN6519.J3 .K68 ser.2 v.2

文学雑誌英諺欄. 欧米の諺と格言. ほか / 編者ことわざ研究会. 東京 : クレス出版, 2005.
(Bungaku zasshi eigenran Obei no kotowaza to kakugen Hoka)
EAST PN6519.J3 .K68 ser.3 v.8

地図男 / 真藤順丈. 東京 : メディアファクトリー, 2008.
(Chizuotoko)
EAST PL875.5.H56 C45 2008

朝鮮の俚諺集 : 附物語 / 編者ことわざ研究会; [高橋亨著]. 東京 : クレス出版, 2002.
(Chosen no rigenshu : tsuketari monogatari)
EAST PN6519.J3 K68 v.11
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P - Language and Literature

知識宝庫金諺一万集／ 柴垣馥著. 東京 : クレス出版, 2003.
(Chishiki hoko kingen ichimanshu)
EAST PN6519.J3 .K68 ser.2 v.1

英語俚諺集. 英語の諺. ほか / 編者ことわざ研究会. 東京 : クレス出版, 2005.
(Eigo rigenshu Eigo no kotowaza Hoka)
EAST PN6519.J3 .K68 ser.3 v.9

演劇界． 東京都 : 日本演劇社， 昭和18 [1943](Engekikai )
EAST PN2009.J3 E64

福岡県俚諺集. 俚諺俗信聞書帖 / [中山徳太郎編]. 阿蘇俚諺集覧 / [八木三二著]. 東京 : クレス出版, 2005.
(Fukuoka-ken rigenshu Rigen zokushin kikigakicho)
EAST PN6519.J3 K68 ser.3 v.4

普世俗談. 斉東俗談. それぞれ草. ほか / 編者ことわざ研究会. 東京 : クレス出版, 2005.
(Fusei zokudan Seito zokudan Sorezoregusa Hoka)
EAST PN6519.J3 K68 ser.3 v.1

二重染 / [豊嶋治左衛門, 豊嶋弥右衛門撰]. 絵本千代春. 絵本集艸. 東京 : クレス出版, 2005.
(Futaezome)
EAST PN6519.J3 K68 ser.3 v.2

外国人の集めた日本のことわざ / 編者ことわざ研究会. 東京 : クレス出版, 2002.
(Gaikokujin no atsumeta Nihon no kotowaza)
EAST PN6519.J3 K68 v.10

現代實用支那語講座. XII, 俗諺篇 : 歇後語 / 田島泰平編. 支那の俚諺に就いて / 馬場春吉. 俚諺に關する覺書 / 陳紹馨.
支那俚諺の研究について / 神田喜一郎. 臺南の俚諺 / 廖漢臣. 東京 : クレス出版, 2003.
(Gendai jitsuyo Shinago koza ketsugogo)
EAST PN6519.J3 K68 ser.2 v.10

ハシムラ東鄉 : イエローフェイスのアメリカ異人伝 / 宇沢美子. 東京 : 東京大学出版会, 2008.
(Hashimura Togo : iero feisu no Amerika ijinden)
EAST PS3517.R87 Z93 2008

一讀百感立志奮撥金言萬集 / [編輯土肥助郎]. 格言俚諺一言萬金 / [編輯者三田村熊之介]. 農工商処世家事金言俚諺集 /
住田史郎編纂. 東京 : クレス出版, 2003.
(Ichidoku hyakkan risshi funpatsu kingen manshu)
EAST PN6519.J3 K68 ser.2 v.3

石ノ森章太郎生誕70年叢書シリーズ / 石ノ森章太郎. 東京 : 清流出版, 2008.
(Ishinomori Shotaro seitan nanajunen sosho shirizu)
EAST PN6790.J33 I85 2008

格言警句集 / 伊藤長七. 東京 : クレス出版, 2003.
(Kakugen keikushu)
EAST PN6519.J3 K68 ser.2 v.5
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堪忍袋. いろは俗諺. 諺の解釈. ほか / 編者ことわざ研究会. 東京 : クレス出版, 2005.
(Kanninbukuro Iroha zokugen Kotowaza no kaishaku Hoka)
EAST PN6519.J3 K68 ser.3 v.3

関西若年層の話しことばにみる言語変化の諸相 / 高木千恵 ; [編集代表真田信治]. 豊中市 :
大阪大学大学院文学硏究科日本語講座, 2006.
(Kansai jakunenso no hanashi kotoba ni miru gengo henka no shoso)
EAST PL693.K346 T34 2006

片岡十二集の内傾城反魂香 : 一幕 / 近松門左衛門作. 東京 : 国立劇場, 平成 16 [2004]
(Kataoka junishu no uchi Keisei hangonko : hitomaku)
EAST PL793.4 .K42 2004

今夜も思い出し笑い / 林真理子. 東京 : 文藝春秋, 1988.
(Konya mo omoidashi warai)
EAST PL852.A82786 K66 1988

訓読みのはなし : 漢字文化圈の中の日本語 / 笹原宏之. 東京 : 光文社, 2008.
(Kunyomi no hanashi : kanji bunkaken no naka no Nihongo)
EAST PL528 .S273 2008

三島由紀夫研究. 東京 : 鼎書房, 平成17- [2005(Mishima Yukio kenkyu )
EAST PL833.I7 Z6644

三島由紀夫と歌舞伎 / 木谷真紀子. 東京 : 翰林書房, 2007.
(Mishima Yukio to kabuki)
EAST PL833.I7 .Z662865 2007

中河與一全集 / [著作者中河與一]. 東京 : 角川書店, 昭和 41-42 [1966-1967]
(Nakagawa Yoichi zenshu)
EAST PL834 .A5 1966

謎とき村上春樹 / 石原千秋. 東京 : 光文社, 2007.
(Nazotoki Murakami Haruki)
EAST PL856.U673 Z62 2007

日臺俚諺詳解 / 編者ことわざ研究会; [著作者片岡巌]. 東京 : クレス出版, 2002.
(Nittai rigen shokai)
EAST PN6519.J3 K68 v.12

沖縄やまと言葉の本 / 平山良明著 ; 平敷善憲絵. 那覇市 : 沖縄出版, 1984.
(Okinawa yamato kotoba no hon)
EAST PL693.O48 H5 1984

Parody in Japanese culture = パロディと日本文化. 東京都三鷹市 : 国際基督教大学アジア文化研究所, 2007.
(Parody in Japanese culture = Paodi to Nihon bunka )
EAST PN6949.P3 P37 2007
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P - Language and Literature

琉球俗語, 沖縄俚諺集ほか / 編者ことわざ研究会. 東京 : クレス出版, 2002.
(Ryukyu zokugo Okinawa rigenshu hoka)
EAST PN6519.J3 K68 v.9

サオ語(台湾·邵語)語彙(英語·日本語索引付) : サオ語研究資料II / 安部淸哉,長嶋善郎,新居田純野編 ; 土田滋監修 = Thao
vocabulary with English & Japanese indices : Thao language studies II / Abe Seiya, Nagashima Yoshio, Niida
Sumino (eds.) ; Tsuchida Shigeru (supervisor). 東京 : 学習院大学東洋文化研究所, 2008.
(Saogo (Taiwan Shogo) goi (Eigo Nihongo sakuin tsuki) : Saogo kenkyu shiryo II)
EAST PL6145 .S26 2008

新潮. 東京市 : 新潮社, 明治 37 [1904](Shincho )
EAST PL777.6 .S55

修身児訓. 一 / [龜谷行編]. 本朝諺林貫珠 / [漢人幸政編]. ことわざ物語 / [八波則吉著]. 東京 : クレス出版, 2005.
(Shushin jikun )
EAST PN6519.J3 K68 ser.3 v.7

泰西格言. 第 1集 / [編者大野太衛]. 格言大辭典 : 全 / 芳賀矢一, 安井小太郎, 服部宇之吉共編. Common sayings for
recitation / by H. Saito. Easy English grammar and idiom / Leonard. 俚諺金言集 = Maximx and proverbs / collected
and translated by Senkichiro Katsumata. 東京 : クレス出版, 2003.
(Taisei kakugen )
EAST PN6519.J3 K68 ser.2 v.8

天災予知集 / [紫雲莊編纂]. 自然暦 / [川口孫治郎著]. 東京 : クレス出版, 2005.
(Tensai yochishu)
EAST PN6519.J3 K68 ser.3 v.5

Q - Science

沖縄県社寺・御嶽林調查報告 / [編集沖縄県教育委員会]. 那覇市 : 沖縄県教育委員会, <1979-1981>
(Okinawa-ken shaji mitakerin chosa hokoku)
EAST QH77.J3 O39 1979

ウミガメ類生息実態調查報告書. 那覇市 : 沖縄県教育委員会, 1996-2001.
(Umigamerui seisoku jittai chosa hokokusho )
EAST f QL666.C536 U55

S - Agriculture

食と農 / 安室知, 古家晴美, 石垣悟. 東京 : 吉川弘文館, 2009.
(Shoku to no)
EAST S471.J3 Y37 2009

T - Technology

国産乗用車60年の軌跡 / 松下宏, 桂木洋二. 東京 : グランプリ出版, 2008.
(Kokusan joyosha 60-nen no kiseki)
EAST TL105 .M38 2008
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Z - Library Science

大学出版. 東京 : 大学出版部協会,
(Daigaku shuppan )
EAST Z1033.U64 D35

帝国大学図書館における蔵書構築の研究 / 高野彰著. 東京 : ゆまに書房, 2005.
(Teikoku Daigaku Toshokan ni okeru zosho kochiku no kenkyu)
EAST Z687 .T353 2005

東京大学総合研究博物館所蔵渡辺仁教授旧蔵資料目錄 / 西秋良宏 = Catalogue of anthropological materials in the
Hitoshi Watanabe collection / by Yoshihiko Nishiaki. 東京 : 東京大学総合研究博物館, 2007.
(Tokyo Daigaku Sogo Kenkyu Hakubutsukan shozo Watanabe Hitoshi kyoju kyuzo shiryo mokuroku)
EAST Z5119 .T65 2007

Page 9

