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 General 
 A - General Works 

 25年のあゆみ / 編集·レイアウト(株)ジーアンドピー.  東京 : 全日本墓園協会, 平成 14 [2002]  
 (25-nen no ayumi) 
 EAST f  AC945.O7 Z39 2002 

 30年のあゆみ / 編集·発行株式会社日稅ビジネスサービス.  東京 : 株式会社日稅ビジネスサービス , 平成 16 [2004]  
 (30-nen no ayumi) 
 EAST  AC945.S4 N48 2004 

 40年の步み : 変革への挑戦 / 編集·制作株式会社出版文化社.  大阪府 : ニッポー株式会社, 2006.  
 (40-nen no ayumi : henkaku e no chosen) 
 EAST  AC945.M3 N55 2006 

 番傘川柳百年史 : [編者番傘川柳本社 ; 製作株式会社創元社].  大阪市 : 番傘川柳本社, 2008.  
 (Bangasa Senryu hyakunenshi) 
 EAST  AC945.O7 B36 2008 

 大日本塗料70年史 / 制作株式会社東洋経済新報社事業企画部.  大阪市 : 大日本塗料株式会社, 平成11 [1999]  
 (Dai Nippon Toryo 70-nenshi) 
 EAST  AC945.M3 D356 1999 

 五十年のあゆみ : 創業50周年記念 / [編集創業50周年記念誌編集委員会].  群馬県箕鄉町 : エスビック株式会社, 平成15  
 [2003]  
 (Gojunen no ayumi : sogyo 50-shunen kineni) 
 EAST  AC945.C7 E88 2003 

 豊和工業100年史 / 編集創立100周年記念事業委員会.  愛知県清須市 : 豊和工業株式会社, 平成19 [2007]  
 (Howa Kogyo 100-nenshi) 
 EAST f  AC945.M3 H68 2007 

 回顧錄挑戦と創造 / 編集創業五十五周年記念回顧錄編集委員会.  群馬県高崎市 : エスビック株式会社, 平成 19 [2007]  
 (Kaikoroku chosen to sozo) 
 EAST  AC945.C7 E88 2007 

 交詢社の百二十五年 : 知識交換世務諮詢の系譜 / [編集財団法人交詢社 ; 制作慶應義塾大学出版会株式会社].  東京 :  
 交詢社, 2007.  
 (Kojunsha no hyaku-nijugonen : chishiki kokan seimu shijun no keifu) 
 EAST  AC945.E3 K64 2007 

 国立西洋美術館50年史 : 1959-2009 : 昭和34年度-平成20年度  / [編集発行国立西洋美術館].  東京 : 国立西洋美術館,  
 平成 21 [2009]  
 (Kokuritsu Seiyo Bijutsukan 50-nenshi : 1959-2009 : Showa 34-nendo-Heisei 20-nendo) 
 EAST  AC945.07 K627 2009 

 光洋産業50余年の步み : 光洋の輝きを浴びながら / 編纂光洋産業株式会社社史編纂室.  東京 : 光洋産業株式会社, 平成22  
 [2010]  
 (Koyo Sangyo 50 yonen no ayumi : Koyo no kagayaki o abinagara) 
 EAST  AC945.M3 K75 2010 
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 A - General Works 

 マルマ60年の步み / 編集マルマ60年史編集室.  神奈川県相模原市 : マルマテクニカ株式会社, 平成 19 [2007]  
 (Maruma 60-nen no ayumi) 
 EAST  AC945.M3 M375 2007 

 マルマテクニカ50年史 / 編集マルマ50年史編集委員会.  東京 : マルマテクニカ株式会社, 平成 9 [1997]  
 (Maruma tekunika 50-nenshi) 
 EAST  AC945.M3 M375 1997 

 日本外科学会100年誌 = The 100th anniversary  / [編集日本外科学会記念誌編纂小委員会].  東京 : 日本外科学会 ,  
 2000.  
 (Nihon Geka Gakkai 100-nenshi = The 100th anniversary) 
 EAST f  AC945.O7 N52268 2010 

 Osaka Shinkin Bank 創業90周年記念誌 / 企画制作創業90周年記念誌編纂委員会.  大阪市 : 大阪信用金庫, 2010.  
 (Osaka Shinkin Bank sogyo 90-shunen kinenshi) 
 EAST f  AC945.F5 O85 2010 

 龍谷大学三百五十年史  / 編集龍谷大学三百五十年史編集委員会.  京都市 : 龍谷大学, 昭和 62-平成 12 [1987-2000]  
 (Ryukoku Daigaku sanbyaku-gojunenshi) 
 EAST  AC945.E3 R85 1987 

 竜谷大学三七〇年の步み / 編集·発行竜谷大学.  京都市 : 竜谷大学, 2009.  
 (Ryukoku Daigaku sanbyakunanajunen no ayumi) 
 EAST  AC945.E3 R85 2009 

 斎久工業株式会社75年史 / 編集斎久工業株式会社社史編纂委員会.  東京 : 斎久工業株式会社, 平成 10 [1998]  
 (Saiku Kogyo Kabushiki Kaisha 75-nenshi) 
 EAST  AC945.C7 S35 1998 

 富益三百年誌 / 編集発行富益三百年誌作成委員会.  米子市 : 富益公民館, 平成 22 [2010]  
 (Tomimasu sanbyakunenshi) 
 EAST  AC945.G6 T68 1997 

 有人宇宙システム十年史 = The 10th anniversary of JAMSS / [編集·制作株式会社出版文化社].  東京 :  
 有人宇宙システム株式会社, 2010.  
 (Yujin Uchu Shisutemu junenshi = The 10th anniversary of JAMSS) 
 EAST f  AC945.M3 Y85 2010 

 B - Philosophy, Psychology, Religion 

 道元思想大系 / [編集委員中尾良信 ... et al].  京都市 : 同朋舍出版, 1994-1995.  
 (Dogen shiso taikei) 
 EAST  BQ9449.D647 D643 1995 

 古代朝鮮仏教と日本仏教 / 田村円澄著.  東京 : 吉川弘文館, 昭和55 [1980]  
 (Kodai Chosen Bukkyo to Nihon Bukkyo) 
 ASIA  BQ684 .T345 
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 B - Philosophy, Psychology, Religion 

 四国霊場の秘宝 / [監修蓮生善隆 ; 写真原田是広].  東京 : 新人物往来社, 昭和 57 [1982]  
 (Shikoku reijo no hiho) 
 EAST f  BQ6450.J32 S486675 1982 

 下村寅太郎著作集 / [下村寅太郎].  東京 : みすず書房, 1988-  
 (Shimomura Torataro chosakushu) 
 EAST  B5244.S55 A3 1988 

 D - History: General and Outside the Americas 

 18-19世紀仙台藩の災害と社会 : 別所万右衛門記錄 / 佐藤大介編著.  仙台市 : 東北大学東北アジア研究センター, 2010.  
 (18-19 seiki Sendai-han no saigai to shakai : Bessho Manemon kiroku) 
 EAST  DS894.39.M597 A18 2010 

 原爆と検閱 : アメリカ人記者たちが見た広島・長崎 / 繁沢敦子著.  東京 : 中央公論新社, 2010.  
 (Genbaku to kenetsu : Amerikajin kishatachi ga mita Hiroshima Nagasaki) 
 EAST  D799.J3 S45 2010 

 カミカゼ: 陸・海軍特别攻撃隊: 写真集 = Kamikaze, suicide attack/ [編者カミカゼ刊行委員会].  東京： KK  
 ベストセラーズ， 1996-1997.  
 (Kamikaze : Riku-kaigun Tokubetsu Kogekitai : shashinshu = Kamikaze suicide attack) 
 EAST f  D792.J3 K35 1996 

 韓国併合百年と「在日」 / 金賛汀.  東京 : 新潮社, 2010.  
 (Kankoku heigo hyakunen to zainichi) 
 EAST  DS832.7.K6 K5245 2010 

 子どものための首里城いろいろ知識 / [編集 首里城硏究グル－プ].  那覇市 : 首里城公園友の会, 平成4 [1992]  
 (Kodomo no tame no Shurijo iroiro chishiki) 
 EAST  DS897.N332 S48 1993 

 「国民国家」日本と移民の軌跡 : 沖縄・フィリピン移民教育史 / 小林茂子.  東京 : 学文社, 2010.  
 (Kokumin kokka Nihon to imin no kiseki : Okinawa Firipin imin kyoikushi) 
 EAST  DS666.J3 K63 2010 

 京都の地名検証 : 風土・歴史・文化をよむ / 京都地名研究会編 ; 編集委員明川忠夫 ... [et al.].  東京 : 勉誠出版,  
 2005-  
 (Kyoto no chimei kensho : fudo rekishi bunka o yomu) 
 EAST  DS894.69.K952 K9556 2005 

 漫画に描かれた日本帝国 : 「韓国併合」とアジア認識 / 韓相一, 韓程善著 ; 神谷丹路訳.  東京 : 明石書店, 2010.  
 (Manga ni egakareta Nihon teikoku : Kankoku heigo to Ajia ninshiki) 
 EAST  DS881.95 .H36163 2010 

 日韓で考える歴史教育 : 教科書比較とともに / 二谷貞夫研究代表 ; 梅野正信編集責任 ; 釜田聡... [et al.].  東京 :  
 明石書店, 2010.  
 (Nikkan de kangaeru rekishi kyoiku : kyokasho hikaku to tomo ni) 
 EAST  DS834.96 .N58 2010 
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 D - History: General and Outside the Americas 

 沖縄陸軍病院南風原壕 : 戦争遺跡文化財指定全国第 1号 / 吉浜忍 ... [et al.].  東京 : 高文研, 2010.  
 (Okinawa Rikugun Byoin Haebarugo : senso iseki bunkazai shitei zenkoku dai 1-go) 
 EAST  D767.99.O45 O55 2010 

 沖縄学入門 : 空腹の作法 / 勝方=稲福恵子;前嵩西一馬編.  京都 : 昭和堂, 2010.  
 (Okinawagaku nyumon : kufuku no saho) 
 EAST  DS894.99.O37 O58 2010 

 六〇年安保 : メディアにあらわれたイメージ闘争 / 大井浩一.  東京 : 勁草書房, 2010.  
 (Rokujunen Anpo : media ni arawareta imeji toso) 
 EAST  DS889.15 .O45 2010 

 植民地主義の暴力 : 「ことばの檻」から : 徐京植評論集 / [徐京植].  東京 : 高文研, 2010.  
 (Shokuminchi shugi no boryoku : kotoba no ori kara so : Suh Kyungsik hyoronshu) 
 EAST  DS832.7.K6 S637 2010 

 G - Geography 

 千玄室が語る 茶の楽しみ = Enjoy of tea / 千玄室.  東京 : ランダムハウス講談社, 2004.  
 (Sen Genshitsu ga kataru cha no tanoshimi = Enjoy of tea) 
 EAST  GT2911.S43 A5 2004 

 野球と戦争 : 日本野球受難小史 / 山室寬之著.  東京 : 中央公論新社, 2010.  
 (Yakyu to senso : Nihon yakyu junan shoshi) 
 EAST  GV863.77.A1 Y36 2010 

 H - Social Sciences 

 大日本帝国の「少年」と「男性性」 : 少年少女雑誌に見る「ウィークネス・フォビア」 / 内田雅克著.  東京 : 明石書店,  
 2010.  
 (Dai Nihon Teikoku no shonen to danseisei : shonen shojo zasshi ni miru uikunesu fobia) 
 EAST  HQ1090.7.J3 U35 2010 

 近代日本の他者像と自画像 / 篠原徹編.  東京 : 柏書房, 2001.  
 (Kindai Nihon no tashazo to jigazo) 
 EAST  HM1027.J3 K56 2001 

 「婚活」現象の社会学 : 日本の配偶者選択のいま / 山田昌弘編著.  東京 : 東洋経済新報社, 2010.  
 (Konkatsu gensho no shakaigaku : Nihon no haigusha sentaku no ima) 
 EAST  HQ682 .Y335197 2010 

 J - Political Science 

 沖縄と日米安保 : 問題の核心点は何か / 塩川喜信編集.  東京 : 社会評論社, 2010.  
 (Okinawa to Nichi-Bei Anpo : mondai no kakushinten wa nani ka) 
 EAST  JZ5588 .O35 2010 
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 J - Political Science 

 東京裁判却下未提出辯護側資料 / 東京裁判資料刊行會編.  東京 : 国書刊行会, 平成 7 [1995]  
 (Tokyo Saiban kyakka miteishutsu bengogawa shiryo) 
 EAST  JX5438.4 .T75 1995 

 L - Education 

 泉屋利吉の教育思想 : Educational philosophy of Rikichi Izumiya / 出島二郎.  石川県石川郡野々市町 :  
 金沢工業大学園同窓会こぶし会, 2010.  
 (Izumiya Rikichi no kyoiku shiso : Educational philosophy of Rikichi Izumiya) 
 EAST  LA2383.J32 I983 2010 

 N - Fine Arts 

 日本建築史圖錄 / [著者天沼俊一].  京都市 : 星野書店, 昭和 8-14 [1933-1939]  
 (Nihon kenchikushi zuroku) 
 EAST  NA1550 .A77 

 図說浮世絵に見る日本の二十四節気 / [編者藤原千恵子].  東京 : 河出書房新社, 2010.  
 (Zusetsu ukiyoe ni miru Nihon no nijushisekki) 
 EAST  NE1326.5.S43 Z87 2010 

 P - Language and Literature 

 江戶女人の碑文 / 柴田光彦.  東京 : 勉誠出版, 2009.  
 (Edo nyonin no hibun) 
 EAST  PL750 .S45 2009 

 芭蕉と元政 / 国文学研究資料館編.  京都市 : 臨川書店, 2001.  
 (Basho to Gensei) 
 EAST  PL726.35 .B37 2001 

 復刻版キネマレコード / 牧野守監修 ; 岩本憲児, 小松弘, 牧野守解說.  東京 : 図書刊行会, 平成11-12 [1999-2000].  
 (Fukkokuban Kinema rekodo) 
 EAST  PN1993.5.J3 K57 1999 

 軍記物語とその劇化 : 「平家物語」から「太閤記」まで / 国文学研究資料館編.  京都市 : 臨川書店, 2000.  
 (Gunki monogatari to sono gekika : Heike monogatari kara Taikoki made) 
 EAST  PL747.33.W3 G846 2000 

 群像.  東京都 : 大日本雄辯会講談社, 昭和 21年 [1946]-  
 (Gunzo ) 
 EAST  PL777.8 .G87 

 伊勢と源氏 : 物語本文の受容 / 国文学研究資料館編.  京都市 : 臨川書店, 2000.  
 (Ise to Genji : monogatari honbun no juyo) 
 EAST  PL747.2 .I75 2000 
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 P - Language and Literature 

 ジェンダ－の生成 : 古今集から鏡花まで / 国文学研究資料館編．  京都市 : 臨川書店, 2002.  
 (Jenda no seisei : Kokinshu kara Kyoka made) 
 EAST  PL722.W64 J46 2002 

 歌謡 : 文学との交響 / 国文学研究資料館編.  京都市 : 臨川書店, 2000.  
 (Kayo : bungaku to no kokyo) 
 EAST  PL731.1 .K392 2000 

 古典研究のためのデ－タベ－ス / 中村康夫 ; 国文学研究資料館編.  京都市 : 臨川書店, 平成12 [2000]  
 (Koten kenkyu no tame no deta besu) 
 EAST  PL726.1 .N35 2000 

 コトバの生まれる場所 / 崎山多美.  東京： 砂子屋書房, 2004.  
 (Kotoba no umareru basho) 
 EAST  PL861.S25 K67 2004 

 蒙文総彙  : モンゴル語ロ一マ字転写配列 / 栗林均編  仙台市 : 東北大学東北アジア研究センター, 2010  
 (Mobun soi : Mongorugo romaji tensha hairetsu) 
 EAST  PL407 .K873 2010 

 村上春樹のエロス = Haruki Murakami's eros / 土居豊.  東京 : ロングセラーズ, 2010.  
 (Murakami haruki no erosu = Haruki Murakamis eros) 
 EAST  PL856.U673 Z556 2010 

 村上春樹とハルキムラカミ : 精神分析する作家 / 芳川泰久著.  京都市 : ミネルヴァ書房, 2010.  
 (Murakami Haruki to Haruki Murakami : seishin bunsekisuru sakka) 
 EAST  PL856.U673 Z987 2010 

 日本語は美しいか : 若者の母語意識と言語観が語るもの / 遠藤織枝, 桜井隆編著.  東京 : 三元社, 2010.  
 (Nihongo wa utsukushii ka : wakamono no bogo ishiki to gengokan ga kataru mono) 
 EAST  PL523 .E53 2010 

 戦時日中映画交涉史 / 晏妮.  東京 : 岩波書店, 2010.  
 (Senji Nitchu eiga koshoshi) 
 EAST  PN1993.5.J3 A64 2010 

 清初刊教派系宝卷二種の原典と解題 : 普覆週流五十三参宝卷と姚秦三蔵西天取清解論 / 磯部彰編.  仙台市 :  
 東北大学東北アジア研究センター, 2010.  
 (Shin shokan kyohakei hokan nishu no genten to kaidai : Fufukushuryu gojusan sanhokan to Yoshin sanzo seitenshusei kairon) 
 EAST  PL2368.B34 S44 2010 

 鈴木三重吉全集.  東京 : 岩波書店, 1982.  
 (Suzuki Miekichi zenshu ) 
 EAST  PL816 .U84 1982 

 梅若能面百姿 / 著梅若紀彰 ; 写真増田正造.  東京 : 平凡社, 1985.  
 (Umewaka nomen hyakushi) 
 EAST f  PN2924.5.N6 U45 1985 
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 P - Language and Literature 

 海を越えた文学 : 日韓を軸として / 日本近代文学会関西支部編.  大阪市 : 和泉書院, 2010.  
 (Umi o koeta bungaku : Nikkan o jiku to shite) 
 EAST  PL726.55 .U45 2010 

 ゆらてぃく ゆりてぃく / 崎山多美.  東京 : 講談社, 2003.  
 (Yuratiku yuritiku) 
 EAST  PL861.S25 Y8 2003 

 S - Agriculture 

 稲作の起源・伝来と“海上の道” / 来間泰男.  東京 : 日本経済評論社, 2010.  
 (Inasaku no kigen denrai to kaijo no michi) 
 EAST  SB191.R5 K863 2010 

 T - Technology 

 琉球料理 : その作り方と効用を徹底的に研究, ベスト二〇〇種 / [発行者渡口初美].  那覇市 : 国際料理学院, 昭和 53  
 [1978]  
 (Ryukyu ryori : sono tsukurikata to koyo o tetteiteki ni kenkyu besuto 200 shu) 
 EAST  TX724.5.J3 H35 1978 

 U - Military Science 

 武芸流派大事典 / 綿谷雪, 山田忠史編.  東京 : 人物往來社, 昭和44 [1969]  
 (Bugei ryuha daijiten) 
 EAST  U24.W38 

 Z - Library Science 

 アーカイブズの科学 / 国文学研究資料館史料館編.  東京 : 柏書房, 2003.  
 (Akaibuzu no kagaku) 
 EAST  Z699.5.A7 A75 2003 
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