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Reference
C - Auxiliary Sciences of History

沖縄門中大事典 / 監修宮里朝光 ; 編那覇出版社 ; [執筆者田名真之]. 沖縄県南風原町 : 那覇出版社, 1998.
(Okinawa monchu daijiten)
EAST REF CS3000.Z9 O583 1998

P - Language and Literature

海外における日本文学研究論文. 1 + 2 / 伊藤鉄也編. 東京 : 国文学研究資料館, 2006.
(Kaigai ni okeru Nihon bungaku kenkyu ronbun )
EAST REF PL726 .K234 2006

Kenkyūsha's little dictionary of loan-words in Japanese = 外来語小辞典 / 魚返善雄編. 東京 : 研究社辞書部, 昭和37
[1962]
(Kenkyushas little dictionary of loan-words in Japanese = Gairaigo shojiten)
EAST REF PL684 .O34 1962

Z - Library Science

データベース台帳総覧 / 経済産業省編. 東京 : データベース振興センター
(Detabesu daicho soran)
EAST REF f Z699.A1 D455

慶應義塾圖書館和漢貴重書目錄 / [編集 慶應義塾図書館]. 東京 : 慶應義塾図書館, 2009.
(Keio Gijuku Toshokan wakan kichosho mokuroku)
EAST REF Z955.J3 K44 2009

General
A - General Works

アミューズメント産業の步みと展望. 東京 : 日本アミューズメント産業協会 , 平成 21 [2009]
(Amyuzumento sangyo no ayumi to tenbo )
EAST AC945.O72 A49 2009

あゆみ : 創立60周年 東京 : 特定非営利活動法人東京都公立保育園研究会, 平成 19 [2007]
(Ayumi : soritsu 60-shunen )
EAST AC945.O7 T57 2007

大学病院医療情報ネットワーク二十周年記念誌 / 編集大学病院医療情報ネットワーク20周年記念行事実行委員会. 東京 :
東京大学医学部附属病院, 平成 21 [2009]
(Daigaku Byoin Iryo Joho Nettowaku nijisshunen kinenshi)
EAST AC945.I5 D36 2009

大信寺史 : 三味せん寺. 東京 : 大信寺, 平成 9 [1997]
(Daishinjishi : Shamisen dera )
EAST AC945.O7 D35 1997
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A - General Works

同志会百年史 : 基督教学生寮百有余年の步み. 東京 : 財団法人同志会, 平成 21 [2009]
(Doshikai hyakunenshi : Kirisutokyo gakuseiryo hyaku yuyonen no ayumi )
EAST AC945.O7 D66 2009

発展への約束 : ペルノックス40年史 / 編集ペルノックス40年史編集委員会. 神奈川県秦野市 : ペルノックス株式会社,
2011.
(Hatten e no yakusoku : Perunokkusu 40-nenshi)
EAST AC945.M3 P47 2011

ひめゆり学園 (女師·一高女)の步み : ひめゆり平和祈念資料館開館20周年記念特別企画展, 図錄 /
企画·執筆ひめゆり平和祈念資料館. 沖縄県糸満市 :

(Himeyuri Gakuen (joshi ichikojo) no ayumi : Himeyuri Heiwa Kinen Shiryokan kaikan 20-shunen kinen tokubetsu kikakuten zuroku)
EAST AC945.E3 H55 2009

神宮文庫開庫百周年記念誌神宮文庫の步み / [編集神宮文庫]. 三重縣伊勢市 : 神宮文庫, 平成19 [2007]
(Jingu Bunko kaiko hyakushunen kinenshi Jingu Bunko no ayumi)
EAST AC945.I5 J56 2007

輝いて : 日航客乗組合30年史 / 編集30年史編集委員会. 東京 : 日本航空客室乗務員組合, 1995.
(Kagayaite : Nikko Kyakujo Kumiai 30-nenshi)
EAST AC945.O72 K65 1995

カステラ読本 : 復古創新 = Castella / [企画·編集こうめい事務所]. 長崎県 : 福砂屋, 2005.
(Kasutera dokuhon : fukko soshin = Castella)
EAST AC945.M3 K367 2005

カステラ読本抄書 : 創業385周年記念誌 / 編著者佐藤康明. 長崎市 : 株式会社カステラ本家福砂屋, 2009.
(Kasutera dokuhon shosho : sogyo 385-shunen kinenshi)
EAST AC945.M3 K367 2009

決断 : 沖縄普天間飛行場代替施設問題10年史 / [編著者普天間基地移設10年史出版委員会]. 沖縄県名護市 :
北部地域振興協議会, 2008.
(Ketsudan : Okinawa Futenma Hikojo daitai shisetsu mondai 10-nenshi)
EAST AC945.O7 H67 2008

甲府看護専門学校創立60周年記念誌 : 豊かな人間性を備えた看護実践者の育成をめざして = Kofu Kango 60th anniversary.
山梨県甲府市 : 学校法人看護学園甲府看護専門学校, 平成 23 [2011]

(Kofu Kango Senmon Gakko 60-shunen kinenshi : yutakana ningensei o sonaeta kango jissensha no ikusei o mezashite = Kofu Kango 60th
anniversary)
EAST AC945.E3 K634 2011

交通ペン : 30周年記念号. 東京 : 交通ペンクラブ, 2011.
(Kotsu Pen : 30-shunen kinengo )
EAST AC945.T7 K68 2011

倉敷市立美術館·25年の步み 1983-2008 / 編集·発行倉敷市立美術館 ; 編集協力株式会社キャリアプランニング. 倉敷市 :
倉敷市立美術館, 平成 22 [2010]
(Kurashiki Shiritsu Bijutsukan 25-nen no ayumi : 1983-2008)
EAST AC945.O7 K945 2010
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A - General Works

京都市建築行政50年のあゆみ = Architectural administration of the city of Kyoto 50th anniversary /
[発行·編集京都市都市計画局建築指導部建築指導課]. 京都市 : 京都市都市計画局建築指導部建築指導課, 平成 21 [2009]
(Kyoto-shi kenchiku gyosei 50-nen no ayumi = Architectural administration of the City of Kyoto 50th anniversary)
EAST AC945.G64 K96 2009

「貧しき人々の群」の教会 : 郡山細沼教会百年史 / 著者庄司一幸. 郡山市 : 日本基督教団郡山細沼教会, 2010.
(Mazushiki hitobito no mure no kyokai : Koriyama Hosonuma Kyokai hyakunenshi)
EAST AC945.O7 K72 2010b

宮崎県経済連のあゆみ / 編集JA宮崎経済連記念史編纂委員会. 宮崎市 : 宮崎県経済農業協同組合連合会, 平成 22 [2010]
(Miyazaki-ken Keizairen no ayumi)
EAST AC945.A5 M57 2010

七尾市医師会百年史 : メディカルサロンななお創刊20周年記念 / [発行·編集メディカルサロンななお]. 石川県七尾市 :
メディカルサロンななお, 平成 22 [2010]
(Nanao-shi Ishikai hyakunenshi : Medikaru Saron Nanao sokan 20-shunen kinen)
EAST AC945.O7 N36 2010

日本社会薬学会25周年記念寄稿集 / [「社会薬学」編集委員会]. 東京 : 日本社会薬学会, 2007.
(Nihon Shakai Yakugakkai 25-shunen kinen kikoshu)
EAST AC945.O72 S53 2007

二十年のあゆみ : 釧路アイヌ文化懇話会創立20周年記念誌 / [編集·発行釧路アイヌ文化懇話会]. 釧路市 :
釧路アイヌ文化懇話会, 2006.
(Nijunen no ayumi : Kushiro Ainu Bunka Konwakai soritsu 20-shunen kinenshi)
EAST AC945.O7 K95 2006

りゅうせき55年史 = Ryuseki Corporation, 55th anniversary history : 1950-2006. 沖縄県浦添市 :
株式会社りゅうせき, 平成 18 [2006]
(Ryuseki 55-nenshi = Ryuseki Corporation 55th anniversary history : 1950-2006 )
EAST AC945.M3 R94 2006

創立百周年記念誌 / [編集発行奥共同店100周年記念事業実行委員会,奥共同店]. 沖縄県国頭村 :
奥共同店100周年記念事業実行委員会, 平成 20 [2008]
(Soritsu hyakushunen kinenshi)
EAST AC945.C6 O48 2008

誕生から進化. 東京 : 日本セルフ·サービス協会, 平成 20 [2008]
(Tanjo kara shinka )
EAST AC945.O72 S47 2008

闘魂 : 創業者小林吾一とその時代 / [発行·編纂山陽海運株式会社]. 広島県呉市 : 山陽海運株式会社, 2011.
(Tokon : Sogyosha Kobayashi Goichi to sono jidai)
EAST AC945.T7 S25 2011

東京短資百年のあゆみの中の一齣をつづる創業者の遺稿より. [東京] : 東短ホールディングス株式会社, [2009]
(Tokyo Tanshi hyakunen no ayumi no naka no hitokoma o tsuzuru sogyosha no iko yori )
EAST AC945.F5 T68 2009b
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A - General Works

米沢の火縄筒を伝えて : 米沢藩古式砲術保存会50年のあゆみ. 山形県米沢市 : 米沢藩古式砲術保存会, 平成 23 [2011]
(Yonezawa no hinawazutsu o tsutaete : Yonezawa-han koshiki hojutsu hozonkai 50-nen no ayumi )
EAST AC945.O7 Y68 2011

B - Philosophy, Psychology, Religion

本願寺圖會 / [編纂兼發行者八尋慈薰]. 京都 : 本派本願寺, 昭和15 [1940]
(Honganji zue)
EAST BQ6353.K82 N56 1940

沖縄の年中行事 100 のナゾ / 比嘉朝進. 那覇市 : 風土記社 ; 宜野湾市 : 販売元佐久田出版社, 昭和 59 [1984]
(Okinawa no nenju gyoji 100 no nazo)
EAST BL2215.O39 H49 1984

葬史と宗史 / [著者竹田聴洲]. 東京 : 国書刊行会, 平成 6 [1994]
(Soshi to shushi)
EAST BL2211.A5 T35 1994

D - History: General and Outside the Americas

中国と古代東アジア世界 : 中華的世界と諸民族 / 堀敏一著. 東京 : 岩波書店, 1993.
(Chugoku to kodai Higashi Ajia sekai : Chuka-teki sekai to shominzoku)
EAST DS747.42 .H67 1993

福岡県史 / [編さん者 玉泉大梁] 福岡市 : 福岡県, 昭和37-40 [1962-1965]
(Fukuoka-ken shi)
EAST DS895.F94 A2

福岡県史. 近世資料編. 柳川藩初期 / [編纂西日本文化協会福岡県地域史研究所, 編纂代表秀村選三]. 福岡市 :
西日本文化協会, 昭和61-63 [1986-1988]
(Fukuoka kenshi )
EAST DS895.F95 F9753 1986

現代フランスの政治意識 / 武者小路公秀著. 東京 : 弘文堂, 昭和 35 [1960]
(Gendai Furansu no seiji ishiki)
EAST DC58 .M87 1960

羽地落穂集 : 旧羽地間切地方文書集成 / [編著者小川徹]. 東京 : 法政大学沖縄文化研究所, 昭和 62 [1987]
(Haneji ochiboshu : kyu Haneji magiri chiho monjo shusei)
EAST DS894.99.O37 A335 1987

奇人正人 : 人物評論 / 戶山銃聲著. 東京 : 活人社, 大正1 [1912]
(Kijin seijin : jinbutsu hyoron)
EAST DS883 .T695 1912

舊儀装飾十六式圖譜解說書 / 霞会館. Tokyo : 霞会館, 平成 6 [1994]
(Kyugi soshoku juroku-shiki zufu kaisetsusho)
EAST DS822.2 K98 2004
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D - History: General and Outside the Americas

明治人物評論 ; 続明治人物評論 / [著者鳥谷部春汀] ; 紀田順一郎監修・解說. 東京 : クレス出版, 平成 19 [2007]
(Meiji jinbutsu hyoron Zoku Meiji jinbutsu hyoron)
EAST DS883 .T69 2007

宮本武蔵: 独行の道、無双の孤剣. 東京: 学研, 2000.
(Miyamoto Musashi : dokko no michi muso no koken )
EAST DS872.M53 M59 2000

宮本武蔵の生涯 / 中西淸三. 東京 : 新人物往来社, 2002.
(Miyamoto Musashi no shogai)
EAST DS872.M53 N34 2002

南島地名考 : おもろから沖縄市誕生まで / [著者田名真之]. 那覇市 : ひるぎ社, 1984.
(Nanto chimei ko : Omoro kara Okinawa-shi tanjo made)
EAST DS894.99.O372 D36 1984

沖縄入門 : アジアをつなぐ海域構想 / 浜下武志. 東京 : 筑摩書房, 2000.
(Okinawa nyumon : Ajia o tsunagu kaiiki koso)
EAST DS894.99.O375 H35 2000

琉球王国の時代 / [編集沖縄国際大学公開講座委員会]. 宜野湾市 : 沖縄国際大学公開講座委員会 ; 那覇市 :
発売元ボ－ダ－インク, 1996.
(Ryukyu okoku no jidai)
EAST DS895.R95 R98 1996

新撰北海道史 / [編纂者北海道廳]. [札幌市] : 北海道廳 , 昭和 12 [1937]
(Shinsen Hokkaido shi)
EAST DS894.25 .S35 1937

新訂増補八重山歴史／ 喜舎場永珣著． 東京 : 国書刊行会, 昭和50 [1975]
(Shintei zoho Yaeyama rekishi)
EAST DS894.99.O379 Y34 1975

東洋民權百家傳 / 小室信介編 ; 林基校訂. 東京 : 岩波書店, 1957
(Toyo minken hyakka den)
EAST DS872.A1 K64 1957

図說宮本武蔵 / 戶部新十郎. 東京： 河出書房新社， 2001.
(Zusetsu Miyamoto Musashi)
EAST DS872.M53 T62 2001

G - Geography

合気道の科学 : 合気．発勁の秘密を解く! / 吉丸慶雪著. 東京 : ベースボール．マガジン社, 1990 (1991 printing)
(Aikido no kagaku : aiki hakkei no himitsu o toku )
EAST GV1114.35 .Y674 1990
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G - Geography

秋岡コレクション日本の古地図 : 企画展示 / [編集国立歴史民俗博物館]. 佐倉市 : 国立歴史民俗博物館, 昭和 63 [1988]
(Akioka korekushon Nihon no kochizu : kikaku tneji)
EAST GA190.K65 A55 1988

朝鮮櫛目文土器の硏究 / 有光敎一著. 京都 : 考古學談話會, 1962.
(Chosen kushimemon doki no kenkyu)
EAST GN799.P6 A65 1962

祇園、昭和13年－35年 = The Gion Quarter / [浅野喜市]. 京都市： 京都書院， 平成 2 [1990].
(Gion Showa 13-nen-35-nen = The Gion Quarter)
EAST GT3412 .A75 1990

隠されていた空手 II : 糸洲十訓が目指した唐手の考察 / 桧垣源之助著. 東京 : 株式会社チャンプ, 2006.
(Kakusarete ita karate II : Itosu jikkun ga mezashita karate no kosatsu)
EAST GV1114.3 .H542 2006

隠されていた空手： 「型は教えても手は教えるな」の謎を解明する / 檜垣源之助·著. 東京： 株式会社チャンプ, 2005.
(Kakusarete ita karate : kata wa oshietemo te wa oshieruna no nazo o kaimei suru)
EAST GV1114.3 .H54 2005

格鬪技の歴史 / 藤原稜三． 東京 : ベ－スボ－ルマガジン社, 1990.
(Kakutogi no rekishi)
EAST GV1111 .F85 1990

空手硏究 / 空手硏究社編輯. 宜野湾市 : 榕樹書林, 2003.
(Karate kenkyu)
EAST GV1114.3 .K37 2003

空手の心と技 / 小林館館長村上勝美著. 東京 : 新人物往来社, 平成 3 [1991]
(Karate no kokoro to waza)
EAST GV1114.3 .M87 1991

空手の理 / 柳川昌弘. 東京 : 株式会社福昌堂, 1991.
(Karate no ri)
EAST GV1114.3 .Y355 1991

近世日本舞踊史 / 石井國之著. 東京 : 帝都演藝通信社, 昭和16 [1941]
(Kinsei Nihon buyoshi)
EAST GV1695 .I854 1941

古武道の本 : 秘伝の奥義を極めた達人たちの神技 / [編集長増田秀光]. 東京 : 学習研究社, 2002.
(Kobudo no hon : hiden no ogi o kiwameta tatsujintachi no shingi)
EAST GV1100.77.A2 K63 2002

組踊の世界 : 私の見方·楽しみ方 / 勝連繁雄著. 沖縄県具志川市 : ゆい出版, 2003.
(Kumiodori no sekai : watakushi no mikata tanoshimikata)
EAST GV1696.R9 K37 2003
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G - Geography

御冠船夜話/ 物語り, 金武良章; 聞き手, 古波藏保好, 城間繁, 米城恵. 那覇市: 若夏社, 昭和58 [1983]
(Okansen yawa)
EAST GV1696.R9 K56 1983

沖縄の古武道具・鍛錬道具 / 著者外間哲弘, 金城政和. 沖縄県那覇市 : 新報出版, 平成 1 [1989]
(Okinawa no kobudogu tanren dogu)
EAST GV1101.5 .H65 1989

琉球王家秘傳武術 : 空手・武器術 / 松尾兼徳左近著. 東京 : ベ－スボ－ル・マガジン社, 1990.
(Ryukyu oke hiden bujutsu : karate bukijutsu)
EAST GV1114.3 .M377 1990

対談近代空手道の歴史を語る / 儀間真謹, 藤原稜三. 東京 : ベ－スボ－ルマガジン社, 1986.
(Taidan kindai karatedo no rekishi o kataru)
EAST GV1114.3 .G542 1986

海を渡った柔術と柔道 : 日本武道のダイナミズム / 坂上康博編著. 東京 : 青弓社, 2010.
(Umi o watatta jujutsu to judo : Nihon budo no dainamizumu)
EAST GV1114 .S25 2010

八重山芸能文化論 / 森田孫榮著. 那覇 : 森田孫榮先生論文集刊行事業委員会, 1999.
(Yaeyama geino bunkaron)
EAST GV1696.Y34 M67 1999

図解コーチ空手道 / 著者道原伸司. 東京 : 成美堂出版, 昭和 55 [1980]
(Zukai kochi karatedo)
EAST GV1114.3 .M53 1980

H - Social Sciences

中国「調和社会」構築の現段階 / 佐々木智弘編. 千葉市 : アジア経済研究所, 2011.
(Chugoku chowa shakai kochiku no gendankai)
EAST HC427.95 .C5725 2011

中東アラブ諸国における民間部門の発展 / 土屋一樹編. 千葉市 : アジア経済研究所, 2010.
(Chuto Arabu shokoku ni okeru minkan bumon no hatten)
EAST HC415.15.Z9 E442 2010

糸満アンマー : 海人の妻たちの労働と生活 / [著者加藤久子]. 那覇市 : ひるぎ社, 1990.
(Itoman anma : uminchu no tsumatachi no rodo to seikatsu)
EAST HD6055.2.J32 I765 1990

国際化と地域経済 : 地域的再編成と地域振興の課題 / 石原照敏監修. 東京 : 古今書院, 1997.
(Kokusaika to chiiki keizai : chiikiteki saihensei to chiiki shinko no kadai)
EAST HC462.95 .K65 1997
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H - Social Sciences

メコン地域国境経済をみる / 石田正美編. 千葉市 : アジア経済研究所, 2010.
(Mekon chiiki kokkyo keizai o miru)
EAST HC441 .M45 2010

民主党農政1年の総合的検証 : 新基本計画から戶別所得補償本対策へ / 編集代表梶井功 ; 編集担当谷口信和. 東京 :
農林統計協会, 2011.
(Minshuto nosei 1-nen no sogoteki kensho : shin kihon keikaku kara kobetsu shotoku hosho hontaisaku e)
EAST HD2093 .M555 2011

略奪された祖国 : 日米の朝鮮経済侵略史 / 高秉雲. 東京 : 雄山閣, 1995.
(Ryakudatsusareta sokoku : Nichi-Bei no Chosen keizai shinryakushi)
EAST HC467 .K5818 1995

世界に広がるイスラーム金融 : 中東からアジア, ヨーロッパへ / 浜田美紀, 福田安志編. 千葉市 : アジア経済研究所,
2010.
(Sekai ni hirogaru Isuramu kinyu : Chuto kara Ajia Yoroppa e)
EAST HG187.4 .S45 2010

台湾, 香港と東アジア地域主義 / 竹内孝之著. 千葉市 : アジア経済研究所, 2011.
(Taiwan Honkon to Higashi Ajia chiiki shugi)
EAST HC430.5 .T387 2011

K - Law

独島/竹島韓国の論理 / 金学俊 ; 訳 Hosaka Yuji. 東京 : 論創社, 2007.
(Dokuto Takeshima Kankoku no ronri
EAST KZ3881.T65 K55 2007

)

L - Education

家庭文庫 / [編纂者 上笙一郎, 山崎朋子]. 東京 : クレス出版, 2006.
(Katei bunko)
EAST LC2361 .K38 2006

視聴覚教育の基礎 / [執筆高木裕子, 深田淳] ; 国立国語研究所. 東京 : 大蔵省印刷局, 平成 7 [1995]
(Shichokaku kyoiku no kiso)
EAST LB1043.2.J3 T35 1995

N - Fine Arts

茶室の展開図 = Interior elevations of tea room. 京都: 光村推古書院, 昭和45 [1970]
(Chashitsu no tenkaizu = Interior elevations of tea room )
EAST f NA8306.J22 K53 1970

東アジア生活絵引. 朝鮮風俗画編 = Pictopedia of everyday life in East Asia compiled from the Joseon period-genre
paintings / 編集・ 「人類文化研究のための非文字資料の体系化」第1班. 横浜 : 神奈川大学21世紀COEプログラム
「人類文化研究のための非文字資料の体系化」研究推進会議,, 2008.
(Higashi Ajia seikatsu ebiki Pictopedia of everyday life in East Asia compiled from the Joseon period-genre paintings)
EAST ND1452.K6 H55 2008
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N - Fine Arts

東アジア生活絵引. 中国江南編 = Pictopedia of everyday life in East Asia compiled on South of the Yangzi River,
China / 編集・「人類文化研究のための非文字資料の体系化」第1班. 横浜 : 神奈川大学21世紀COEプログラム
「人類文化研究のための非文字資料の体系化」研究推進会議,, 2008.
(Higashi Ajia seikatsu ebiki Pictopedia of everyday life in East Asia compiled on South of the Yangzi River China)
EAST ND1043.5 .H55 2008

「開運!なんでも鑑定団」の十五年 / 中島誠之助. 東京 : 平凡社, 2008.
(Kaiun nandemo kanteidan no jugonen)
EAST NK1125 .N35 2008

明治東京名所図会 : 幻の画人山本松谷 / 山本駿次朗著. 東京 : 三樹書房, 1979.
(Meiji Tokyo meisho zue : maboroshi no gajin Yamamoto Shokoku)
EAST ND1059.Y2648 Y35 1979

日本の椅子 : モダンクラシックの椅子とデザイナー / 島崎信 = Japanese chairs : the chairs and designers of the
modern classic / Shimazaki Makoto. 東京 : 誠文堂新光社, 2006.
(Nihon no isu : modan kurashikku no isu to dezaina)
EAST NK2715 .S55 2006

沖縄美術全集 = The art of Okinawa / [監修者大城宗清 ... [et al.] ; 編集安次嶺金正 ... [et al.] ;
編集者沖縄美術全集刊行委員会]. 那覇市 : 沖縄タイムス社, 1989.
(Okinawa bijutsu zenshu = The art of Okinawa)
EAST f N7356.R9 O39 1989

寄屋建築 : 平田

集 / 平田

著. 大阪 : 創元社, 昭和43-51 [1968-1976]

数
雅哉作品
雅哉
(Sukiya kenchiku : Hirata Masaya sakuhinshu)
EAST f NA1559.H57 A27

続々日本仏教美術史研究 / 中野玄三著. 京都市 : 思文閣出版, 2008.
(Zokuzoku Nihon Bukkyo bijutsushi kenkyu)
EAST N8193.J3 N35293 2008

P - Language and Literature

文庫. 東京 : 白帝社, 昭和 42 [1967]
(Bunko )
EAST PL700 .G371

現代日本の異体字 : 漢字環境学序說 / 笹原宏之, 横山詔一, エリック・ロング著. 東京 : 三省堂, 2003.
(Gendai Nihon no itaiji : Kanji kankyogaku josetsu)
EAST PL528 .S36 2003

五山文學新集 / 玉村竹二編. [東京] : 東京大學出版會, [1967-1972]
(Gozan bungaku shinshu)
EAST PL755.3 .T3 1967

評伝ポール・ヴァレリー / 村松剛著. 東京 : 筑摩書房, 1968.
(Hyoden Poru Vareri)
EAST PQ2643.A26 Z733 1968
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P - Language and Literature

体字研究資料集成. 1期 / 本つとむ編. 東京 : 雄山閣, 平成 7 [1995]

異
杉
(Itaiji kenkyu shiryo shusei )
EAST PL671 .I76 1995

体字研究資料集成. 2期 / 本つとむ編． 東京 : 雄山閣, 平成 7 [1995]

異
杉
(Itaiji kenkyu shiryo shusei )
EAST PL1171 .I76 1995

近世沖縄和歌集 : 本文と研究 / 編者池宮正治, 嘉手苅千鶴子, 外間愛子. 沖縄県那覇市 : ひるぎ社, 1990.
(Kinsei Okinawa wakashu : honbun to kenkyu)
EAST PL886.O542 K5 1990

小堀遠州 / 中尾實信. 東京 : 鳥影社, 2008.
(Kobori Enshu)
EAST PL873.5.A436 K63 2008

古事談. 続古事談 / 川端善明, 荒木浩校注. 東京 : 岩波書店, 2005.
(Kojidan Zoku Kojidan)
EAST PL753 .S54 v. 41

組踊と大和芸能 / 著者畠中敏郎著. 那覇市 : ひるぎ社, 1994.
(Kumiodori to Yamato geino)
EAST PN2924 .H36 1994

明治人物論集 / 鳥谷部春汀... [et al.] 著 ; 木村毅編. 東京 : 筑摩書房, 昭和45 [1970]
(Meiji jinbutsu ronshu)
EAST PL755.6 .M45 v. 92

長塚節・生活と作品 / 平輪光三著. 東京 : 六藝社, 昭和 18 [1943]
(Nagatsuka Takashi seikatsu to sakuhin)
EAST PL812.A46 Z68 1943

田植草紙. 山家鳥虫歌. 鄙廼一曲. 琉歌百控 / 友久武文 ... [et al.] 校注. 東京 : 岩波書店, 1997.
(Taue-zoshi Sanka chochuka Hina no hitofushi Ryuka hyakko)
EAST PL753 .S54 v.62

百 / 西野春雄校 . 東京 : 岩波書店, 1998.

謠曲 番
注
(Yokyoku hyakuban)
EAST PL753 .S53 v. 57

続・沖縄ことばの散步道 / 池宮正治. 那覇市: ひるぎ社, 1995.
(Zoku Okinawa kotoba no sanpomichi)
EAST PL693.R9 I342 1995
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