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壱岐・対馬と松浦半島 / 佐伯弘次編. 東京 : 吉川弘文館, 2006.
(Iki Tsushima to Matsuura Hanto)
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(Ishin no tabi : shishi no furusato)
EAST DS805.2 .I76 1973

伊予松山と宇和島道 / 川岡勉, 内田九州男編. 東京 : 吉川弘文館, 2005.
(Iyo Matsuyama to Uwajimado)
EAST DS894.89.E355 I96 2005

伊豆と黒潮の道 / 仲田正之編. 東京 : 吉川弘文館, 2001.
(Izu to kuroshio no michi)
EAST DS894.59.S4595 I9445 2001

十五年戦争末期国内憲兵分遣隊報告 / 北博昭編・解說。 東京 : 不二出版, 2002.
(Jugonen Senso makki kokunai Kenpei Bunkentai hokoku)
EAST D777 .J842 v.18

加賀越前と美濃街道 / 隼田嘉彦, 松浦義則編. 東京 : 吉川弘文館, 2004.
(Kaga Echizen to Mino kaido)
EAST DS894.55 .K35 2004

かごめ歌の暗号 : わらべ遊びに隠された古代史の闇 / 関裕二. 東京 : 東京書籍, 2007.
(Kagomeuta no ango : warabeasobi ni kakusareta kodaishi no yami)
EAST DS855 .S44563 2007

鹿児島の湊と薩南諸島 / 松下志朗, 下野敏見編. 東京 : 吉川弘文館, 2002.
(Kagoshima no minato to Satsunan shoto)
EAST DS894.99.K339 S328 2002

甲斐と甲州道中 / 飯田文弥編. 東京 : 吉川弘文館, 2000.
(Kai to Koshu dochu)
EAST DS894.59.Y342 K358 2000

鎌倉・橫浜と東海道 / 神崎彰利, 福島金治編. 東京 : 吉川弘文館, 2002.
(Kamakura Yokohama to Tokaido)
EAST DS894.49.K345 K343 2002
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関東軍化学部毒ガス戦教育演習関係資料 / 松村高夫, 松野誠也編・解說. 東京 : 不二出版, 2006.
(Kantogun Kagakubu dokugasusen kyoiku enshu kankei shiryo)
EAST D777 .J842 v.27

吉備と山陽道 / 土井作治, 定兼学編. 東京 : 吉川弘文館, 2004.
(Kibi to Sanyodo)
EAST DS894.79.O3765 K53 2004

近世八重山の民衆生活史 : 石西礁湖をめぐる海と島々のネットワーク / 得能壽美著. 宜野湾市 : 榕樹書林 ; 2007.
(Kinsei Yaeyama no minshu seikatsushi : Sekisei shoko o meguru umi to shimajima no nettowaku)
EAST DS894.99.O379 Y3648 2007

北茨城・磐城と相馬街道 / 誉田宏, 吉村仁作編. 東京 : 吉川弘文館, 2003.
(Kita Ibaraki Iwaki to Soma Kaido)
EAST DS894.49.I225 K58 2003

皇族に生まれて : 秩父宮随筆集 / [著者秩父宮雍仁親王]. 東京 : 渡辺出版, 平成 17 [2005]
(Kozoku ni umarete : Chichibu no Miya zuihitsushu)
EAST DS889.9.C5 A3 2005

国東・日田と豊前道 / 外園豊基編. 東京 : 吉川弘文館, 2001.
(Kunisaki Hita to Buzendo)
EAST DS894.99.O365 K86 2001

京都と京街道 : 京都・丹波・丹後 / 水本邦彦編. 東京 : 吉川弘文館, 2002.
(Kyoto to Kyokaido : Kyoto Tanba Tango)
EAST DS894.69.K952 K956 2002

マレー進攻作戦 : 付図付表. 東京 : 朝雲新聞社, 1966.
(Mare shinko sakusen : fuzu fuhyo )
EAST D767.5 .B63 1966

民族と歴史 / 奈良県部落解放研究所編集. 東京 : 不二出版, 1997.
(Minzoku to rekishi)
EAST DS801 .M55 1919a

ミレニアムからの警告: 千年期の発想 ; 愛国心が日本を亡ぼす/ B・A・シロニー著 ; 山本七平監訳. 東京 : 光文社, 1989.
(Mireniamu kara no keikoku : sennenki no hasso aikokushin ga Nihon o horobosu)
EAST DS821 .S544 1989

最上川と羽州浜街道 / 橫山昭男編. 東京 : 吉川弘文館, 2001.
(Mogamigawa to Ushu hamakaido)
EAST DS894.39.Y345 M65 2001

無能だってそれがどうした？： 能力の名による差别の社会を生きるあなたに／ 彦坂諦著。 東京： 梨の木舎， 2002。
(Muno datte sore ga doshita : noryoku no na ni yoru sabetsu no shakai o ikiru anata ni)
EAST D767 .K96 v.41
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名古屋岐阜と中山道 / 松田之利編. 東京 : 吉川弘文館, 2004.
(Nagoya Gifu to Nakasendo)
EAST DS897.N314 N315 2004

中山道 : 武州・西上州・東信州 / 山田忠雄編. 東京 : 吉川弘文館, 2001.
(Nakasendo : Bushu Nishi Joshu Higashi Shinshu)
EAST DS894.59.N362 N365 2001

南部と奥州道中 / 細井計編. 東京 : 吉川弘文館, 2002.
(Nanbu to Oshu dochu)
EAST DS894.39.I925 N36 2002

南紀と熊野古道 / 小山靖憲, 笠原正夫編. 東京 : 吉川弘文館, 2003.
(Nanki to Kumano kodo)
EAST DS894.69.K855 N36 2003

奈良と伊勢街道 / 木村茂光, 吉井敏幸編. 東京 : 吉川弘文館, 2005.
(Nara to Ise kaido)
EAST DS894.69.N365 N37 2005

日露戦争勝利の後の誤算 / 黒岩比佐子. 東京 : 文藝春秋, 2005.
(Nichi-Ro Senso shori no ato no gosan)
EAST DS885.2 K87 2005

日本情報の国際的流通 : 日本研究の基盤を考える : 日本研究司書研修シンポジウム記錄 / 国際文化会館図書室編集 = The international flow of
Japanese Information : considering the infrastructure of Japanese Studies : proceedings of a Symposium of the Training Program for
Japanese Studies Librarians / editor,
(Nihon joho no kokusaiteki ryutsu : Nihon kenkyu no kiban o kangaeru : Nihon Kenkyu Shisho Kenshu Shinpojiumu kiroku)
EAST DS802 .N555 1999

日本の国家戦略 : 90年代のシナリオと選択 / 岡崎久彦 ... [et al.] ; 稲垣武「取材構成」. 京都市 : PHP 研究所, 1984.
(Nihon no kokka senryaku : 90-nendai no shinario to sentaku)
EAST DS890.3 .N54 1984

日本の政治と外交 : 日ソ平和交涉の分析 / D.C. ヘルマン著;渡辺昭夫訳. 東京 : 中央公論社, 昭和45[1970]
(Nihon no seiji to gaiko : Nisso heiwa kosho no bunseki)
EAST DS849 .R7 H416 1970

日本陸軍とアジア政策 : 陸軍大将宇都宮太郎日記 / 宇都宮太郎関係資料研究会編. 東京 : 岩波書店, 2007.
(Nihon Rikugun to Ajia seisaku : Rikugun Taisho Utsunomiya Taro nikki)
EAST DS885.5.U87 A3 2007

日本占領下上海における日中要人インタビューの記錄 : 木村英夫著「亜細亜再建秘錄－敗戦前夜」 / 高綱博文編・解說. 東京 : 不二出版, 2002.
senryoka Shanhai ni okeru Nitchu yojin intabyu no kiroku : Kimura Hideo cho Ajia saiken hiroku haisen zenya)
EAST D777 .J842 v.19
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日本主義的学生思想運動資料集成. I, 雑誌篇. 東京 : 柏書房, 2007.
(Nihon shugiteki gakusei shiso undo shiryo shusei )
EAST DS822.4 .N55 2007

日光道中と那須野ケ原 / 阿部昭編. 東京 : 吉川弘文館, 2002.
(Nikko dochu to Nasunogahara)
EAST DS894.49.T625 N55 2002

沖縄戦後 50年の步み : 激動の写真記錄 : 太平洋戦争・冲縄戦終結 50周年 = Okinawa, the 50 years of the postwar era / [編集「沖縄戦後
50年の步み」編集委員会]. 那覇市 : 沖縄県, 平成 7 [1995]

(Okinawa sengo 50-nen no ayumi : gekido no shashin kiroku : Taiheiyo Senso Okinawa-sen shuketsu 50-shunen = Okinawa the 50 years of
the po)
EAST f DS894.99.O3785 O374 1995

近江・若狭と湖の道 / 藤井讓治編. 東京 : 吉川弘文館, 2003.
(Omi Wakasa to mizuumi no michi)
EAST DS894.69.S455 O457 2003

雄物川と羽州街道 / 國安寬編. 東京 : 吉川弘文館, 2001.
(Omonogawa to Ushu kaido)
EAST DS894.39.A395 O66 2001

大坂 : 摂津・河内・和泉 / 今井修平, 村田路人編. 東京 : 吉川弘文館, 2006.
(Osaka : Settsu Kawachi Izumi)
EAST DS894.69.O825 O78 2006

蘭印攻略作戦 / 防衛庁防衛硏修所戦史室著. 東京 : 朝雲新聞社, 昭和42 [1967]
(Ranin koryaku sakusen)
EAST D767.7 .B63 1967

歴代の駐日英国大使 : 1859-1972 / サー・ヒュー・コータッツィ編著 ; 日英文化交流研究会訳. 東京 : 文眞堂, 2007.
(Rekidai no chunichi Eikoku taishi : 1859-1972)
EAST DA47.9.J3 B75163 2007

歴史物語朝鮮半島 / 姜在彦. 東京 : 朝日新聞社, 2006.
(Rekishi monogatari Chosen Hanto)
EAST DS907.18 .K36 2006

歴史の偽造をただす : 戦史から消された日本軍の「朝鮮王宮占領」 / 中塚明著. 東京 : 高文研, 1997 (1998 printing)
(Rekishi no gizo o tadasu : senshi kara kesareta Nihongun no Chosen okyu senryo)
EAST DS765 .N574 1997

歴史的世界 / 高坂正顕 ; [編者長谷正當]. 京都市 : 灯影舎, 2002.
(Rekishiteki sekai)
EAST D16.8 .K67 2002
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李登輝から陳水扁 : 台湾の動向 1995-2002 / 中川昌郎著. 東京 : 交流協会, 2003.
(Ri Toki kara Chin Suihen : Taiwan no doko 1995-2002)
EAST DS799.847 .N35 2003

陸軍に於ける花柳病 / 早川紀代編・解說. 東京 : 不二出版, 2002.
(Rikugun ni okeru karyubyo)
EAST D777 .J842 v.16

リクウ : 「和と自然の叡智に学ぶ」 = Ri-ku-u. 東京 : 中央公論新社, 2006(Rikuu : wa to shizen no eichi ni manabu = Ri-ku-u )
EAST DS820.8 .R55

ロシア史料にみる 18-19世紀の日露関係 / 平川新監修 ; 寺山恭輔 ... [et al.] 編. 仙台市 : 東北大学東北アジア研究センター, 2004(Roshia shiryo ni miru 18-19-seiki no Nichi-Ro kankei)
EAST DS849.R7 R67 2004

両毛と上州諸街道 / 峰岸純夫, 田中康雄, 能登健編. 東京 : 吉川弘文館, 2002.
(Ryomo to Joshu shokaido)
EAST DS894.49.G845 R96 2002

佐賀島原と長崎街道 / 長野暹編. 東京 : 吉川弘文館, 2003.
(Saga Shimabara to Nagasaki Kaido)
EAST DS894.99.S36 S26 2000

再審「南京大虐殺」 : 世界に訴える日本の冤罪 : 日英バイリンガル / [編集日本会議国際広報委員会, 代表竹本忠雄]. 東京 : 明成社, 2000.
(Saishin Nankin daigyakusatsu : sekai ni uttaeru Nihon no enzai : Nichi-Ei bairingaru)
ASIA DS796.N2 S24 2000

三陸海岸と浜街道 / 瀧本壽史, 名須川溢男編. 東京 : 吉川弘文館, 2004.
(Sanriku kaigan to hama kaido)
EAST DS894.39.S265 S26 2004

讃岐と金毘羅道 / 木原溥幸, 和田仁編. 東京 : 吉川弘文館, 2001.
(Sanuki to Konpirado)
EAST DS894.89.K335 S27 2001

薩摩と出水街道 / 三木靖, 向山勝貞編. 東京 : 吉川弘文館, 2003.
(Satsuma to Izumi Kaido)
EAST DS894.99.K335 S286 2003

仙台松島と陸前諸街道 / 難波信雄, 大石直正編. 東京 : 吉川弘文館, 2004.
(Sendai Matsushima to Rikuzen shokaido)
EAST DS897.S4 S385 2004

占領から講和へ / 相良竜介編. 東京 : 平凡社, 1983.
(Senryo kara kowa e)
EAST DS889.15 .S451 1983
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占領と性 : 政策・実態・表象 / 恵泉女学園大学平和文化研究所編 ; 奥田暁子 ... [et al.]. 東京 : インパクト出版会, 2007.
(Senryo to sei : seisaku jittai hyosho)
EAST DS889.16 .S475 2007

瀬戶内諸島と海の道 / 山口徹編. 東京 : 吉川弘文館, 2001.
(Setouchi shoto to umi no michi)
EAST DS894.79.I542 S517 2001

下北・渡島と津軽海峡 / 浪川健治編. 東京 : 吉川弘文館, 2001.
(Shimokita Oshima to Tsugaru kaikyo)
EAST DS894.39.A5595 S66 2001

支那の人々 / 淸水安三著. 東京 : 鄰友社, 昭和13 [1938]
(Shina no hitobito)
EAST DS721 .S47 1938

新聞資本と経営の昭和史 : 朝日新聞筆政・緖方竹虎の苦悩 / 今西光男. 東京 : 朝日新聞社, 2007.
(Shinbun shihon to keiei no Showa shi : Asahi Shinbun hissei Ogata Taketora no kuno)
EAST DS885.5.O36 I43 2007

淸末中琉日関係史の研究 / 西里喜行著. 京都市 : 京都大学学術出版会, 2005.
(Shinmatsu Chu Ryu Nichi kankeishi no kenkyu)
EAST DS895.R97 N577 2005

シンポジウム日本と東洋文化, 上山春平, 梅原猛共編. 東京, 新潮社, 1969
(Shinpojiumu Nihon to Toyo bunka )
EAST DS821.5.C5 U49

資料集成戦争と障害者 / 清水寬編. 東京 : 不二出版, 2007-2008.
(Shiryo shusei senso to shogaisha)
EAST f D777 .J842 v.28

少数民族の文化と社会の動態 : 東アジアからの視点 / 横山廣子編. 吹田市 : 国立民族学博物館, 2004.
(Shosu minzoku no bunka to shakai no dotai : Higasi Ajia kara no shiten)
ASIA DS509.5.A1 S47 2004

スマトラ従軍記 / 大辻司郎. 東京 : ゆまに書房, 2005.
(Sumatora jugunki)
EAST D767.7 .O88 2005

大国中国への視座 / 毛里和子編. 東京 : 東京大学出版会, 2000.
(Taikoku Chugoku e no shiza)
EAST DS777.548 .G46 2000 v. 1

大正デモクラシー・天皇制・キリスト教 / 富坂キリスト教センター編. 東京 : 新教出版社, 2001.
(Taisho demokurashi tennosei Kirisutokyo)
EAST DS886 .T28 2001
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高千穂と日向街道 / 安藤保, 大賀郁夫編. 東京 吉川弘文館, 2001.
(Takachiho to Hyuga Kaido)
EAST DS894.99.M595 T35 2001

竹島=独島論争 : 歴史資料から考える / 内藤正中, 朴炳涉. 東京 : 新幹社, 2007.
(Takeshima=dokuto ronso : rekishi shiryo kara kangaeru)
EAST DS924.T655 N348 2007

多摩と甲州道中 / 新井勝紘, 松本三喜夫編. 東京 : 吉川弘文館, 2003.
(Tama to Koshu dochu)
EAST DS896.7.T34 T324 2003

天皇陛下の経済学 : 日本の繁栄を支える "神聖装置" / B.A. シロニ一 ; 山本七平監訳. 東京 : 光文社, 昭和 57 [1982]
(Tenno Heika no keizaigaku : Nihon no hanei o sasaeru shinsei sochi)
EAST DS822.25 .S47 1982

天皇の軍隊と朝鮮人慰安婦 / 金一勉. 東京 : 三一書房, 1976.
(Tenno no guntai to Chosenjin ianfu)
EAST D810.C698 K56 1976

東海道と伊勢湾 / 本多隆成, 酒井一編. 東京 : 吉川弘文館, 2004.
(Tokaido to Isewan)
EAST DS894.59.T635 T66 2004

徳島・淡路と鳴門海峡 / 石躍胤央編. 東京 : 吉川弘文館, 2006.
(Tokushima Awaji to Naruto Kaikyo)
EAST DS894.89.T638 T65 2006

土佐と南海道 / 秋沢繁, 荻慎一郎編. 東京 : 吉川弘文館, 2006.
(Tosa to Nankaido)
EAST DS894.89.K625 T676 2006

鳥取・米子と隠岐 : 但馬・因幡・伯耆 / 錦織勤, 池内敏編. 東京 : 吉川弘文館, 2005.
(Tottori Yonago to Oki : Tajima Inaba Hoki)
EAST DS894.79.T675 T685 2005

津軽·松前と海の道 / 長谷川成一編. 東京 : 吉川弘文館, 2001.
(Tsugaru Matsumae to umi no michi)
EAST DS897.39.A555 T78 2001

和歌山・高野山と紀ノ川 / 藤本清二郎, 山陰加春夫編. 東京 : 吉川弘文館, 2003.
(Wakayama Koyasan to Kinokawa)
EAST DS894.69.W335 W335 2003
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南北アメリカの日系文化 / 山本岩夫, ウェルズ恵子, 赤木妙子編. 京都市 : 人文書院, 2007.
(Nanboku Amerika no Nikkei bunka)
ASIA F1035.J3 N36 2007

G - Geography

アイヌ伝承ばなし集成 : 日本海・オホーツク海沿岸 / 因幡勝雄編著. 札幌市 : 北海道出版企画センター, 2007.
(Ainu densho-banashi shusei : Nihonkai Ohotsukukai engan)
EAST GR341.H6 I63 2007

「地圖」が語る日本の歴史 : 大東亜戦争終結前後の測量・地図史秘話 / 菊地正浩著. 東京 : 暁印書館, 2007.
(Chizu ga kataru Nihon no rekishi : Dai Toa Senso shuketsu zengo no sokuryo chizushi hiwa)
EAST GA1243.7 .K55 2007

遊び / [編者国際日本文化研究センター創立20周年記念事業実行委員会]. 京都市 : 国際日本文化研究センター, 2007.
(Asobi)
EAST GV1204.77 A78 2007

言述論, for 說話集論 / 竹村信治 = Discours / Takemura Shinji. 東京 : 笠間書院, 2003.
(Genjutsuron for setsuwa shuron)
EAST GR340 .T354 2003

異人論 : [民俗社会の心性] / 小松和彥. 東京 : 筑摩書房, 1995.
(Ijinron : minzoku shakai no shinsei)
EAST GR340 .K66 1995

極東ロシアの先史文化と北海道 : 紀元前1千年紀の考古学 / 福田正宏 = Hokkaido and the prehistoric cultures of Russian Far East : archaeology
of the 1st millennium BC = Khokkaĭdo i protoistoricheskie kul tury Dal nego Vostoka v 1 tysi a cheletii do nasheĭ ėryi u
(Kyokuto Roshia no senshi bunka to Hokkaido : kigenzen issennenki no kokogaku)
EAST GN776.3.J6 F84653 2007

精霊と土と炎 : 南太平洋の土器 / 福本繁樹. 東京 : 東京美術, 1994.
(Seirei to tsuchi to honoo : Minami Taiheiyo no doki)
EAST GN433 .F85 1994

說話の声 : 中世世界の語り・うた・笑い / 小峯和明. 東京 : 新曜社, 2000.
(Setsuwa no koe : chusei sekai no katari uta warai)
EAST GR340 .K66 2000

H - Social Sciences

アジアはこれからどうなるか : 日本の将来を決めるアジアの衝撃 / 早房長治著. 東京 : ダイヤモンド社, 1994.
(Ajia wa kore kara do naru ka : Nihon no shorai o kimeru Ajia no shogeki)
EAST HC412 .H315 1994
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ビジネス文章論 : 続現代文の書き方 / 扇谷正造. 東京 : 講談社, 1980
(Bijinesu bunshoron : zoku gendaibun no kakikata)
EAST HF5728.J3 O34 1980

中国西南地域の開発戦略 / 岡本信広編. 千葉市 : アジア経済研究所, 2008.
(Chugoku seinan chiiki no kaihatsu senryaku)
EAST HC428.S75 C484 2008

中小企業の経営指標 / 中小企業庁編. 東京 : 中小企業診断協会, -平成16 [2004].
(Chusho kigyo no keiei shihyo)
EAST HD2346.J3 J36

中小企業の財務指標. [Tokyo] : 中小企業庁, [平成17 i.e. 2005](Chusho kigyo no zaimu shihyo )
EAST HG4245 .A275

知識社会の構想 / 田中靖政著. 東京 : 中央公論社, 昭和50 [1975]
(Chishiki shakai no koso)
EAST HM258 .T36 1975

ドキュメント三菱商事燃料本部 : オイル·ビジネスに賭けた男たち / 美里泰伸著. 東京 : 日本経済新聞社, 1981.
(Dokyumento Mitsubishi Shoji nenryo honbu : oiru bijinesu ni kaketa otokotachi)
EAST HD9576.J34 M586 1981

靑い海 = the aoi -umi. 大阪市 : 沖縄出版株式会社,
(Aoi umi = The aoi-umi )
EAST HQ799.O5 A5

雨宮処凛の「オールニートニッポン」 / [雨宮処凛編著]. 東京 : 祥伝社, 2007.
(Amamiya Karin no Oru nito Nippon)
EAST HQ799.J3 A43 2007

江戶のかげま茶屋 / [著者花咲一男]. 東京 : 三樹書房, 平成 4 [1992]
(Edo no kagemajaya)
EAST HQ76.2.J3 H36 1992

エンパワ－メントの女性学 / 村松安子, 村松泰子編. 東京 : 有斐閣, 1995.
(Enpawamento no joseigaku)
EAST HQ1762 .E56 1995

の政治経済学 アジア・ラテンアメリカ カ国の 交涉 東茂樹編. 千葉市 : アジア経済研究所, 2007.

FTA
:
7
FTA
/
(FTA no seiji keizaigaku : Ajia Raten Amerika 7kakoku no FTA kosho)
EAST HF1583 .F78 2007

現代経済学の潮流. 東京： 東洋経済新報社
(Gendai keizaigaku no choryu )
EAST HB9 .G46
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元祿及び享保時代における經濟思想の硏究 / [著者中村孝也]. 東京 : 國民文化硏究會, 昭和 2 [1927]
(Genroku oyobi Kyoho jidai ni okeru keizai shiso no kenkyu)
EAST HB126.J3 N35 1927

御一新とジェンダー : 荻生徂徠から教育勅語まで / 関口すみ子. 東京 : 東京大学出版会, 2005.
(Goisshin to jenda : Ogyu Sorai kara Kyoiku chokugo made)
EAST HQ1762 .S4255 2005

グローバリズムと日本企業 : 組織としての多国籍企業 / 洞口治夫著. 東京 : 東京大学出版会, 2002.
(Gurobarizumu to Nihon kigyo : soshiki to shite no takokuseki kigyo)
EAST HD2907 .H636 2002

繁華街の近代 : 都市・東京の消費空間 / 初田亨. 東京 : 東京大学出版会, 2004.
(Hankagai no kindai : toshi Tokyo no shohi kukan)
EAST HT147.J3 H35 2004

東アジア物流新時代 : グローバル化への対応と課題 / 池上寬, 大西康雄編. 千葉市 : アジア経済研究所, 2007.
(Higashi Ajia butsuryu shinjidai : gurobaru-ka e no taio to kadai)
EAST HF5415.6 .H53 2007

東アジア FTA と日中貿易 / 玉村千治編. 千葉市 : アジア経済研究所, 2007.
(Higashi Ajia FTA to Nitchu boeki)
EAST HF1600.5 .H543 2007

ひげ / 北村兼子 ;監修原ひろこ ; 編集高良留美子,岩見照代. 東京 : ゆまに書房, 2000.
(Hige)
EAST HQ1762 .J66 2000 v.3

一村一品運動と開発途上国 : 日本の地域振興はどう伝えられたか / 松井和久, 山神進編. 千葉市 : アジア経済研究所, 2006.
(Isson ippin undo to kaihatsu tojokoku : Nihon no chiiki shinko wa do tsutaerareta ka)
EAST HC465.E44 I87 2006

出雲と石見銀山街道 / 道重哲男, 相良英輔編. 東京 : 吉川弘文館, 2005.
(Izumo to Iwami Ginzan kaido)
EAST HE365.J34 S555 2005

海外経済協力基金史 / 編纂国際協力銀行. 東京 : 国際協力銀行, 2003.
(Kaigai Keizai Kyoryoku Kikin shi)
EAST HG5993 .K343 2003

開発と石油の政治経済学 : サウジアラビアと国際石油市場 / 岩崎徹也著. 東京 : 学文社, 1989.
(Kaihatsu to sekiyu no seiji keizaigaku : saujiarabia to kokusai sekiyu shijo)
EAST HD9576.S32 I93 1989

解說女子労働判例 / 赤松良子編. 東京 : 学陽書房, 昭和51 [1976]
(Kaisetsu joshi rodo hanrei)
EAST HD6197 .K13 1976
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経営と文化 / 林周二著. 東京 : 中央公論社, 昭和 59 [1984]
(Keiei to bunka)
EAST HD60.5.J3 H39 1984

経済発展と技術軌道 : 台湾経済の進化過程とイノベーション = economic development and technological trajectory in Taiwan / 宮城和宏著. 東京 :
創成社, 2003.
(Keizai hatten to gijutsu kido : Taiwan keizai no shinka katei to inobeshon = economic development and technological trajectory in Taiwan)
EAST HC430.5 .M55 2003

経済開発と途上国債務 / 寺西重郎著. 東京 : 東京大学出版会, 1995.
(Keizai kaihatsu to tojokoku saimu)
EAST HJ8899 .T435 1995

北秋田と羽州街道 / 佐々木潤之介 ... [et al.] 編. 東京 吉川弘文館, 2000.
(Kita Akita to Ushu Kaido)
EAST HE365.J32 K34 2000

広告図像の伝說 / [著者荒俣宏]. 東京 : 平凡社, 1989.
(Kokoku zuzo no densetsu)
EAST HF5811 .A72 1989

国際援助行政 / 城山英明著. 東京 : 東京大学出版会, 2007.
(Kokusai enjo gyosei)
EAST HC60 .S476 2007

国際比較日本の子供と母親 : 国際児童年記念調查中間報告書 / 総理府青少年対策本部. 東京 : 大藏省印刷局, 昭和55年 [1980]
(Kokusai hikaku Nihon no kodomo to hahaoya : kokusai jidonen kinen chosa chukan hokokusho)
EAST HQ792.J3 .J38 1980

国体論及び純正社会主義 / 北一輝 ; 長谷川雄一, C・W・A・スピルマン, 萩原稔編集. 京都市 : ミネルヴァ書房, 2007.
(Kokutairon oyobi junsei shakai shugi)
EAST HX72 .K567 2007

子育てをめぐる社会政策 : その機能と逆機能 / [編集社会政策学会]. 東京 : 社会政策学会本部事務局 ; 京都市 : 発売元法律文化社, 2008.
(Kosodate o meguru shakai seisaku : sono kino to gyakukino)
EAST HN722 .S332 no. 19

京都教育大学紀要. 京都市 : 京都教育大学, 2002(Kyoto Kyoiku Daigaku kiyo )
EAST H8.J3 .K96

マンガ・男社会の常識・非常識 / 岩男 寿美子監修；曽川 大作画；財務省印刷局編。 東京 : 財務省印刷局, 平成14 [2002]
(Manga otokoshakai no joshiki hijoshiki)
EAST HQ1762 .M36 2002
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ミャンマー経済の実像 : なぜ軍政は生き残れたのか / 工藤年博編. 千葉市 : アジア経済研究所, 2008.
(Myanma keizai no jitsuzo : naze gunsei wa ikinokoreta no ka)
EAST HC422 .M934 2008

長い坂 : 現代女人列伝 / 関千枝子. 東京 : 影書房, 1989.
(Nagai saka : gendai nyonin retsuden)
EAST HQ1762.A3 S44 1989

日本経済の生産性分析 : データによる実証的接近 / 中島隆信. 東京 : 日本経済新聞社, 2001.
(Nihon keizai no seisansei bunseki : deta ni yoru jisshoteki sekkin)
EAST HC465.I52 N35 2001

日本企業の技術移転 : アジア諸国への定着 / 岡本義行編. 東京 : 日本経済評論社, 1998.
(Nihon kigyo no gijutsu iten : Ajia shokoku e no teichaku)
EAST HD2907.Z8 A78567 1998

日本の童貞 / 渋谷知美. 東京 : 文藝春秋, 平成15 [2003]
(Nihon no dotei)
EAST HQ28 .S55 2003

日本の自殺を考える / 編集田多井吉之介, 加藤正明. 東京 : 医学書院, 1974.
(Nihon no jisatsu o kangaeru)
EAST HV6548.J3 N53 1974

日本の子ども60年 / 日本写真家協会編 ; 重松清解說. 東京 : 新潮社, 2005.
(Nihon no kodomo 60-nen)
EAST HQ792.J3 N43 2005

日本の土利用 : 地方編 (1) / 渡辺光監修 ; 山口恵一郎編著. 東京 : 古今書院, 昭和33 [1958]
(Nihon no tochi riyo : )
EAST HD916 .N553 1958

日本式経営の現場 / 靑木慧. 東京: 講談社, 昭和 62 [1987]
(Nihonshiki keiei no genba)
EAST HD70.J3 A594 1987

人間開発の政治経済学 / 野上裕生著. 千葉県千葉市 : アジア経済研究所, 2007.
(Ningen kaihatsu no seiji keizaigaku)
EAST HD85.J3 N633 2007

にっぽん企業家烈伝 / 村橋勝子. 東京 : 日本経済新聞出版社, 2007.
(Nippon kigyoka retsuden)
EAST HC461.5.A2 M87 2007

日中関係の転機 : 東アジア経済統合への挑戦 = Turning point of Japan-China relations / 宗像直子編著. 東京 : 東洋経済新報社, 2001.
(Nitchu kankei no tenki : Higashi Ajia keizai togo e no chosen = Turning point of Japan-China relations)
EAST HF3838.J3 N565 2001
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オタク論! / 唐沢俊一, 岡田斗司夫 = Otaku ron! / Shun-ichi Karasawa, Toshio Okada. 東京 : 創出版, 2007.
(Otakuron)
EAST HM646 .K373 2007

戀愛の社会的意義 / 山田わか ; 監修原ひろ子 ; 編集高良留美子, 岩見照代. 東京 : ゆまに書房, 2000.
(Renai no shakaiteki igi)
EAST HQ1762 .J66 2000 v.1

稟議と根回し / 山田雄一. 東京 : 講談社, 昭和 60 [1985]
(Ringi to nemawashi)
EAST HD30.23 .Y355 1985

政策不況 : 脫出の道筋 / 野田毅, 鈴木淑夫編著. 東京 : 東洋経済新報社, 1998.
(Seisaku fukyo : dasshutsu no michisuji)
EAST HC462.95 .S3847 1998

世界経済をどう見るか / 宮崎義一著. 東京 : 岩波書店, 1986.
(Sekai keizai o do miru ka)
EAST HC59 .M5748 1986

社会科学入門 : 知的武装のすすめ / 猪口孝著. 東京 : 中央公論社, 昭和 60 [1985]
(Shakai kagaku nyumon : chiteki buso no susume)
EAST H62 .I645 1985

写真でみる貨物鉄道百三十年 / [編集日本貨物鉄道株式会社写真でみる貨物鉄道百三十年編集委員会]. 東京 : 日本貨物鉄道株式会社 :
発売交通新聞サービス株式会社, 2007.
(Shashin de miru kamotsu tetsudo hyaku-sanjunen)
EAST HE3358 .S32 2007

塩および魚の移入路 : 鉄道開通前の內陸交通 / 田中啓爾著. 東京 : 古今書院, 1957.
(Shio oyobi sakana no inyuro : tetsudo kaitsuzen no nairiku kotsu)
EAST HE277 .T2 1957

砂あらしの中で / 朝日新聞社編. 東京 : 朝日新聞社, 1982.
(Sunaarashi no naka de)
EAST HG5720.2 .A3S96 1982

ただ乗りと一国繁栄主義をこえて : 転換期の世界と日本 / 猪口孝著. 東京 : 東洋経済新報社, 昭和 62 [1987]
(Tadanori to ikkoku hanei shugi o koete : tenkanki no sekai to Nihon)
EAST HF1359 .I56 1987

転換期の東アジアと日本企業 = The East Asian economies and the Japanese company at a turning point / 青木昌彦, 寺西重郎編著. 東京 :
東洋経済新報社, 2000.
(Tenkanki no Higashi Ajia to Nihon kigyo = The East Asian economies and the Japanese company at a turning point)
EAST HC460.5 .T45 2000
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東京駅はこうして誕生した / 林章著. 東京 : ウェッジ, 2007.
(Tokyo-eki wa ko shite tanjoshita)
EAST HE1614.J3 H39 2007

通貨烈烈 / [著訳者] 船橋洋一. 東京 : 朝日新聞社, 1988.
(Tsuka retsuretsu)
EAST HG3881 .F84717 1988

私の仕事 : 国連難民高等弁務官の十年と平和の構築 / 緖方貞子. 東京 : 草思社, 2002.

(Watakushi no shigoto : Kokuren Nanmin Koto Benmukan no junen to heiwa no kochiku)
EAST HV640 .O339 2002

財政投融資 / 新藤宗幸著 東京 : 東京大学出版会, 2006.
(Zaisei toyushi)
EAST HJ1394 .S4897 2006

J - Political Science

地方分権改革 / 西尾勝著. 東京 : 東京大学出版会, 2007.
(Chiho bunken kaikaku)
EAST JS7373.A3 N57 2007

現代政治学の名著 / 佐々木毅編. 東京 : 中央公論社, 1989.
(Gendai seijigaku no meicho)
EAST JA69.J3 G452 1989

市川房枝理想選挙の記錄 / [編集市川房枝記念会出版部]. 東京 : 市川房枝記念会出版部, 2003.
(Ichikawa Fusae riso senkyo no kiroku)
EAST JQ1692 .I257 2003

自治制度 / 金井利之著. 東京 : 東京大学出版会, 2007.
(Jichi seido)
EAST JS7373.A3 K36 2007

自民党総裁選 / 小堺昭三. 東京 : 角川書店, 昭和61 [1986]
(Jiminto sosaisen)
EAST JQ1698.J5 K67 1986

核とアジア・太平洋 : 国際会議ヨコスカ / 伊藤成彦編. 横浜市 : 有隣堂, 昭和 59 [1984]
(Kaku to Ajia Taiheiyo : Kokusai Kaigi Yokosuka)
EAST JX1952 .K19 1984

官のシステム / 大森彌著. 東京 : 東京大学出版会, 2006.
(Kan no shisutemu)
EAST JQ1631 .O46 2006
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官庁セクショナリズム / 今村都南雄著. 東京 : 東京大学出版会, 2006.
(Kancho sekushonarizumu)
EAST JQ1631 .I476 2006

国民代表の政治責任 / 杉原泰雄著. 東京 : 岩波書店, 1977.
(Kokumin daihyo no seiji sekinin)
EAST JF491.J34 S8 1977

国際的自衛隊論 : new thinking : PKO 集団安保をニラみ自衛隊改造の方向を示唆する / 源川幸夫. 東京 : 双葉社, [1991]
(Kokusaiteki Jieitai ron : new thinking : PKO to shudan Anpo o nirami Jieitai kaizo no hoko o shisasuru)
EAST JX1981.P7 G38 1991

內閣更迭五十年史, 弘田直衛著. 東京, 春陽堂, 昭和5 [1930]
(Naikaku kotetsu gojunenshi )
EAST JQ1642 .H57

内閣制度 / 山口二郎著. 東京 : 東京大学出版会, 2007.
(Naikaku seido)
EAST JQ1642 Y335 2007

K - Law

知的財産権としてのブランドとデザイン / [著者] 青木博通. 東京 : 有斐閣, 2007.
(Chiteki zaisanken toshite no burando to dezain)
EAST KNX1220 .A95 2007

独占禁止法 / 実方謙二著. 東京 : 有斐閣, 1992.
(Dokusen kinshiho)
EAST KNX3242 .S26 1992

映画・ゲームビジネスの著作権 / 內藤篤, 升本喜郎著 ; 福井健策編. 東京 : 著作権情報センター, 2007.
(Eiga gemu bijinesu no chosakuken)
EAST KNX1187 .N33 2007

行政法総論 / 小高剛著. 東京 : ぎょうせい, 1994.
(Gyoseiho soron)
EAST KNX2720 .K68 1994

法学入門 / 田中成明. 東京 : 有斐閣, 2005.
(Hogaku nyumon)
EAST KNX50 .T36 2005

貸金訴訟の実務 / 小川英明編. 東京 : 新日本法規出版, 昭和50 [1998]
(Kashikin sosho no jitsumu)
EAST KNX891 .K375 1998
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刑事訴訟法 / 長沼範良,田中開,寺崎嘉博著. 東京 : 有斐閣, 2005.
(Keiji soshoho)
EAST KNX4610 .N34 2005

L - Education

天野貞祐 : わたしの生涯から / [著者 天野貞祐]. 東京 : 日本図書センタ－, 2004.
(Amano Teiyu : Watashi no shogai kara)
EAST LB775.A445 A43 2004

中央大学百年史編集ニュ－ス. 37 / [編集中央大学百年史編集委員会専門委員会]. 八王子市 : 中央大学百年史編集委員会, 2007.
(Chuo Daigaku hyakunenshi henshu nyusu )
EAST LG271.C5 C4526 2007

大学を問う : 荒廃する現埸からの報告 / 産経新聞社会部編. 東京 : 新潮社, 1992.
(Daigaku o tou : kohaisuru genba kara no hokoku)
EAST LA1318 .D3184 1992

男女共生社会の大学 : 文科省セクハラ規程から大学評価へ / 秦澄美枝. 東京 : 社会評論社, 2007.
(Danjo kyosei shakai no daigaku : Monkasho sekuhara kitei kara daigaku hyoka e)
EAST LC212.863.J3 H38 2007

女学校と女学生 : 教養・たしなみ・モダン文化 / 稲垣恭子著. 東京 : 中央公論新社, 2007.
(Jogakko to jogakusei : kyoyo tashinami modan bunka)
EAST LC2367 .I53 2007

検定絶対不合格教科書 : 古文 / 田中貴子. 東京 : 朝日新聞社, 2007.
(Kentei zettai ugokaku yokasho : kobun)
EAST LB3048.J3 T36 2006

戦後教育のなかの「国民」 : 乱反射するナショナリズム / 小国喜弘. 東京 : 吉川弘文館, 2007.
(Sengo kyoiku no naka no kokumin : ranhanshasuru nashonarizumu)
EAST LA1311.82 .K6245 2007

東亜同文書院とわが生涯の100年 / 安澤隆雄 ; [編集 愛知大学東亜同文書院大学記念センター]. 名古屋市: あるむ, 2006.
(Toa Dobun Shoin to waga shogai no hyakunen)
EAST LG51.S56 A53 2006

M - Music

ドレミを選んだ日本人 / 千葉優子. 東京 : 音楽之友社, 2007.
(Doremi o eranda Nihonjin)
EAST ML340.4 .C45 2007

南島祭祀歌謡の研究 / 波照間永吉. 東京 : 砂子屋書房, 1999.
(Nanto saishi kayo no kenkyu)
EAST M1812 .H26 1999
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日本戦後音楽史 / [編者日本戦後音楽史研究会]. 東京 : 平凡社, 2007(Nihon sengo ongaku-shi)
EAST ML340.5 .N54 2007

N - Fine Arts

絵はがき 100年 : 近代日本のビジュアル・メディア / 橋爪紳也. 東京 : 朝日新聞社, 2006.
(Ehagaki 100-nen : kindai Nihon no bijuaru media)
EAST NC1872 .H37 2006

麻生三郎全油彩 / 麻生マユ編. 東京 : 中央公論美術出版, 2007.
(Aso Saburo zen yusai)
EAST ND1059.A85 A4 2007

芸者 / [編者国際日本文化研究センター創立20周年記念事業実行委員会]. 京都市 : 国際日本文化研究センター, 2007.
(Geisha)
EAST ND1054 .G43 2007

五體字類 / 鳴鶴署 ; [高田竹山監修, 法書會編著]. 東京 : 西東書房, 昭和 50 [1975]
(Gotai jirui)
EAST NK3634.A2 K86 1975

百怪図譜 : 京極夏彥画文集 / [著者京極夏彥]. 東京 : 講談社, 2007.
(Hyakkai zufu : Kyogoku Natsuhiko gabunshu)
EAST ND1059.K896 A4 2007

近世祭礼・月次風俗絵卷 / [執筆者狩野博幸, 山路興造, 藤井健三 ; 撮影寺島郁雄, 高木宏明 ; 編集花林舎]. 大阪市 : 東方出版, 平成 17 [2005] (Kinsei sairei
getsuji fuzoku emaki)
EAST f ND1053.5 .K366 2005

子ども / [編者国際日本文化研究センター創立20周年記念事業実行委員会]. 京都市 : 国際日本文化研究センター, 2007.
(Kodomo)
EAST ND1329.3.C45 K63 2007

黒田清輝著述集 / 東京文化財研究所[企画情報部]編. 東京 : 中央公論美術出版, 平成19 [2007]
(Kuroda Seiki chojutsushu)
EAST ND1059.K82 A35 2007

日本美術年鑑. 東京 : 国書刊行会, 平成 8 [1996].
(Nihon bijutsu nenkan )
EAST N9.85 .N54a

日本美術年鑑. 東京 : 国書刊行会, 平成 8 [1996].
(Nihon bijutsu nenkan )
EAST N9.85 .N54a
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日本美術年鑑. 東京 : 国書刊行会, 平成 8 [1996]
(Nihon bijutsu nenkan )
EAST N9.85 .N54 1910a

日本美術年鑑. 東京 : 国書刊行会, 平成 8 [1996].
(Nihon bijutsu nenkan )
EAST N9.85 .N54a

日本美術年鑑. 別册 図版索引 東京： 国書刊行会, 平成 8 [1996].
(Nihon bijutsu nenkan )
EAST N9.85 .N5433 1996

日本の美術絵はがき 1900-1935 : 明治生まれのレトロモダン / 生田誠. 京都市 : 淡交社, 2006.
(Nihon no bijutsu ehagaki 1900-1935 : Meiji umare no retoro modan)
EAST NC1872 .I39 2006

大いなる遺産美の伝統展. 東京 : 東京美術俱楽部, 2006.
(Oinaru isan bi no dentoten )
EAST N7353 .O46 2006

栖鳳・松園 : 本画と下絵 : 平安建都 1200年, 京都新聞創刊 115年記念 = Takeuchi Seihō & Uemura Shōen : paintings and preparatory drawings
/ [編集京都市美術館, 京都新聞社]. [Kyoto] : 京都新聞社, c1994.
(Seiho Shoen : honga to shitae : Heian kento 1200-nen Kyoto Shinbun sokan 115-nen kinen = Takeuchi Seiho & Uemura Shoen : paintings
and p)
EAST f ND1059.T365 A4 1994

すぐわかる絵卷の見かた / 榊原悟監修. 東京 : 東京美術, 平成 16 [2004]
(Sugu wakaru emaki no mikata)
EAST ND1053 .S84 2004

大正レトロ・昭和モダン広告ポスターの世界 : 印刷技術と広告表現の精華 / 姬路市立美術館, 印刷博物館編. 東京 : 国書刊行会, 2007.
(Taisho retoro Showa modan kokoku posuta no sekai : insatsu gijutsu to kokoku hyogen no seika)
EAST NC1823.J3 T33 2007

東海道五十三次 / 広重 ; [編集兼発行者 下中邦彥]. 東京 : 平凡社, 昭和35 [1960]
(Tokaido gojusantsugi)
EAST NE1325.K3 A53 1960

妖怪 / [編者国際日本文化研究センター創立20周年記念事業実行委員会]. 京都市 : 国際日本文化研究センター, 2007.
(Yokai)
EAST ND1460.Y65 Y64 2007

P - Language and Literature

アイヌ語考 / [ゆまに書房編集部編]. 東京 : ゆまに書房, 2001.
(Ainugo ko)
EAST PL495 .A55 2001
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あいさつことばの世界 / 藤原与一. 東京 : 武蔵野書院, 平成 4 [1992]
(Aisatsu kotoba no sekai)
EAST PL688 .F756 1992

奄美のわらべ歌と遊び. 1. 与論島·沖永良部島·徳之島編 / 日高良廣·前原隆鋼. 鹿児島市 : 南方新社, 2006.
(Amami no warabeuta to asobi )
EAST PL732.C45 H53 2006

アームストロング砲 / 司馬遼太郎. 東京 : 講談社, 2004.
(Amusutorongu-ho)
EAST PL861.H48 A87 2004

新しき情熱 / 中本たか子 ; [解說岡田孝子]. 東京 : ゆまに書房, 2002.
(Atarashiki jonetsu)
EAST PL755.65 .S436 2002 v.17

日本語教師のための実践七講 著者 江副勢津子] 東京 : フリー・クリエーション : 発売 凡人社, 1991.

Auding :
/[
(Auding : Nihongo kyoshi no tame no jissen shichi ko)
EAST PL525.8 .E96 1991

坊ちゃん / 夏目漱石. 東京 : 講談社, 1990.
(Botchan)
EAST PL812.A8 B6 1985

仏教と說話 / [編者出雲路修, 田村憲治]. 大阪市 : 清文堂, 1996.
(Bukkyo to setsuwa)
EAST PL748 .S48 1991 vol. 5

中国と日本の說話 / 說話と說話文学の会編. 大阪市 : 清文堂出版, 2003-2004.
(Chugoku to Nihon no setsuwa)
EAST PL748 .S48 1991

中華理髪店 / 棟田博. 東京 : ゆまに書房, 2005.
(Chuka rihatsuten)
EAST PL833.U68 C58 2005

中世說話文学の世界 / 說話と說話文学の会編, [担当田村憲治]. 大阪市 : 清文堂出版, 1997.
(Chusei setsuwa bungaku no sekai)
EAST PL748 .S48 1991 vol. 7

大東亜戦争歌集 / 日本文学報国会編. 東京 : ゆまに書房, 2005.
(Dai Toa Senso kashu)
EAST PL758.875.W65 D35 2005

江戶の俳諧說話 / 伊藤龍平. 東京 : 翰林書房, 2007
(Edo no haikai setsuwa)
EAST PL733 .I36 2007
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永遠の義兄弟 / 山中峯太郎. 東京 : ゆまに書房, 2005.
(Eien no gikyodai)
EAST PL819.A56 E4 2005

絵卷・室町物語と說話 / [編者池田敬子・田村憲治]. 大阪市 : 清文堂出版, 1998.
(Emaki Muromachi monogatari to setsuwa)
EAST PL748 .S48 1991 vol. 8

演劇の詩学 : 劇上演の構造分析 / 毛利三彌. 東京 : 相田書房 : 発売元英潮社, 2007.
(Engeki no shigaku : geki joen no kozo bunseki)
EAST PN2924 .M64 2007

江藤文夫の仕事 / [著者江藤文夫 ; 編集「江藤文夫の仕事」編集委員会]. 東京 : 影書房, 2006(Eto Fumio no shigoto)
EAST PL849.T56 A6 2006

「婦人公論」にみる昭和文芸史 / 森まゆみ. 東京 : 中央公論新社, 2007.
(Fujin koron ni miru Showa bungeishi)
EAST PL726.65 .M5976 2007

外国資料を中心とする沖縄語の音声・音韻に関する歴史的研究 / 多和田真一郎著. 東京 : 武蔵野書院, 1997.
(Gaikoku shiryo o chushin to suru Okinawago no onsei onin ni kansuru rekishiteki kenkyu)
EAST PL693.R9 T382 1997

芸能と說話 / 說話と說話文学の会編. 大阪市 : 清文堂, 2006.
(Geino to setsuwa)
EAST PL748. S48 1991 vol. 15

元禄忠臣蔵 / 真山青果作 ; 真山美保演出 ; 織田紘二補綴演出. [Tokyo] : 国立劇場, 平成 18 [2006]
(Genroku chushingura)
EAST PL811.A9 G435 2006

母と妻 / 真杉静枝 ; [解說岩淵宏子]. 東京 : ゆまに書房, 2002.
(Haha to tsuma)
EAST PL755.65 .S436 v.12

ハイドラ = Hydra / 金原ひとみ. 東京 : 新潮社, 2007.
(Haidora = Hydra)
EAST PL872.5.A54 H35 2007

花束 / 軍人援護会東京[府]支部編. 東京 : ゆまに書房, 2005.
(Hanataba)
EAST PL755.75.W65 H36 2005

初瀬豊寿丸・蓮絲恋慕曼荼羅 : 六場 / 森山治男作 ; 石川耕士演出, 坂東玉三郎演出. [Tokyo] : 国立劇場, 平成 19 [2007]
(Hatsuse Hojumaru Hachisu no ito koi no mandara : rokuba)
EAST PL873.O78 H35 2007
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平成歌舞伎俳優論 / 水落潔. 東京 : 演劇出版社, 平成 4 [1992]
(Heisei kabuki haiyuron)
EAST PN2924.5.K3 M554 1992

編集者国木田独步の時代 / 黒岩比佐子. 東京 : 角川学芸出版 : 発売元角川グループパブリッシング, 平成 19 [2007]
(Henshusha Kunikida Doppo no jidai)
EAST PL810.U5 Z837 2007

彦山権現誓助剣 : 一幕二場 / 梅野下風, 近松保蔵作 [Tokyo] : 国立劇場, 平成 18 [2006]
(Hikosan gongen chikai no sukedachi : hitomaku futaba)
EAST PL795.U53 H5565 2006

ひとり日和 / 青山七恵. 東京 : 河出書房新社, 2007.
(Hitori-biyori)
EAST PL867.5.O93 H58 2007

本に読まれて / 須賀敦子. 東京 : 中央公論社, 1998.
(Hon ni yomarete)
EAST PL861.U347 H66 1998

星新一 : 一〇〇一話をつくった人 / 最相葉月. 東京 : 新潮社, 2007.
(Hoshi Shinichi : 1001-wa o tsukutta hito)
EAST PL852.O8 Z87 2007

邦訳日葡辞書索引 / 森田武編. 東京 : 岩波書店, 1989.
(Hoyaku Nippo jisho sakuin)
EAST PL681.P6 V583 1989

井上靖 : わが一期一会 / [著者 井上靖]. 東京 : 日本図書センター, 2004.
(Inoue Yasushi : waga ichigo ichie)
EAST PL830.N63 A3 2004

上代の伝承とその表現 / [編者芳賀紀雄, 田村憲治]. 大阪市 : 清文堂, 1997.
(Jodai no densho to sono hyogen)
EAST PL748 .S48 1991 vol. 6

女流文学者会・記錄 / 日本女流文学者会編. 東京 : 中央公論新社, 2007.
(Joryu Bungakushakai kiroku)
EAST PL702 . J67 2007

歌舞伎ヒーローの誕生 / 利根川裕. 東京 : 右文書院, 平成 19 [2007]
(Kabuki hiro no tanjo)
EAST PL737 .T66 2007

歌舞伎ヒロインの誕生 / 利根川裕. 東京 : 右文書院, 平成 19 [2007]
(Kabuki hiroin no tanjo)
EAST PL737 .T662 2007
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歌舞伎百年百話 / 上村以和於. 東京 : 河出書房新社, 2007.
(Kabuki hyakunen hyakuwa)
EAST PN2924.5.K3 K245 2007

歌舞伎通になる本 / 小山観翁. 東京 : グラフ社, [1993]
(Kabuki tsu ni naru hon)
EAST PN2924.5.K3 K693 1993

輝ク / 輝く會編. 東京 : 不二出版, 1988
(Kagayaku)
EAST PL756.W6 K34 1933a

書く女たち : 江戶から明治のメディア・文学・ジェンダーを読む / 北田幸恵. 東京 : 学芸書林, 2007.
(Kaku onnatachi : Edo kara Meiji no media bungaku jenda o yomu)
EAST PL726.57.W64 K57 2007

韓国言語文化研究. 福岡市 : 九州大学韓国言語文化研究会, 2001(Kankoku gengo bunka kenkyu )
EAST P9 .K36

活動写真界 = The Cinematograph. 東京 : 国書刊行会, 平成 11 [1999]
(Katsudo shashinkai = The Cinematograph )
EAST PN1993 .K37 1909a

記号の諸相 / 日本記号学会編. 東京 : 北斗出版, 1981.
(Kigo no shoso)
EAST P99 .K539 v.1

記号学研究 / 日本記号学会編. 東京 : 北斗出版, 1981-2003.
(Kigogaku kenkyu)
EAST P99 .K539

帰休三日間 / 真杉静枝 ; [解說岡野幸江]. 東京 : ゆまに書房, 2002.
(Kikyu mikkakan)
EAST PL755.65 .S436 v.14

近世の說話 / [編者森眞理子, 田村憲治]. 大阪市 : 清文堂出版, 1995.
(Kinsei no setsuwa)
EAST PL748 .S48 1991 vol. 4

古代宮廷儀礼と歌謡 / 藤原享和著. 東京 : おうふう, 2007.
(Kodai kyutei girei to kayo)
EAST PL731.12 .F855 2007

古代日本語の姿 / 馬淵和夫著. 東京 : 武蔵野書院, 平成 11 [1999]
(Kodai Nihongo no sugata)
EAST PL525.2 .M248 1999
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国字の位相と展開 / 笹原宏之著. 東京 : 三省堂, 2007.
(Kokuji no iso to tenkai)
EAST PL545 .S27 2007

国性爺合戦 : 二幕四場 / 近松門左衛門作 ; 中村富十郎指導. [Tokyo] : 国立劇場, 平成 18 [2006]
(Kokusenya kassen : futamaku yonba)
EAST PL793.4 .K633 2006

こもんせんす / 江藤淳. 東京 : 北洋社, 1975.
(Komon sensu)
EAST PL849.T58 K65 1975

今昔物語集 / 說話と說話文学の会編, [担当出雲路修, 田村憲治]. 大阪市 : 清文堂出版, 2003.
(Konjaku monogatarishu)
EAST PL748 .S48 1991 vol. 12

古典日本語の世界 : 漢字がつくる日本 / 東京大学教養学部国文・漢文学部会編. 東京 : 東京大学出版会, 2007.
(Koten Nihongo no sekai : kanji ga tukuru Nihon)
EAST PL528 .K68 2007

ことばから迫る能 (謡曲) 論 : 理論と鑑賞の新視点 / 小林千草, 千草子著. 東京 : 武蔵野書院, 2006.
(Kotoba kara semaru no (yokyoku) ron : riron to kansho no shinshiten)
EAST PL735 .K53 2006

言葉に関する問答集. 総集編 / [編集] 文化庁. 東京 : 大蔵省印刷局, 平成7 [1995]
(Kotoba ni kansuru mondoshu )
EAST PL545 .K65 1995

食道楽 の人村井弦斎 黒岩比佐子 東京 : 岩波書店, 2004.

"
"
/
.
(Kuidoraku no hito Murai Gensai)
EAST PL811.U66 Z65 2004

黒薔薇. 東京： 不二出版, 2001.
(Kuroshobi )
EAST PL842.O77 K87 1925a

窓の灯 / 青山七恵. 東京 : 河出書房新社, 2005.
(Mado no akari)
EAST PL867.5.O93 M33 2005

マンガなるほど語源物語 / 石井正己監修；大蔵省印刷局編。 東京 : 大蔵省印刷局, 平成 12 [2000]-平成 14 [2002]
(Manga naruhodo gogen monogatari)
EAST PL627 .M36 2000

益田勝実の仕事 / [著者 益田勝実] ; 鈴木日出男, 天野紀代子編. 東京 : 筑摩書房, 2006.
(Masuda Katsumi no shigoto)
EAST PL716.A2 M37 2006
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真山青果全集 / 真山青果著. 東京 : 大日本雄弁会講談社, [1940-42]
(Mayama seika zenshu)
EAST PL833 .A9 1940

眞山青果隨筆選集 / 眞山青果著. 東京 : 大日本雄辯會講談社, 昭和27 [1952]
(Mayama Seika zuihitsu senshu)
EAST PL811.A9 A6 1952

メディアと政治 / 蒲島郁夫, 竹下俊郎, 芹川洋一著. 東京 : 有斐閣, 2007.
(Media to seiji)
EAST P95.82.J3 K33 2007

明治文学槪論 : 遺稿 / 宮島新三郎著. 東京 : 東京出版社, 昭和 9 [1934]
(Meiji bungaku gairon : iko)
EAST PL726.6 .M5 1934

みなみ / 中地清. 東京 : ゆまに書房, 2005.
(Minami)
EAST PL834.A473 M5 2005

民間造語法の研究 / 藤原与一. 東京 : 武蔵野書院, 昭和 61 [1986]
(Minkan zogoho no kenkyu)
EAST PL561 .F78 1986

民族のともしび / 柳原燁子. 東京 : ゆまに書房, 2005.
(Minzoku no tomoshibi)
EAST PL842.A5793 M5 2005

魅力の奈良絵本・絵卷 / 石川透編. 東京 : 三弥井書店, 2006.
(Miryoku no Nara ehon emaki)
EAST PL777.3 .M57 2006

もとの黙阿弥 / 井上ひさし. 東京 : 文藝春秋, 昭和58 [1983]
(Moto no mokuami)
EAST PL830.N516 M68 1983

南京偵緝隊 / 清水國治. 東京 : ゆまに書房, 2005.
(Nankin Teishutai)
EAST PL838.H644 N3 2005

南支の女 / 円地文子 ; [解說小林富久子]. 東京 : ゆまに書房, 2002.
(Nanshi no onna)
EAST PL755.65 .S436 2002 v.13

熱風 / 岩下俊作. 東京 : ゆまに書房, 2005.
(Neppu)
EAST PL853.W348 N47 2005
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日本舞踊・舞踊劇選集 / 監修・西川右近. 愛知県名古屋市 : 西川会, 2002.
(Nihon buyo buyogeki senshu)
EAST PL769.65 .N55 2002

日本映画論言說大系. 第 III期, 活動写真の草創期 / 牧野守編. 東京 : ゆまに書房, 2006.
(Nihon eigaron gensetsu taikei )
EAST PN1993.5.J3 N5754 2006

日本の映画人 : 日本映画の創造者たち / 佐藤忠男編. 東京 : 日外アソシエーツ : 発売元紀伊國屋書店, 2007.
(Nihon no eigajin : Nihon eiga no sozoshatachi)
EAST PN1998.2 .S28 2007

日本の母 / 日本文学報国会編. 他一篇. 東京 : ゆまに書房, 2005.
(Nihon no haha)
EAST PL755.77.M66 N54 2005

日本語発想辞典 / 白石大二編. 東京 : 東京堂出版, 昭和47 [1972]
(Nihongo hasso jiten)
EAST PL685 .S554

日本語方言分派論 : 方言 '区画' (分派) とその系脈 / 藤原与一. 東京 : 武蔵野書院, 平成 2 [1990]
(Nihongo hogen bunparon : hogen kukaku (bunpa) to sono keimyaku)
EAST PL688 .F824 1990

日本語方言文法 / 藤原与一. 東京 : 武蔵野書院, 平成 12 [2000]
(Nihongo hogen bunpo)
EAST PL689 .F825 2000

日本語方言での特異表現法 / 藤原与一. 東京 : 武蔵野書院, 平成 13 [2001]
(Nihongo hogen de no tokui hyogenho)
EAST PL688 .F8243 2001

日本語方言音の実相 / 藤原与一. 東京 : 武蔵野書院, 平成 9 [1997]
(Nihongo hogenon no jisso)
EAST PL689 .F834 1997

日本語の歷史. 東京 : 平凡社, 昭和38-41 [1963-1966]
(Nihongo no rekishi )
EAST PL525 .D65

日本語史と方言 / 藤原与一. 東京 : 武蔵野書院, 平成 14 [2002]
(Nihongo shi to hogen)
EAST PL525 .F79 2002

沖縄映画論 / 四方田犬彦, 大嶺沙和編. 東京 : 作品社, 2008.
(Okinawa eigaron)
EAST PN1993.5.J3 O48 2008
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お伽草子事典 / 徳田和夫編. 東京 : 東京堂出版, 2002 (2003 printing)
(Otogi-zoshi jiten)
EAST PL747.3 .O87 2002

パフォーマンス : 記号・行為・表現 / 日本記号学会編. 東京 : 北斗出版, 1982.
(Pafomansu : kigo koi hyogen)
EAST P99 .K539 v.2

侍 / 遠藤周作. 東京 : 新潮社, 1980.
(Samurai)
EAST PL849.N4 S24 1980

赤道祭 ; 沈まぬ船 / 深尾須磨子. 東京 : ゆまに書房, 2005.
(Sekidosai Shizumanu fune)
EAST PL827.K27 S45 2005

セミオーシス : 文化のモデュール / 日本記号学会編. 東京 : 北斗出版, 1983.
(Semioshisu : bunka no moduru)
EAST P99 .K539 v.3

戰禍の北支上海を行く / 吉屋信子 [著] ; 長谷川啓 監修. 東京 : ゆまに書房, 2002.
(Senka no Hokushi Shanhai o yuku)
EAST PL755.65 .S436 2002 v. 1

占領期文化をひらく : 雑誌の諸相 / 山本武利編. 東京 : 早稲田大学出版部, 2006.
(Senryoki bunka o hiraku : zasshi no shoso)
EAST PN5404 .S467 2006

戰線文庫 : 幻の海軍慰問雑誌 / [編者 戰線文庫復刻版編纂室]. 東京 : 日本出版社, 2005.
(Sensen bunko : Maboroshi no Kaigun imon zasshi)
EAST PL770.A1 S46 2005

說話文学の方法 / [編者出雲路修, 田村憲治]. 大阪市 : 清文堂出版, 1991.
(Setsuwa bungaku no hoho)
EAST PL748 .S48 1991 vol. 1

說話の近世的変容 / [編者森眞理子, 田村憲治]. 大阪市 : 清文堂出版, 2001.
(Setsuwa no kinseiteki henyo)
EAST PL748 .S48 1991 vol. 10

說話と軍記物語 / [編者池田敬子, 田村憲治]. 大阪市 : 清文堂出版, 1992.
(Setsuwa to gunki monogatari)
EAST PL748 .S48 1991 vol. 2

說話と宗教 / 說話と說話文学の会編. 大阪市 : 清文堂出版, 2002.
(Setsuwa to shukyo)
EAST PL748 .S48 1991 vol. 11
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新編ぼくは 12歲 / 岡真史. 東京 : 筑摩書房, 1985.
(Shinpen Boku wa 12-sai)
EAST PL858.K213 B6 1985

昭和作家の〈南洋行〉 / 木村一信. 京都市 : 世界思想社, 2004.
(Showa sakka no nanyoko)
EAST PL726.7 .K56 2004

祖国 / 岡田禎子 ; [解說井上理恵]. 東京 : ゆまに書房, 2002.
(Sokoku)
EAST PL755.65 .S436 2002 v.8

漱石評論・講演復刻全集 / [著者夏目金之助]. 東京 : ゆまに書房, 2002.
(Soseki hyoron koen fukkoku zenshu)
EAST f PL812.A8 A6 2002

蘇州の夜 / 川口松太郎. 東京 : ゆまに書房, 2005.
(Soshu no yoru)
EAST PL832.A92 S67 2005

弾の跡へ / 英美子 ; [解說谷口絹枝]. 東京 : ゆまに書房, 2002.
(Tama no ato e)
EAST PL755.65 .S436 2002 v.16

淡粧 / 大田洋子 ; [解說江種満子]. 東京 : ゆまに書房, 2002.
(Tansho)
EAST PL755.65 .S436 2002 v.6

たたかひの娘 / 大田洋子 ; [解說江刺昭子]. 東京 : ゆまに書房, 2002.
(Tatakai no musume)
EAST PL755.65 .S436 2002 v.11

テレビ文化を育てた人たち : 作家・文化人・アナなどのパイオニア / [著者志賀信夫]. 東京 : 源流社, 平成 19 [2007]
(Terebi bunka o sodateta hitotachi : sakka bunkajin ana nado no paionia)
EAST PN1992.3.J3 S493 2007

蕾物語 / 由利聖子. 東京 : ゆまに書房, 2005.
(Tsubomi monogatari)
EAST PL842.U65 T78 2005

辻詩集 / 日本文学報国会編. 東京 : ゆまに書房, 2005.
(Tsuji shishu)
EAST PL763.75.P37 T78 2005

辻小說集 / 日本文学報国会編. 東京 : ゆまに書房, 2005.
(Tsuji shosetsushu)
EAST PL777.7 .T88 2005
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塚本邦雄全集. 東京 : ゆまに書房, 1998-2001.
(Tsukamoto Kunio zenshu )
EAST PL839 .S883 1998

月から来た男 / 吉屋信子 ; [解說吉川豊子]. 東京 : ゆまに書房, 2002.
(Tsuki kara kita otoko)
EAST PL755.65 .S436 2002 v.18

通訳者と戦後日米外交 / 鳥飼玖美子. 東京 : みすず書房, 2007.
(Tsuyakusha to sengo Nichi-Bei gaiko)
EAST P306.8.J3 T67 2007

歌物語と和歌說話 / 說話と說話文学の会編, [担当山本登朗, 田村憲治]. 大阪市 : 清文堂出版, 1999.
(Uta monogatari to waka setsuwa)
EAST PL748 .S48 1991 vol. 9

歌說話の世界 / 馬場あき子. 東京 : 講談社, 2006.
(Utasetsuwa no sekai)
EAST PL728.8115 .B339 2006

和歌・古注釈と說話 / [編者山本登朗, 田村憲治]. 大阪市 : 清文堂, 1993.
(Waka kochushaku to setsuwa)
EAST PL748 .S48 1991 vol. 3

続こもんせんす / 江藤淳. 東京 : 北洋社, 1975.
(Zoku komon sensu)
EAST PL849.T58 Z39 1975

族譜 ; 李朝残影 / 梶山季之. 東京: 岩波書店, 2007.
(Zokufu Richo zanei)
EAST PL855.A35 Z65 2007

S - Agriculture

漁村の生態 : 人文地理学的立場 / 藪內芳彦著. 東京 : 古今書院, 昭和33 [1958]
(Gyoson no seitai : jinbun chirigakuteki tachiba)
EAST SH301 .Y14 1958

T - Technology

衣服改良運動と服裝改善運動 / 夫馬佳代子編著. 東京 : 家政教育社, 2007.
(Ifuku kairyo undo to fukuso gaizen undo)
EAST TT504.6.J3 F83 2007

建築環境工学 / 浦野良美,中村洋編著. 東京 : 森北出版, 1996. (2005 printing).
(Kenchiku kankyo kogaku)
EAST TH6021 .K46 1996
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日本の伝統工藝再考 : 外からみた工藝の将来とその可能性 / 稲賀繁美, パトリシア・フィスター編 = Traditional Japanese arts and crafts in the 21st
century : reconsidering the future from an international perspective / edited by Inaga Shigemi and Patricia Fister. 京都市 :
国際日本文化研究センター, 2005.
(Nihon no dento kogei saiko : soto kara mita kogei no shorai to sono kanosei)
EAST TT105 .I58 2005

U - Military Science

安全保障とはなにか / 小山内宏編著． 東京 : 泰流社, 昭和 51 [1976] (昭和 56 [1981] printing)
(Anzen hosho to wa nani ka)
EAST UA845 .A76 1976

再軍備とナショナリズム : 保守・リベラル・社会民主主義者の防衛観 / 大嶽秀夫著. 東京 : 中央公論社, 昭和 63 [1988]
(Saigunbi to nashonarizumu : hoshu riberaru shakai minshu shugisha no boeikan)
EAST UA845 .O86 1988

我が国の安全保障 : 21世紀に向って / 内外政策研究センター編 ; 監修永野茂門. 東京 : ヒューマンドキュメント社, 平成 2 [1990] (平成 3 [1991]
printing)
(Waga kuni no anzen hosho : 21-seiki ni mukatte)
EAST UA845 .W27 1990

V - Naval Science

山本五十六／ 阿川弘之. 東京： 新潮社， 昭和 44 [1969]
(Yamamoto Isoroku)
EAST V64.J32 Y36 1969

Z - Library Science

江戶の声 : 黒木文庫でみる音楽と演劇の世界 / 黒木文庫特別展実行委員会著 ; ロバートキャンベル ... [et al.]編. 東京 :
東京大学大学院総合文化硏究科教養学部美術博物館, 2006.
(Edo no koe : Kuroki bunko de miru ongaku to engeki no sekai)
EAST Z3308.L5 E34 2006

インターネットで文献探索 / 伊藤民雄, 実践女子大学図書館著. 東京 : 日本図書館協会, 2007.
(Intanetto de bunken tansaku)
EAST ZA4225 .I86 2007

岩波文庫の80年 / 岩波文庫編集部編. 東京 : 岩波書店, 2007.
(Iwanami Bunko no hachijunen)
EAST Z3309 .I928 2007

戦中戦後の出版と桜井書店 : 作家からの手紙・企業整備・GHQ検閱 / 山口邦子著. 東京 : 慧文社, 平成 19 [2007]
(Senchu sengo no shuppan to Sakurai Shoten : sakka kara no tegami kigyo seibi GHQ kenetsu)
EAST Z463.3.S246 Y36 2007
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出版年鑑. 東京 : 株式会社, 日本図書センター 2007.
(Shuppan nenkan )
EAST Z3001 .S48 2007

田安徳川家蔵書と高乗勲文庫 : 二つの典籍コレクション / 国文学研究資料館編. 京都市 : 臨川書店, 2003.
(Tayasu Tokugawa-ke zosho to Kojo Isao Bunko : futatsu no tenseki korekushon)
EAST Z1029 .T39 2003

鶴見俊輔書評集成. 東京 : みすず書房, 2007.
(Tsurumi Shunsuke shohyo shusei )
EAST Z1035.A1 T77 2007

横浜開港資料館資料総覧 / [編集横浜開港資料館]. 横浜市 : 横浜開港資料館, 平成 18 [2006]
(Yokohama Kaiko Shiryokan shiryo soran)
EAST Z3307.Y49 Y625 2006
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