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Reference
B - Philosophy, Psychology, Religion

大陸神社大観 / [岩下傳四郎編] ; 嵯峨井建監修解題. 東京 : ゆまに書房, 平成17 [2005].
(Tairiku jinja taikan)
EAST REF BL2225.3.E3 T35 2005

T - Technology

紙の文化事典 = The Encyclopedia of paper / 総編集尾鍋史彦 ; 編集伊部京子, 松倉紀男, 丸尾敏雄. 東京 : 朝倉書店, 2006.
(Kami no bunka jiten = The Encyclopedia of paper)
EAST REF TS1105 .K357 2006

General
A - General Works

国際文化会館の步み. 東京 : 国際文化会館
(Kokusai Bunka Kaikan no ayumi )
EAST AS552.T697 K64

B - Philosophy, Psychology, Religion

日本の神々と祭り : 神社とは何か? = Japanese shrines : what is a shrine? / 編集国立歴史民俗博物館]. 佐倉市 : 国立歴史民俗博物館, 2006.
(Nihon no kamigami to matsuri : jinja to wa nani ka = Japanese shrines : what is a shrine)
EAST f BL2225.A1 N534 2006

四国八十八ヶ所霊場めぐり / 門脇俊一. 東京 : 每日新聞社, 昭和 44 [1969]
(Shikoku hachijuhakkasho reijo meguri)
EAST BQ6450.J32 S4835 1969

D - History: General and Outside the Americas

アジア・アフリカ地域硏究 = Asian and African area studies. 京都市： 京都大学大学院アジア・アフリカ地域硏究硏究科, 2001(Ajia Afurika chiiki kenkyu = Asian and African area studies )
ASIA DS1 .A29

新しい地域研究を求ねて : 東北アジア研究センターの現在と明日への展望 / [編集東北大学東北アジア研究センター総務委員会]. 仙台市 :
東北大学東北アジア研究センター, 2002.
(Atarashii chiiki kenkyu o motomete : Tohoku Ajia Kenkyu Senta no genzai to asu e no tenbo)
EAST DS501 .T638 no.7

幕末外交史の研究 / 大塚武松著. 東京 : 寶文館, 昭和27 [1952]
(Bakumatsu gaikoshi no kenkyu)
EAST DS881.3 .O86 1952

大西鄉書翰大成 / [西鄉隆盛著] ; 渡邊盛衛編. 東京 : 平凡社, 昭和15-16 [1940-41]
(Dai Saigo shokan taisei)
EAST CLOSED DS881.5.S2 S35 1940
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D - History: General and Outside the Americas

大西鄉全傳 / 雜賀博愛著. 東京 : 章華社, [1937-1939]
(Dai Saigo zenden)
EAST CLOSED DS884.S35 Z64

大東亜戦爭全史 / 服部卓四郎著. 東京 : 原書房, 昭和 40 [1965]
(Dai Toa senso zenshi)
EAST D767.2 .H38 1965

大東亜戦争全史 / 服部卓四郎著. 東京 : 鱒書房, 昭和28 [1953]
(Dai Toa senso zenshi)
EAST D767.2 .H28 1953

太宰府・宝満山の初期祭祀 : 「宝満山の地宝」拾遺 / [編集小田富士雄]. 福岡県太宰府市 : 太宰府顕彰会, 昭和58 [1983]
(Dazaifu Homanzan no shoki saishi : Homanzan no chiho shui)
EAST DS897.C467 D39 1983

大宰府の文化財 福岡県筑紫郡太宰府町 : 九州歴史資料館, 昭和49 [1974].
(Dazaifu no bunkazai )
EAST DS897.D38 D493 1974

エリツィン時代のロシアとその後 : 日露関係の展望 / 徳永昌弘, 徳田昌則編. 仙台市 : 東北大学東北アジア研究センター, 2000.
(Eritsin jidai no Roshia to sono go : Nichi-Ro kankei no tenbo)
EAST DS501 .T638 no.3

ハワイの日本人移民 : 人種差別事件が語るもうひとつの移民像 / 山本英政著. 東京 : 明石書店, 2005.
(Hawai no Nihonjin imin : jinshu sabetsu jiken ga kataru mo hitotsu no iminzo)
EAST DU624.7.J3 Y345 2005

宝満山の地宝: 宝満山の遺跡と遺物/ 小田富士雄編． 福岡県太宰府市: 太宰府天満宮文化研究所, 昭和57 [1982]
(Homanzan no chiho : Homanzan no iseki to ibutsu)
EAST DS897.C467 H66 1982

インドネシア再生ヘの挑戦 / 石田正美編. 千葉市 : アジア経済研究所, 2005.
(Indoneshia saisei e no chosen)
EAST DS644.5 .I47 2005

人口・労働問題から見た東北アジアと東南アジア : ASEAN + 3の行方を人口・労働問題から見る / 山田勝芳編. 仙台市 : 東北大学東北アジア研究センタ
ー,
2004.
(Jinko rodo mondai kara mita Tohoku Ajia to Tonan Ajia : ASEAN 3 no yukue o jinko rodo mondai kara miru)
EAST DS501 .T638 no.13

近代解放運動史研究 : 梅川文男とプロレタリア文学 / 尾西康充. 大阪市 : 和泉書院, 2006.
(Kindai kaiho undoshi kenkyu : Umekawa Fumio to puroretaria bungaku)
EAST DS897.M2958 O55 2006
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D - History: General and Outside the Americas

明治維新の舞台裹 / 石井孝著. 東京 : 岩波書店, 1960.
(Meiji Ishin no butaiura)
EAST DS881.3 .I847 1960

明治・大正期の根岸町子規庵界隈とその後 : 市民フォーラム 2003 / 磯部彰編. 仙台市 : 東北大学東北アジア研究センター, 2004.
(Meiji Taishoki no Negishi-machi Shikian kaiwai to sono go : shimin foramu 2003)
EAST DS501 .T638 no.11

メイラン日本 / G. F. メイラン著 ; 庄司三男訳. 東京 : 雄松堂, 2002.
(Meiran Nihon)
EAST DS809 .S533 2002 v.1

未完の明治維新 / 田中彰. 東京 : 三省堂, 昭和49 [1974]
(Mikan no Meiji ishin)
EAST DS881.3 .T32 1974

日本史の虛像と実像 / 和歌森太郎. 東京 : 角川書店, 昭和49 [1974]
(Nihon shi no kyozo to jitsuzo)
EAST DS834.7 .W35 1974

ノヴォシビルスクは今 徳永昌弘, 徳田昌則編 ; [編集東北大学東北アジア研究センタ－広報委員会]. 仙台市 : 東北大学東北アジア研究センタ－, 2000.

/
(Novoshibirusuku wa ima)
EAST DS501 .T638 no.1

大久保利通文書. 東京 : 日本史籍協會, 昭和2-4 [1927-1929]
(Okubo Toshimichi bunsho )
EAST DS881.5.O4 A2

大久保利通傳 / 勝田孫弥著. 東京 : 同文館, 明治 43-44 [1910-1911]
(Okubo Toshimichi den)
EAST DS881.5.O4 K38 1910

琉球王国と倭寇 : おもろの語る歴史 / 吉成直樹, 福寬美著. 東京 : 森話社, 2006.
(Ryukyu Okoku to Wako : omoro no kataru rekishi)
EAST DS895.R97 Y67 2006

西南記傳 / [編輯者黑龍會]. 東京 : 黑龍會, 明治41-44 [1908-1911]
(Seinanki den)
EAST CLOSED DS882 .S38 1908

シベリアの過去と未来 / 編訳寺山恭輔. 仙台市 : 東北大学東北アジア研究センター, 2000.
(Shiberia no kako to mirai)
EAST DS501 .T638 no.2
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シベリア通信 : 2000年-2004年 / 徳田由佳子編. 仙台市 : 東北大学東北アジア研究センター, 2004.
(Shiberia tsushin : 2000-nen-2004-nen)
EAST DS501 .T638 no.12

新技術開発ダイジェスト: 2001年-2004年 / 徳田由佳子編. 仙台市 : 東北大学東北アジア研究センター, 2005.
(Shin gijutsu kaihatsu daijesuto : 2001-nen-2004-nen)
EAST DS501 .T638 no.14

新異国叢書. 第III輯. 東京 : 雄松堂出版, 2002-2004.
(Shin ikoku sosho )
EAST DS809 .S533 2002

台湾・朝鮮・満州 : 日本の植民地の真実 / 黄文雄. 東京 : 扶桑社, 2003.
(Taiwan Chosen Manshu : Nihon no shokuminchi no shinjitsu)
EAST DS518.45 .H84 2003

東北大学東北アジア研究センター公開講演会, 三人の大統領とソ連・ロシア : ペレストロイカ, ソ連崩壊, 再興 / セルゲイ・パプコフ, 寺山恭輔, 畠 山禎.
[Sendai-shi] : 東北大学東北アジア研究センター, 2006.
(Tohoku Daigaku Tohoku Ajia Kenkyu Senta Kokai Koenkai sannin no daitoryo to Soren Roshia : peresutoroika Soren hokai saiko)
EAST DS501 .T638 no.16

うしとら / [編集東北アジア学術交流懇話会ニューズレター編集委員会]. 仙台市 : 東北アジア学術交流懇話会, 1999(Ushitora)
EAST DS501 .U87

E - History: United States

ジャパニーズ．アメリカン : 移住から自立への步み / 戶上宗賢編著 京都 : ミネルヴァ書房, 1985.
(Japanizu Amerikan : iju kara jiritsu e no ayumi)
EAST E184.J3 J362 1985

H - Social Sciences

アジアにおける循環資源貿易 / 小島道一編. 千葉市 : アジア経済研究所, 2005.
(Ajia ni okeru junkan shigen boeki)
EAST HD9975.A75 A55 2005

幕末維新經濟史硏究 : 開國と貿易 / 管野和太郎著. 京都 : ミネルヴァ書房, 昭和 36 [1961]
(Bakumatsu ishin keizaishi kenkyu : kaikoku to boeki)
EAST HF3825 .K34 1961

エルネット20年の軌跡 / [「エルネット20年の軌跡」編纂プロジェクト]. 大阪市 : エルネット, 2006.
(Erunetto 20-nen no kiseki)
EAST f HF5415.33.J3 E78 2006
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蝦夷地場所請負人 : 山田文右衛門家の活躍とその歴史的背景 / ロバート G. フラーシェム, ヨシコ N. フラーシェム. 札幌市 : 北海道出版企画セン ター,

1994.
(Ezochi basho ukeoinin : Yamada Bunemon-ke no katsuyaku to sono rekishiteki haikei)
EAST HF3829.H58 F54 1994

五代友厚傳 / 五代龍作編. 東京 : 五代龍作, 昭和8 [1933]
(Godai Tomoatsu den)
EAST CLOSED HC461.5.G6 G6 1933

鄉士制度の研究 / 小野武夫著. 東京 : 大岡山書店, 大正 14 [1925]
(Goshi seido no kenkyu)
EAST CLOSED HT653.J3 O56 1925

犯罪被害者白書. 東京 : 佐伯印刷, 平成 18 [2006](Hanzai higaisha hakusho )
EAST HV6250.3.J3 H36

働きすぎ : 労働・生活時間の社会政策 / [編集社会政策学会]. 大阪市 : 社会政策学会本部事務局 ; 京都市 : 発売元法律文化社, 2006.
(Hatarakisugi : rodo seikatsu jikan no shakai seisaku)
EAST HN722 .S332 no.15

北海道女性史研究会叢書. 旭川市 : 北海道女性史研究会, 1974(Hokkaido Joseishi Kenkyukai sosho )
EAST HQ1764.H6 H64

北海道の女たち / 高橋三枝子著. 旭川市 : 北海道女性史研究会, 1976.
(Hokkaido no onnatachi)
EAST HQ1764.H6 H64 v. 2

家 / 圖師庄一郎著. 東京 : 經營社, 明治40 [1907]
(Ie)
EAST CLOSED HQ682 .Z682 1907

格差社会への視座 : 貧困と教育機会 / [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, 2007.
(Kakusa shakai e no shiza : hinkon to kyoiku kikai)
EAST HN722 .S332 no.17

健康・医療から考える公共性 = Publicness from the perspective of health and medical care / 市野川容孝, 金泰昌編. 東京 : 東京大学出版会,
2006.
(Kenko iryo kara kangaeru kokyosei = Publicness from the perspective of health and medical care)
EAST H61.15 .K65 2001 v.19

子殺し・親殺しの背景 : 《親知らず・子知らずの時代》を考える / 中谷瑾子編. 東京 : 有斐閣, 1982.
(Kogoroshi oyagoroshi no haikei : oyashirazu koshirazu no jidai o kangaeru)
EAST HV6542 .K63 1982
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社会政策における福祉と就労 / [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, 2006.
(Shakai seisaku ni okeru fukushi to shuro)
EAST HN722 .S332 no.16

シンガポールの経済発展と日本 / 清水洋. 東京 : コモンズ, 2004.
(Shingaporu no keizai hatten to Nihon)
EAST HF1602.15.S55 S552 2004

少子化・家族・社会政策 / [編集社会政策学会]. 大阪市 : 社会政策学会本部事務局 ; 京都市 : 発売元法律文化社, 2005.
(Shoshika kazoku shakai seisaku)
EAST HN722 .S332 no.14

若者・長期化する移行期と社会政策 / [編集社会政策学会]. 大阪市 : 社会政策学会本部事務局 ; 京都市 : 発売元法律文化社, 2005.
(Wakamono chokikasuru ikoki to shakai seisaku)
EAST HN722 .S332 no.13

躍動するインド経済 : 光と陰 / 内山 [i.e. 内川] 秀二編. 千葉県千葉市 : アジア経済研究所, 2006.
(Yakudosuru Indo keizai : hikari to kage)
EAST HC435.3 .Y35 2006

J - Political Science

江戶時代の制度事典 / 大槙紫山著. [東京] : 歴史図書社, [昭和48 i.e. 1973]
(Edo jidai no seido jiten)
EAST JQ1646 .O4

K - Law

「女系天皇論」の大罪 / 小堀桂一郎, 櫻井よしこ, 八木秀次. 東京 : PHP研究所, 2006.
(Jokei tennoron no taizai)
EAST KNX2535.S92 K63 2006

日本国憲法をよむ : 英文対訳 = The Constitution of Japan / [執筆翻訳常岡 (乗本) せつ子 ... [et al.]. 東京 : 柏書房, 1993.
(Nihonkoku Kenpo o yomu : Eibun taiyaku = The Constitution pf Japan)
EAST KNX2070 .N55 1993

N - Fine Arts

アニメへの変容 : 原作とアニメとの微妙な関係 / 竹內オサム・小山昌宏編著. 東京 : 現代書館, 2006.
(Anime e no henyo : gensaku to anime to no bimyo na kankei)
EAST NC1766.J3 A5455 2006

紫陽花舍随筆 / 鏑木清方 ; [編者山田肇]. 東京 : 六興出版, 昭和53 [1978]
(Ajisai no Ya zuihitsu)
EAST ND1059.K13 A2 1978
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N - Fine Arts

江戶の画家たち / 小林忠. 東京 : ぺりかん社, 1990 (1993 printing)
(Edo no gakatachi)
EAST ND1053.5 .K614 1990

橋本関雪展 : 生誕 100年 / [図錄編集朝日新聞大阪本社企画部]. [Japan] : 朝日新聞社, 1984.
(Hashimoto Kansetsu ten : seitan 100-nen)
EAST ND1059.H375 A4 1984

近代日本絵画史 / 河北倫明, 高階秀爾著. 東京 : 中央公論社, 昭和60 [1985], c1978.
(Kindai Nihon kaigashi)
EAST ND1054.5 .K38 1985

近代日本の美術と文学 : 明治大正昭和の挿絵 / 匠秀夫著. 東京 : 木耳社, 昭和 54 [1979]
(Kindai Nihon no bijutsu to bungaku : Meiji Taisho Showa no sashie)
EAST NC991 .T34 1979

P - Language and Literature

言語類型の起源と系譜 / 近藤健二著. 東京 : 松柏社, 2005.
(Gengo ruikei no kigen to keifu)
EAST P204 .K66 2005

誇るべき物語 : 小說．ジョン万次郎 / 有明夏夫. 東京 : 小学館, 1993.
(Hokorubeki monogatari : shosetsu Jon Manjiro)
EAST PL845.R47 H65 1993

異文化間教育における日本語とその視点 : ハワイでの日本語教育と助詞の「は」と「が」 / 芥川昭寿著. 京都市 : 比叡書房, 平成11 [1999]
(Ibunkakan kyoiku ni okeru Nihongo to sono shiten : Hawai de no Nihongo kyoiku to joshi no ha to ga)
EAST PL627 .A38 1999

霧の廃墟から： 辻邦生第三エッセー集1972-1973／ [著者辻邦生]. 東京： 新潮社， 昭和51 [1976]
(Kiri no haikyo kara : Tsuji Kunio daisan esseshu 1972-1973)
EAST PL862.S73 K46 1976

漫画原論 / 四方田犬彥. 東京 : 筑摩書房, 1994.
(Manga genron)
EAST PN6710 .Y65 1994

宮古方言ノート : 複写本 / ニコライ·A·ネフスキー.
(Miyako hogen noto : fukushahon)
EAST PL693.R9 N48 2005

日本の古辞書 : 序文・跋文を読む / 高橋忠彦, 高橋久子共著. 東京 : 大修館書店, 2006.
(Nihon no kojisho : jobun batsubun o yomu)
EAST PL673 .T35 2006
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P - Language and Literature

日本語の限量表現の研究 : 量化と前提の諸相 / 山森良枝著. 東京 : 風間書房, 2006.
(Nihongo no genryo hyogen no kenkyu : ryoka to zentei no shoso)
EAST PL629.D47 Y36 2006

日本語の多義動詞 / 国広哲弥. 東京 : 大修館書店, 2006.
(Nihongo no tagi doshi)
EAST PL665 .K86 2006

連歌の発想 : 連想語彙用例辞典とそのネットワークの解析 / 山田奨治, 岩井茂樹編著. 京都市 : 国際日本文化研究センター, 2006.
(Renga no hasso : renso goi yorei jiten to sono nettowaku no kaiseki)
EAST PL732.R4 Y286 2006

「論語の世界」 : 現代に生きる論語 : 第19回慶應義塾図書館貴重書展示会 / [展示図錄編集・執筆 高橋智, 慶應義塾大学三田メディアセンター貴重書室] ;
主催 慶應義塾図書館 ; 共催慶應義塾大学附属研究所斯道文庫 ; 協賛丸善株式会社. 東京 : 慶應義塾図書館, 2006.
(Rongo no sekai : gendai ni ikiru Rongo : dai 19-kai Keio Gijuku Toshokan kichosho tenjikai)
EAST PL2471.Z7 R65 2006

大正期の青春群像 / 東珠樹. 東京 : 美術公論社, 昭和 59 [1984]
(Taishoki no seishun gunzo)
EAST PL726.6 .A98 1984

Q - Science

天文暦法と陰陽五行說 / 飯島忠夫著. 東京 : 恒星社 : 発売 厚生閣, 昭和14 [1939]
(Tenmon rekiho to inyo gogyosetsu)
EAST QB17 .I52 1939

R - Medicine

言語と妄想 : 危機意識の病理 / 宮本忠雄著. 東京 : 平凡社, 昭和49 [1974]
(Gengo to moso : kiki ishiki no byori)
EAST RC514 .M54

T - Technology

五訂増補食品成分表 2006 / 香川芳子監修. 東京 : 女子栄養大学出版部, 2005.
(Gotei zoho shokuhin seibunhyo 2006)
EAST TX551 .G685

V - Naval Science

瀬戶内水軍史 / 松岡進. 大三島町 : 愛媛県越智郡大三島町立宮浦小学校, 昭和 43 [1968]
(Setouchi suigunshi)
EAST V55.J3 N38 1968
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Z - Library Science

書物の日米関係 : リテラシー史に向けて / 和田敦彦. 東京 : 新曜社, 2007.
(Shomotsu no Nichi-Bei kankei : riterashi-shi ni mukete)
EAST Z688.J29 W33 2007
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