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 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 

 Page 6 



 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]  
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 (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.  
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 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) 
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 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) 
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 (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 

 数寄屋建築 : 平田雅哉作品集 / 平田雅哉著.  大阪 : 創元社, 昭和43-51 [1968-1976]  
 (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 

 異体字研究資料集成. 1期 / 杉本つとむ編.  東京 : 雄山閣, 平成 7 [1995]  
 (Itaiji kenkyu shiryo shusei ) 
 EAST  PL671 .I76 1995 

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

 謠曲百番 / 西野春雄校注.  東京 : 岩波書店, 1998.  
 (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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