
 November 2009 

 General 

 A - General Works 

 30年の步み / [編集 · 制作30周年記念事業WG記念誌分科会].  東京 : コンクリート用化学混和剤協会, 平成 20 [2008]  
 (30-nen no ayumi) 
 EAST  AC945.M3 K66 2008 

 50年のあゆみ : 新たなるチャレンジ / [編集50年史編集委員会].  愛知県知立市 : 富士機械製造株式会社, 平成 20 [2008] 
 (50-nen no ayumi : aratanaru charenji) 
 EAST  AC945.M3 F85 2008 

 50年のあゆみ : ネッツトヨタ道都株式会社 / 編集ネッツトヨタ道都株式会社50周年記念プロジェクト委員会.  札幌市 :  
 ネッツトヨタ道都株式会社, 平成 20 [2008]  
 (50-nen no ayumi : Nettsu Toyota Doto Kabushiki Kaisha) 
 EAST  AC945.M3 N48 2008 

 味は感性 味は感動 : エム · シーシー食品の50年 / 編集エム · シーシー食品株式会社創立50周年記念企画室.  東京 :  
 エム · シーシー食品株式会社, 2004.  
 (Aji wa kansei aji wa kando : Emu Shi Shi Shokuhin no 50-nen) 
 EAST  AC945.M3 E48 2004 

 ある船主の生きざま : 乾汽船百年史 / 乾汽船社史編纂委員会編集.  東京 : 乾汽船株式会社, 平成16 [2004]  
 (Aru senshu no ikizama : Inui Kisen hyakunenshi) 
 EAST  AC945.T7 I58 2004 

 あとりうむ : ホテル小田急30年史 / 編集株式会社 ホテル小田急社史編集事務局.  東京 : ホテル小田急, 2009.  
 (Atoriumu : Hoteru Odakyu 30-nenshi) 
 EAST  AC945.S4 H68 2009 

 播州織産元組合史 : 播州織の源流と商業活動 / 脇坂俊夫著.  西脇市 : 脇坂文庫, 平成 20 [2008]  
 (Banshuori sanmoto kumiaishi : banshuori no genryu to shogyo katsudo) 
 EAST  AC945.M3 B36 2008 

 ブラザーの「一世紀」 : ともに步んだ100年の軌跡 / [編集100周年事業推進部].  名古屋市 : ブラザー工業株式会社, 2009. 
 (Buraza no isseiki : tomo ni ayunda 100-nen no kiseki) 
 EAST  AC945.M3 B87 2009 

 道商連60年史 1947-2007 / [編集 北海道商工会議所連合会].  札幌市 : 北海道商工会議所連合会, 平成 20 [2008]  
 (Doshoren 60-nenshi 1947-2007) 
 EAST  AC945.O7 H65 2008 

 エドガワ50年のあゆみ / 編集エドガワ50年史編集委員会.  東京 : 江戶川木材工業株式会社, 平成 9 [1997]  
 (Edogawa 50-nen no ayumi) 
 EAST  AC945.C7 E36 1997 
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 エンゼルパーク四〇年の軌跡 / 編集社史編集委員会.  名古屋市： エンゼルパーク, 平成 17 [2005]  
 (Enzeru Paku yonjunen no kiseki) 
 EAST  AC945.C7 E49 2005 

 笛吹市医師会百周年記念誌 : 医療をこえて医師会活動一世紀の步み / [編集百周年記念誌纂委員会].  笛吹市 :  
 笛吹市医師会, 平成 21 [2009]  
 (Fuefuki-shi Ishikai Hyakushunen Kinenshi : iryo o koete ishikai katsudo isseiki no ayumi) 
 EAST  AC945.O7 F84 2009 

 フジタ80年のあゆみ : 建設業の革新をめざして / 編集制作株式会社電通,  財団法人日本経営史硏究所,  
 大日本印刷株式会社CDC事業部年史センター.  東京 : 株式会社フジタ, 平成6 [1994]  
 (Fujita 80-nen no ayumi : kensetsugyo no kakushin o mezashite) 
 EAST  AC945.C7 F85 1994 

 八十年の步み : 三晃印刷創立八十周年記念.  東京 : 三晃印刷株式会社, 平成 20 [2008]  
 (Hachijunen no ayumi : Sanko Insatsu soritsu hajiju shunen kinen ) 
 EAST  AC945.I5 S26 2008 

 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 

 反省と挑戦 : the 0123 Art Corporation 30年史 / [編集社史制作委員会].  大東市 : アートコーポレーション株式会社,  
 2006.  
 (Hansei to chosen : the 0123 Art Corporation 30-nenshi) 
 EAST  AC945.T7 A86 2006 

 日々新しいもの大きなものへ : 大阪シーリング印刷80年史 / 編纂企画製販部企画課社史編纂室 ;  
 編集協力凸版印刷年史センター.  大阪市 : 大阪シーリング印刷, 平成 19 [2007]  
 (Hibi atarashii mono okina mono e : Osaka Shiringu Insatsu 80-nenshi) 
 EAST  AC945.I5 O83 2007 

 広島県農業共済六十年史.  広島市 : 広島県農業共済組合連合会, 平成20 [2008]  
 (Hiroshima-ken Nogyo Kyosai Rokujunenshi ) 
 EAST  AC945.A5 H57 2008 

 ホーユー85年史 / 編集85年史編纂委員会.  名古屋市 : ホーユー株式会社, 2007  
 (Hoyu 85-nenshi) 
 EAST  AC945.M3 H69 2007 

 石本酒造株式会社酒造100年の步み : 越乃寒梅.  新潟県 : 石本酒造株式会社, [2007]  
 (Ishimoto Shuzo Kabushiki Kaisha shuzo 100-nen no ayumi : Koshi no kanbai ) 
 EAST  AC945.M3 I84 2007 

 輝く大阪 : 創立50周年記念誌 1958-2008  / [編集50周年記念誌編集委員会].  大阪市 : 大阪府中小企業家同友会, 2008.  
 (Kagayaku Osaka : soritsu 50-shunen kinenshi 1958-2008) 
 EAST  AC945.O7 O85 2008 
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 関西計器工業50年史 / 編集関西計器工業50年史編纂委員会.  大阪市 : 関西計器工業株式会社, 平成 14 [2002]  
 (Kansai Keiki Kogyo 50-nenshi) 
 EAST  AC945.M3 K36 2002 

 片桐の60年 : 片桐製作所創立60周年記念誌 / [編集創立60周年記念誌 編集委員].  [山形県] : 片桐製作所, 平成 19  
 [2007]  
 (Katagiri no 60-nen : Katagiri Sesakujo soritsu 60-shunen kinenshi) 
 EAST  AC945.M3 K38 2007 

 川上塗料100年史 / 編集 · 制作出版文化社.  尼崎市 : 川上塗料株式会社, 平成 13 [2001]  
 (Kawakami Toryo 100-nenshi) 
 EAST  AC945.M3 K39 2001 

 川崎教会のあゆみ : 百年を超える神のみちびき / [編集川崎教会史編纂委員会].  川崎市 : 日本基督教団川崎教会, 2007.  
 (Kawasaki Kyokai no ayumi : hyakunen o koeru kami no michibiki) 
 EAST  AC945.O7 K39 2007 

 鶏頭牛後 : 日本サルベージサービス五十年の步み / 吉田光夫.  京都市: 日本サルベージサービス, 2008.  
 (Keito Gyugo : Nihon Sarubeji Sabisu gojunen no ayumi) 
 EAST  AC945.C7 N54 2008 

 菊池郡市医師会百年史 : 菊池衛生兼医事会から125年 / 菊池郡市医師会百年史編纂委員会.  熊本県菊池市 :  
 菊池郡市医師会, 平成 20 [2008]  
 (Kikuchigun-shi Ishikai Hyakunenshi : Kikuchi Eisei Kenijikai kara 125-nen) 
 EAST  AC945.O7 K55 2008 

 煌めく百年 : 弘前商工会議所創立100周年記念誌.  弘前市 : 弘前商工会議所広報委員会, 2008.  
 (Kirameku hyakunen : Hirosaki Shoko Kaigisho soritsu 100-shunen kinenshi ) 
 EAST  AC945.O7 H57 2008 

 起承転転 : 過去・現在・未来 結ぶのは「人」、築くのは「人」 :  京都トヨペット50年史 /  
 [編集創立50周年実行委員会社史編纂部会].  京都市 : 京都トヨペット株式会社, 2007.  
 (Kisho tenten : kako genzai mirai musubu nowa hito kizuku nowa hito : Kyoto Toyopetto 50-nenshi) 
 EAST  AC945.M3 K96 2007 

 香蘭社130年史 / 著者山田雄久.  佐賀県 : 香蘭社社史編纂委員会, 平成 20 [2008]  
 (Koransha 130-nenshi) 
 EAST  AC945.M3 K67 2008 

 コットンと共に步み続けて60年 : 丸三産業60周年史 / [編集丸三産業株式会社社史編纂委員会].  大洲市 :  
 丸三産業株式会社, 平成 21 [2008]  
 (Kotton to tomo ni ayumi tsuzukete 60-nen : Marusan Sangyo 60-shunenshi) 
 EAST  AC945.M3 M38 2007 

 熊谷組100年 : その挑戦と軌跡 / 編集担当本社経営本部広報部.  東京 : 熊谷組, 1998.  
 (Kumagaigumi 100-nen : sono chosen to kiseki) 
 EAST  AC945.C7 K86 1998 
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 倉敷化工株式会社史 : 四十年 / 編纂倉敷化工株式会社社史編纂委員会.  倉敷市 : 倉敷化工株式会社, 平成 18 [2006]  
 (Kurashiki Kako Kabushiki Kaisha : yonjunen) 
 EAST  AC945.M3 K87 2006 

 日本基督教会柏木教会六十年史 / 編集柏木教会歴史編纂委員会.  東京 : 日本基督教会柏木教会, 1991.  
 (Nihon Kirisuto Kyokai Kashiwagi Kyokai rokujunenshi) 
 EAST  AC945.O7 K37 1991 

 日本産業広告協会25年史 / [編集日本産業広告協会年史編纂委員会].  東京 : 日本産業広告協会 = Industrial Advertising 
  Association-Japan, 1995.  
 (Nihon Sangyo Kokoku Kyokai 25-nenshi) 
 EAST  AC945.I5 N54 1995 

 日本新劇俳優協会創立50周年記念誌 : 1958-2007 / [編集森塚敏].  東京 : 日本新劇俳優協会, 2008.  
 (Nihon Shingeki Haiyu Kyokai soritsu 50-shunen kinenshi : 1958-2007) 
 EAST  AC945.S4 N55 2008 

 日中友好会館20周年のあゆみ.  東京 : 日中友好会館. , 2008.  
 (Nitchu Yuko Kaikan 20-shunen no ayumi ) 
 EAST  AC945.O7 N58 2008 

 温故創新 : 地域社会と共に60年 / 編 · 著者栄工社60年史編集委員会.  広島県 : 栄工社, 2008.  
 (Onko soshin : chiiki shakai to tomo ni 60-nen) 
 EAST  AC945.M3 E55 2008 

 ペイント · イノベーション : 日本ペイント株式会社創業120周年記念誌 / 日本ペイント株式会社記念誌編纂委員会編.   
 大阪市 : 日本ペイント, 2001.  
 (Peinto inobeshon : Nihon Peinto Kabushiki Kaisha sogyo 120-shunen kinenshi) 
 EAST  AC945.M3 N54 2001 

 三栄書房60年の轍 : 雑誌繚乱書留帖 / [編纂三栄書房60年の轍編集委員会].  東京 : 三栄書房, 2008.  
 (Sanei Shobo 60-nen no wadachi : zasshi ryoran kakitomecho) 
 EAST  AC945.I5 S25 2008 

 産業医学振興財団三十年史 / 編集産業医学振興財団.  東京： 産業医学振興財団, 平成 20 [2008]  
 (Sangyo Igaku Shinko Zaidan sanjunenshi) 
 EAST  AC945 O7 S26 2008 

 山陽新聞百三十年史 / [編集山陽新聞百三十年史編集委員会].  岡山市 : 山陽新聞社, 平成 21 [2009]  
 (Sanyo shinbun hyakusanjunenshi) 
 EAST  AC945.I5 S27 2009 

 生命保険協会百年史 / 編集生命保険協会.  東京 : 生命保険協会, 平成 21[2009]  
 (Seimei Hoken Kyokai hyakunenshi) 
 EAST  AC945.F5 S45 2009 

 聖徳学園六十五年の步み / 聖徳学園六十五年史編集委員会.  東京 : 聖徳学園, 平成 10 [1998]  
 (Seitoku Gakuen rokujugonen no ayumi) 
 EAST  AC945.E3 S45 1998 
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 新日本石油ガス50年史 / [編集「新日本石油ガス50年史」編纂委員会].  東京 : 新日本石油ガス株式会社, 2005.  
 (Shin Nihon Sekiyu Gasu 50-nenshi) 
 EAST  AC945.E4 S55 2005 

 神栄120年史, 1887-2007 / 編纂神栄120年史編纂委員会.  神戶市 : 神栄株式会社, 平成 19 [2007].  
 (Shinei 120-nenshi 1887-2007) 
 EAST  AC945.M3 S55 2007 

 神港教会の100年.  神戶市 : 日本基督改革派神港教会, 2009.  
 (Shinko Kyokai no 100-nen ) 
 EAST  AC945.O7 S55 2009 

 創立80周年記念誌 / [編集者練馬神の教会80周年史 編纂委員会].  東京都 : 日本神の教会連盟練馬神の教会, 2005.  
 (Soritsu 80-shunen kinenshi) 
 EAST  AC945.O7 N47 2005 

 創立五十年学園史 / 郡山開成学園.  郡山市 : 郡山開成学園, 平成 8 [2006]  
 (Soritsu gojunen gakuenshi) 
 EAST  AC945.E3 K67 2006 

 東京湾パイロット100年史 / [編集東京湾パイロット100年史編集委員会].  横浜市 : 東京湾水先区水先人会, 平成 19  
 [2007]  
 (Tokyowan pairotto 100-nenshi) 
 EAST  AC945.T7 T65 2007 

 宇部マテリアルズ10年史 / [編集合併10周年記念誌編纂室].  宇部市 : 宇部マテリアルズ, 平成 19 [2007]  
 (Ube materiaruzu 10-nenshi) 
 EAST  AC945.M3 U26 2007 

 わが社77年のあゆみ / [編集金田機械社史編集委員会].  大阪府 : 金田機械製作所, 平成 9 [2007]  
 (Waga sha 77-nen no ayumi) 
 EAST  AC945.M3 K34 2007 

 財団五十周年記念誌 / [編集日本きのこセンター].  鳥取市 : 日本きのこセンター, 2008.  
 (Zaidan gojisshunen kinenshi) 
 EAST  AC945.F6 N54 2008 

 D - History: General and Outside the Americas 

 神と性と暗号 : 古事記解読 / 村山節著.  東京 : 朋文社, 昭和 31 [1956]  
 (Kami to sei to ango : kojiki kaidoku) 
 EAST  DS855 .M873 1956 

 H - Social Sciences 

 海事レポート．  東京都 : 国土交通省海事局, 平成13 [2001]-  
 (Kaiji repoto ) 
 EAST  HE563.J3 N54 
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 H - Social Sciences 

 行動科学研究.  [Tokyo] : 東海大学出版会, -2002.  
 (Kodo kagaku kenkyu ) 
 EAST  HF5548.8 .K52 

 国際農業協力に生きる / 東京農業大学国際農業開発学科編.  東京 : 東京農業大学出版会, 平成 18 [2006]  
 (Kokusai nogyo kyoryoku ni ikiru) 
 EAST  HD1431 .K65 2006 

 都市のフィクションと現実 : 大阪私立大学大学院文学研究科 COE 国際シンポジウム報告書 /  
 [編集「都市のフィクションと現実」編集委員会].  大阪市 : 大阪私立大学大学院文学研究科都市文化研究センター, 2005.  
 (Toshi no fikushon to genjitsu : Osaka Shiritsu Daigaku Daigakuin Bungaku Kenkyuka COE Kokusai Shinpojumu hokokusho) 
 EAST  HT107 .O78 2005 

 S - Agriculture 

 代替農業の推進 : 環境と健康にやさしい農業を求めて / 藤本彰三, 松田藤四郎編著.  東京 : 東京農業大学出版会, 2006.  
 (Daitai nogyo no suishin : kankyo to kenko ni yasashii nogyo o motomete) 
 EAST  S494.5.A65 D35 2006 
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