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 General 
 B - Philosophy, Psychology, Religion 

 新作諸祭式祝詞選集 / 御巫清勇, 本居弥生, 岡田米夫監修.  東京 : 神社新報社, 昭和 44 [1969]  
 (Shinsaku shosaishiki norito senshu) 
 EAST  BL2224.2 .S56 1969 

 靖国神社 : 日本鎮魂歌 / 山田野理夫.  東京 : 東出版, 昭和43 [1968]  
 (Yasukuni Jinja : Nihon chinkonka) 
 EAST  BL2225.T6 Y38 1968 

 D - History: General and Outside the Americas 

 足助 : 地域文化創造の50年 / 足助町観光協会.  愛知県東加茂郡足助町 : 足助町観光協会, 2005.  
 (Asuke : chiiki bunka sozo no 50-nen) 
 EAST  DS897.A743 A88 2005 

 現代中国の政治的安定 / 佐々木智弘編.  千葉市 : アジア経済研究所, 2009.  
 (Gendai Chugoku no seijiteki antei) 
 EAST  DS779.46 .G46 2009 

 戦時体験の記憶文化 / 滝沢民夫.  東京 : 有志舎, 2008.  
 (Senji taiken no kioku bunka) 
 EAST  D744.7.J3 .T36 2008 

 立ちあがる東京 : 廃墟、復興、そして喧騒の都市へ = Tokyo rising / エドワード・サイデンステッカー ; 安西徹雄訳.   
 東京 : 早川書房, 1992.  
 (Tachiagaru Tokyo : haikyo fukko soshite kenso no toshi e = Tokyo rising) 
 EAST  DS896.64 .S4316 1992 

 H - Social Sciences 

 50年のあゆみ : 社団法人日本農業機械化協会創立50周年記念誌／ 編集発行日本農業機械化協会.  東京：  
 日本農業機械化協会, 平成20 [2008]  
 (50-nen no ayumi : Shadan Hojin Nihon Nogyo Kikaika Kyokai soritsu 50-shunen kinenshi) 
 EAST  HD1486.J3 N54 2008 

 アルケア 50年史 / [編集・執筆杉井正長].  東京 : アルケア株式会社, 平成17 [2005]  
 (Arukea 50-nenshi) 
 EAST  HD9994.J34 A72 2005 

 銀座伊東屋百年史 = Ginza Ito-ya one hundred years in stationery / [編著者「銀座伊東屋百年史」編集委員会 ;  
 編集新宿書房].  東京 : 伊東屋, 2004.  
 (Ginza Itoya hyakunenshi = Ginza Ito-ya one hundred years in stationery) 
 EAST  HD9836.J34 I86 2004 

 ジェコス40年の步み, 1968-2007 / [編集ジェコス株式会社社史編纂委員会].  東京 : ジェコス株式会社, 2007.  
 (Jekosu 40-nen no ayumi 1968-2007) 
 EAST  HD9715.8.J34 J45 2007 
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 H - Social Sciences 

 自販機の時代 : "7兆円の売り子"を育てた男たちの話 / 鈴木隆  東京 : 日本経済新聞出版社, 2007.  
 (Jihanki no jidai : shichichoen no uriko o sodateta otokotachi no hanashi) 
 EAST  HF5483 .S89 2007 

 岐路に立つIMF : 改革の課題, 地域金融協力との関係 / 国宗浩三編.  千葉市 : アジア経済研究所, 2009.  
 (Kiro ni tatsu IMF : kaikaku no kadai chiiki kinyu kyoryoku to no kankei) 
 EAST  HG3881.5.I58 K57 2009 

 コクヨ100年のあゆみ / 編纂コクヨビジネスサービス株式会社 ; 制作協力株式会社DNP年史センター.  大阪市 :  
 コクヨ株式会社, 平成18 [2006]  
 (Kokuyo 100-nen no ayumi) 
 EAST  HD9800.J34 K65 2006 

 キャノン史年表 : 1997-1999 = Chronology of Canon / [コーポレートコミュニケーション本部 キャノン史編集室].   
 [東京] : [キャノン], 2000.  
 (Kyanon shi nenpyo : 1997-1999 = Chronology of Canon) 
 EAST  HD9708.5.C354 K93 2000 

 民力.  東京 : 朝日新聞社, 1965-  
 (Minryoku ) 
 EAST  HA4625 .M56 

 OCS 50年の步み : 1957-2007 / [編集海外新聞普及株式会社創立50周年記念事業実行委員会].  東京 :  
 海外新聞普及株式会社, 2007.  
 (OCS 50-nen no ayumi : 1957-2007) 
 EAST  HE5967.K35 A3 2007 

 王子製鉄50年の步み / [王子製鉄株式会社社史(50年史)編纂委員会編纂].  東京 : 王子製鉄株式会社, 2007.  
 (Oji Seitetsu 50-nen no ayumi) 
 EAST  HD9526.J34 O375 2007 

 オーストラリアの対外経済政策とASEAN / 岡本次郎著.  千葉市 : アジア経済研究所, 2008.  
 (Osutoraria no taigai keizai seisaku to asean) 
 EAST  HF1626.5.A83 O33 2008 

 L - Education 

 東北大学百年史 / [編集東北大学百年史編集委員会].  仙台市 : 東北大学出版会, 平成15 [2003]-  
 (Tohoku Daigaku hyakunenshi) 
 EAST  LG271.S4 T625 2003 

 M - Music 

 音楽敎育の礎 : 鈴木米次郎と東洋音楽学校 / 東京音楽大学創立百周年記念誌刊行委員会編 ; 武石みどり監修.  東京 :  
 春秋社, 2007.  
 (Ongaku kyoiku no ishizue : Suzuki Yonejiro to Toyo Ongaku Gakko) 
 EAST  ML33.T7 O542 2007 

 N - Fine Arts 
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 N - Fine Arts 

 1950年代日本のグラフィックデザイン : デザイナー誕生 = Japanese graphic design in the '50s : the designer is born 
  / 印刷博物館編.  東京 : 国書刊行会, 2008.  
 (1950-nendai Nihon no gurafikku dezain : dezaina tanjo = Japanese graphic design in the 50s : the designer is born) 
 EAST  NC997.A4 I58 2008 

 P - Language and Literature 

 近頃河原の達引 ; 本朝廿四孝 ; 奥州安達原 / 編集国立劇場調查資料課.  東京 : 日本芸術文化振興会, 平成 20 [2008]  
 (Chikagoro kawara no tatehiki  honchonijyushiko  oushuadachigahara) 
 EAST  PN2924.5.K3 J64 v.514 

 源氏物語の音樂 / 山田孝雄著.  東京 : 宝文館出版, 昭和44 [1969]  
 (Genji monogatari no ongaku) 
 EAST  PL788.4.G43 Y353 1969 

 源氏物語之音樂 / [著者山田孝雄].  東京 : 寶文館, 昭和 9 [1934]  
 (Genji monogatari no ongaku) 
 EAST  PL788.4.G43 Y353 

 元禄忠臣蔵 / 編集国立劇場調查資料課.  東京 : 日本芸術文化振興会, 平成 18 [2006]  
 (Genroku chushingura) 
 EAST  PN2924.5.K3 J64 v.494 

 はだしのゲン / 中沢啓治.  東京 : 汐文社, 1975-1987.  
 (Hadashi no Gen) 
 EAST  PN6790.J33 N33 1975 

 寿柱立万歲. ひらかな盛衰記. 艶容女舞衣. 契情倭荘子. 生写朝顔話 / 編集国立劇場調查資料課.  東京 :  
 日本芸術文化振興会, 平成 18 [2006]  
 (Kotobuki hashiradate manzai Hirakana seisuiki Hadesugata onna maiginu Keisei Yamato-zoshi Shoutsushi asagaobanashi) 
 EAST  PN2924.5.K3 J64 v.490 

 京をんな : 市田ヤヱ詩集 / 市田ヤエ著.  大阪市 : 六月社, 昭和 32 [1957]  
 (Kyoonna : Ichida Yae shishu) 
 EAST  PL809.C55 K96 1957 

 彩雲 / 阿万鯱人.  宮崎市 : 鉱脈社, 2002.  
 (Saiun) 
 EAST  PL822.M23 S35 2002 

 新ゴーマニズム宣言 special 台湾論 / 小林よしのり.  東京 : 小学館, 2000.  
 (Shin Gomanizumu sengen special Taiwan ron) 
 EAST  PN6790.J33 K657 2000 

 新版歌祭文 : 野崎村 / 編集国立劇場調查資料課.  東京 : 日本芸術文化振興会, 平成 19 [2007]  
 (Shinpan utazaimon : Nozakimura) 
 EAST  PN2924.5.K3 J64 vol. 501 

 Page 3 



 P - Language and Literature 

 空の扉 : 田中教子歌集.  東京 : ながらみ書房, 2008.  
 (Sora no tobira : Tanaka Noriko kashu ) 
 EAST  PL876.A636 S67 2008 

 立原道造全集 / 立原道造.  東京 角川書店 1965.  
 (Tachihara Michizo zenshu) 
 EAST  PL839 .A25 1965 

 通し狂言摂州合邦辻 / 編集国立劇場調查資料課.  東京 : 日本芸術文化振興会, 2007.  
 (Toshi kyogen Sesshu Gappo ga Tsuji) 
 EAST  PN2924.5.K3 J64 v.504 

 T - Technology 

 アデランスの步み : アデランスの三十年 : the history of Aderans / [編集株式会社アデランス広報室].  東京 :  
 株式会社アデランス, 平成10 [1998]  
 (Aderansu no ayumi : Aderansu no sanjunen : the history of Aderans) 
 EAST  TT955.A33 A33 1998 

 まんじゅう屋繁盛記 : 塩瀬の六五〇年 / 川島英子.  東京 : 岩波書店, 2006.  
 (Manjuya hanjoki : shiose no roppyaku gojunen) 
 EAST  TX783 .K39 2006 

 Z - Library Science 

 海外の日本研究図書館とその協力活動 : 第5回日本研究司書研修ワークショップ記錄 / 国際文化会館図書室編集.  東京 :  
 国際交流基金 : 発売日本図書館協会, 2001.  
 (Kaigai no Nihon kenkyu toshokan to sono kyoryoku katsudo : dai 5-kai Nihon Kenkyu Shisho Kenshu Wakushoppu kiroku) 
 EAST  Z688.J29 N54 2001 
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