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中世近世歌謡集 / 新間進一, 志田延義, 淺野建二 校注. 東京 : 岩波書店, 昭和34 [1959]
(Chusei kinsei kayoshu)
EAST REF PL753 .N55 v.44

蕪村集 ; 一茶集 / 暉峻康隆, 川島つゆ校注. 東京 : 岩波書店, 昭和 34 [1959]
(Buson shu Issa shu)
EAST REF PL753 .N55 v.58

芭蕉文集 / 杉浦正一郎, 宮本三郎, 荻野清 校注. 東京 : 岩波書店, 昭和34 [1959]
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EAST REF PL753 .N55 v.46

風土記 / 秋本吉郎校注. 東京 : 岩波書店, 1958.
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EAST REF PL753 .N55 v.2

風来山人集 / 中村幸彥 校注. 東京 : 岩波書店, 昭和36 [1961]
(Furai sanjin shu)
EAST REF PL753 .N55 v.55

義経記 / 岡見正雄校注. 東京 : 岩波書店, 昭和34 [1959]
(Gikeiki)
EAST REF PL753 .N55 v. 37

愚管抄 / 岡見正雄, 赤松俊秀 校注. 東京 : 岩波書店, 昭和42 [1967]
(Gukansho)
EAST REF PL753 .N55 v.86

方丈記 / [鴨長明著] ; 西尾実校注. 徒然草 / [吉田兼好著] ; 西尾実校注. 東京 : 岩波書店, 昭和 32 [1957]
(Hojoki)
EAST REF PL753 .N55 v.30

古代歌謡集 / 土橋實, 小西甚一 校注. 東京 : 岩波書店, 昭和32 [1957]
(Kodai kayoshu)
EAST REF PL753 .N55 v.3

古事記 ; 祝詞 / 倉野憲司, 武田祐吉校注. 東京 : 岩波書店, 昭和33 [1958]
(Kojiki Norito)
EAST REF PL753 .N55 v.1

古今和歌集 / 佐伯梅友校注. 東京 : 岩波書店, 昭和33 [1958]
(Kokin wakashu)
EAST REF PL753 .N55 v.8
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萬葉集 / 高木市之助, 五味智英, 大野晋校注. 東京 : 岩波書店, 昭和32-37 [1957-1962]
(Manyoshu)
EAST REF PL753 .N55 v.4

大鏡 / 松村博司校注. 東京 : 岩波書店, 1960.
(Okagami)
EAST REF PL753 .N55 v.21

御伽草子 / 市古貞次校著. 東京 : 岩波書店, 昭和33 [1958]
(Otogi-zoshi)
EAST REF PL753 .N55 v.38

連歌集 / 伊地知鐵男 校注. 東京 : 岩波書店, 昭和35 [1960]
(Rengashu)
EAST REF PL753 .N55 v. 39

西鶴集 / [井原西鶴著]. 東京 : 岩波書店, 昭和32-35 [1957-1960]
(Saikaku shu)
EAST REF PL753 .N55 v.48

山家集 ; 金槐和歌集 / 風卷景次郎, 小島吉雄校注. 東京 : 岩波書店, 昭和 36 [1961]
(Sankashu Kinkai wakashu)
EAST REF PL753 .N55 v.29

川柳 狂歌集 / 杉本長重, 濱田義一郎 校注. 東京 : 岩波書店, 昭和33 [1958]
(Senryu kyokashu)
EAST REF PL753 .N55 v.57

新古今和歌集 / 久松潜一, 山崎敏夫, 後藤重郎 校注. 東京 : 岩波書店, 昭和 33 [1958] (1963 printing)
(Shinkokin wakashu)
EAST REF PL753 .N55 v.28

太平記 / 後藤丹治, 釜田喜三郎, 岡 見正雄 校注. [東京] : 岩波書店, 昭和 35-37 [1960-62] (1963-64 printing)
(Taiheiki)
EAST REF PL753 .N55 v.34-36

竹取物語 / 阪倉篤義校注. 伊勢物語 / 大津有一,築島裕校注. 大和物語 / 阿部俊子,今井源衛校注. 東京 : 岩波書店,
1957.
(Taketori monogatari)
EAST REF PL753 .N55 v.9

上田秋成集 / 中村幸彥 校注. 東京 : 岩波書店, 昭和34 [1959]
(Ueda Akinari shu)
EAST REF PL753 .N55 v.56

宇治拾遺物語 / 渡邊綱也, 西尾光一 校注. 東京 : 岩波書店, 昭和35 [1960]
(Uji shui monogatari)
EAST REF PL753 .N55 v.27
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浮世風呂 / 中村通夫校注. 東京 : 岩波書店, 昭和32 [1957]
(Ukiyoburo)
EAST REF PL753 .N55 v.63

宇津保物語 / 河野多麻校注. 東京 : 岩波書店, 昭和34-37 [1959-1962]
(Utsubo monogatari)
EAST REF PL753 .N55 v.10

General

ダイソー90年の步み = Back to the Daiso / 編集者本社管理部. 大阪市 : ダイソー株式会社, 平成 17 [2005]
(Daiso 90-nen no ayumi = Back to the Daiso)
EAST AC945.M3 D36 2005

A - General Works

45年の步み. 東京 : 伯東株式会社, 平成 10 [1998]
(45-nen no ayumi )
EAST AC945.M3 H34 1998

50年を迎えて = Wing Maritime Service Corporation 50th anniversary /
[編集ウィングマリタイムサービス創立50周年記念誌編集委員会]. 横浜市 : 株式会社ウィングマリタイムサービス, 平成
(50-nen o mukaete = Wing Maritime Service Corporation 50th anniversary)
EAST AC945.T7 U46 2010

50年の軌跡と展望 / 編集·制作株式会社出版文化社. 大阪府 : 東和薬品株式会社, 平成 13 [2001]
(50-nen no kiseki to tenbo)
EAST AC945.M3 T69 2001

80年のあゆみ / [編集·制作株式会社出版文化社]. 東京: 日本信号株式会社, 2009.
(80-nen no ayumi)
EAST AC945.M3 N557 2009

Canon historical sketch : 1937-2007 / 編集·制作企画本部70年史編纂室. 東京 : Canon, 2008.
(Canon historical sketch : 1937-2007)
EAST AC945.M3 K92 2008

地域とともにつくる公立大学 : 公立大学協会60周年記念誌. 東京 : 公立大学協会, 2010.
(Chiiki to tomo ni tsukuru koritsu daigaku : Koritsu Daigaku Kyokai 60-shunen Kinenshi )
EAST AC945.O7 K68 2010

ダイトーコーポレーション75年史 / [編集株式会社ダイトーコーポレーション社史編纂室]. 東京 : Daito, 2009.
(Daito Koporeshon 75-nenshi)
EAST AC945.T7 D35 2009

大東食研50年史 : おいしさの歴史 / [編集出版文化社]. 東京 : 大東食研株式会社, 2006.
(Daito Shokken 50-nenshi : oishisa no rekishi)
EAST AC945.M3 D37 2006
Page 3

A - General Works

DNP 125 / 編纂大日本印刷社史編集委員会. 東京 : 大日本印刷株式会社 ; 2002.
(DNP 125)
EAST AC945.I5 D35 2002

福山瓦斯100年史 / [編集福山瓦斯株式会社100年史編纂委員会]. 広島県 : 福山瓦斯株式会社, 平成 22 [2010]
(Fukuyama Gasu 100-nenshi)
EAST AC945.E4 F85 2010

ゴールド工業40年史 : 1968-2007 / 編集協力株式会社牧歌舎. 大阪府 : ゴールド工業株式会社, 2008.
(Gorudo Kogyo 40-nenshi : 1668-2007)
EAST AC945.M3 G67 2008

日立情報システムズ50年史 / 編集·制作株式会社出版文化社. 東京 : 株式会社日立情報システムズ, 2010.
(Hitachi Joho Shisutemuzu 50-nenshi)
EAST AC945.M3 H58 2010

百二十周年記念誌 / [編集責任者120周年記念誌編集委員会]. 東京 : 東京都鍍金工業組合, 平成 21 [2009]
(Hyakunijisshunen kinenshi)
EAST AC945.O7 T58 2009

いのちの水の流れるままに : ショファイユの幼きイエズス修道会日本管区130年の步み, 1877-2007 /
[編集ショファイユの幼きイエズス修道会日本管区130年編集委員会]. 兵庫県 :
ショファイユの幼きイエズス修道会日本管区本部, 2007.

(Inochi no mizu no nagareru mama ni : Shofaiyu no Osanaki Iezusu Shudokai Nihon Kanku 130-nen no ayumi 1877-2007)
EAST AC945.O7 S68 2007

石川島造船化工機50年のあゆみ / [編集·発行石川島造船化工機株式会社]. 東京 : ISC, 平成 5 [1993]
(Ishikawajima Zosen Kakoki 50-nen no ayumi)
EAST AC945.M3 I83 1993

地震予知連絡会40年のあゆみ / 編集者地震予知連絡会. つくば市 : 国土地理院, 平成 21 [2009]
(Jishin Yochi Renrakukai 40-nen no ayumi)
EAST AC945.O7 J58 2009

関西スーパー50年のあゆみ = 50th anniversary of Kansai Supermarket Co., Ltd. / [編集総務グループ総務チーム].
兵庫県 : 株式会社関西スーパーマーケット, 平成 21 [2009]
(Kansai Supa 50-nen no ayumi = 50th anniversary of Kansai Supermarket Co Ltd)
EAST AC945.C6 K37 2009

甲府市醫師會百年 : 歴史と現在 / 編集甲府市医師会創立100周年記念誌編集委員会. 甲府市 : 甲府市医師会, 平成 22
[2010]
(Kofu-shi Ishikai hyakunen : rekishi to genzai)
EAST AC945.O7 K59 2010

小島鐵工所200年史 / [編集小島鐵工所200年史刊行委員会]. 高崎市 : Kojima, 平成 21 [2009]
(Kojima Tekkojo 200-nenshi)
EAST AC945.M3 K63 2009
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国土情報開発50年史 / 編集·発行国土情報開発株式会社. 東京 : 国土情報開発株式会社, 2010.
(Kokudo Joho Kaihatsu 50-nenshi)
EAST AC945.S4 K65 2010

更生の礎 / [編集函館保護司会連合会創立60周年記念誌編纂委員会]. 函館市 : 函館保護司会連合会, 平成 22 [2010]
(Kosei no ishizue)
EAST AC945.O7 H35 2010

栗本鐵工所百年記念誌 : 百歲のしるべ / 編集100周年プロジェクト. 大阪市 : 栗本鐵工所, 2010.
(Kurimoto Tekkojo hyakunen kinenshi : hyakusai no shirube)
EAST AC945.M3 K88 2010

みんぱく2007 : 国立民族学博物館開館30周年記念事業報告 / 編集·発行大学共同利用機関法人人間文化研究機構,
国立民俗学博物館. 大阪府吹田市 : 国立民族学博物館, 平成 20 [2008]
(Minpaku 2007 : Kokuritsu Minzokugaku Hakubutsukan kaikan 30-shunen kinen jigyo hokoku)
EAST AC945.O7 K62 2008

三丸興行150年の步み. 横浜市 : 三丸興行株式会社, 2009
(Mitsumaru Kogyo 150-nen no ayumi )
EAST AC945.R4 M58 2009

日本人間ドック学会創立50周年記念史 /
[編集公益社団法人日本人間ドック学会,日本人間ドック学会創設50周年記念事業実行委員会]. 東京 : 日本病院会, 平成 21
(Nihon Ningen Dokku Gakkai soritsu 50-shunen kinenshi)
EAST AC945.O7 N536 2009

日本薬局協励会六十年史 : 最近10年の步み / [編纂社団法人日本薬局協励会総務広報委員会]. 東京 : 日本薬局協励会,
2009.
(Nihon Yakkyoku Kyoreikai rokujunenshi : saikin 10-nen no ayumi)
EAST AC945.O7 N5535 2009

日産車体60年の步み : 激動のこの10年 : 1999-2009 / 編集, 制作日産車体株式会社総務部, (株)プロスタッフ事務センター.
平塚市 : 日産車体株式会社, 2010.
(Nissan Shatai 60-nen no ayumi : gekido no kono 10-nen : 1999-2009)
EAST AC945.M3 N567 2010

龍谷大学三五〇年の步み / 編集協力龍谷大学三百五十年史編集委員会. 京都市 : 龍谷大学, 1989.
(Ryukoku Daigaku sanbyaku gojunen no ayumi)
EAST AC945.E3 R85 1989

三和機材50年のあゆみ. 東京 : 三和機材株式会社, 平成 17 [2005]
(Sanwa Kizai 50-nen no ayumi )
EAST AC945.M3 S257 2009

四国放送の50年 / [編集 四国放送社史編纂室]. 徳島市 : 四国放送, 2002.
(Shikoku Hoso no 50-nen)
EAST AC945.I5 S54 2002
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信頼のブランド : SMKの80年 / [編集SMK株式会社社史編纂委員会 ; 制作協力株式会社DNP年史センター]. 東京 :
SMK株式会社, 2006.
(Shinrai no burando : SMK no 80-nen)
EAST AC945.M3 S62 2006

昭和電線商事株式会社創業50年史 / 編集創業50年史社史編纂委員会. 東京 : 昭和電線商事株式会社, 1997.
(Showa Densen Shoji Kabushiki Kaisha sogyo 50-nenshi)
EAST AC945.M3 S57 1997

昭和図書50年史 : 昭和34年-平成21年 / 編集昭和図書株式会社社史編纂室. 東京 : 昭和図書株式会社, 2009.
(Showa Tosho 50-nenshi : Showa 34-nen-Heisei 21-nen)
EAST AC945.I5 S555 2009

創業七十年のあゆみ / 編集弘電社社史編纂委員会. 東京 : 株式会社弘電社, 昭和 56 [1981]
(Sogyo nanajunen no ayumi)
EAST AC945.M3 K625 1981

走路無限. 東京 : 全国軽自動車協会連合会, 平成 1- [1989](Soro mugen )
EAST AC945.O7 Z49 1989

住友ゴム100年史 / 編纂100年史編纂チーム. 神戶市 : 住友ゴム工業株式会社, 2009.
(Sumitomo Gomu 100-nenshi)
EAST AC945.M3 S85 2009

栃木県立岡本台病院50周年記念誌 / 編集栃木県立岡本台病院50周年記念誌編集委員会. 栃木県 : 栃木県立岡本台病院,
平成 21 [2009]
(Tochigi Kenritsu Okamotodai Byoin 50-shunen kinenshi)
EAST AC945.O7 T53 2009

特別攻撃隊全史 / [編者(財)特攻隊戦没者慰霊平和祈念協会]. 東京 : 特攻隊戦没者慰霊平和祈念協会, 2008.
(Tokubetsu kogekitai zenshi)
EAST AC945.O7 T54 2008

徳島大学60年史 / [編集·発行徳島大学60年史編集小委員会]. 徳島市 : 国立大学法人徳島大学, 平成 22 [2010]
(Tokushima Daigaku 60-nenshi)
EAST AC945.E3 T64 2010

虎の門病院五十年史 / 編集·制作株式会社出版文化社. 東京 : 虎の門病院, 2008.
(Toranomon Byoin gojunenshi)
EAST AC945.O7 T67 2008

有限責任中間法人大学出版部協会 45年の步み = The Association of Japanese University Presses, the 45th anniversary
/ [編集大学出版部協会]. 東京 : 大学出版部協会事務局, 2008.

(Yugen Sekinin Chukan Hojin Daigaku Shuppanbu Kyokai 45-nen no ayumi = The Association of Japanese University Presses the 45th
anniversary)
EAST AC945.I5 D33 2008

財団創立50周年記念全日本仏教会の步みと展望. 東京 : 全日本仏教会, 2009.
(Zaidan soritsu 50-shunen kinen Zen Nihon Bukkyokai no ayumi to tenbo )
EAST AC945.O7 Z34 2009
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全国家庭科教育協会60周年記念誌 / 編集60周年記念誌編集委員会. 東京 : 全国家庭科教育協会, 平成 22 [2010]
(Zenkoku Kateika Kyoiku Kyokai 60-shunen Kinenshi)
EAST AC945.O7 Z48 2010

全浴連五十年 : 来し方から展望へ / [全国公衆浴場業生活衛生同業組合連合会50周年記念事業実行委員会]. 東京 :
全国公衆浴場業生活衛生同業組合連合会, 平成 20 [2008].
(Zenyokuren gojunen : koshikata kara tenbo e)
EAST AC945.O7 Z54 2008

B - Philosophy, Psychology, Religion

道教の世界 / 窪徳忠. 東京 : 学生社, 昭和 62 [1987]
(Dokyo no sekai)
EAST BL1920 .K77 1987

D - History: General and Outside the Americas

アジア．中東動向年報. 東京都 : アジア経済研究所 : 発売元アジア経済出版会, 1982-1987.
(Ajia Chuto doko nenpo )
EAST DS1 .A4716

中国近代外交の形成 / 川島真著. 名古屋市 : 名古屋大学出版会, 2004.
(Chugoku kindai gaiko no keisei)
EAST DS775.8 .K39 2004

デ·サンデ天正遣欧使節記 / 泉井久之助 ... [et al.] 訳. 東京 : 雄松堂書店, 昭和49 [1969]
(De Sande Tensho Keno Shisetsu ki)
EAST DS808 .S5 1968 v. 5

ディアス·コバルビアス日本旅行記 / 大垣貴志郎, 坂東省次訳. 東京 : 雄松堂出版, 昭和58 [1983]
(Diasu Kobarubiasu Nihon ryokoki)
EAST DS809 .S53 1982 v. 7

この国をなぜ愛せないのか : 論戦 2006 / 桜井良子. 東京 ： ダイヤモンド社, 2006.
(Kono kuni o naze aisenai noka : ronsen 2006)
EAST DS891 .S25 2006

このまま滅ぶな, 日本 : 論戦 2004 / 櫻井よしこ著. 東京 : ダイヤモンド社, 2004.
(Konomama horobuna Nihon : ronsen 2004)
EAST DS891 .S35 2004

日本の危機. 2, 解決への助走 / 櫻井よしこ. 東京 : 新潮社, 2000.
(Nihon no kiki )
EAST DS822.5 .S262 2000

日本よ、「歴史力」を磨け : 「現代史」の呪縛を解く / 櫻井よしこ編. 東京 : 文藝春秋, 2007.
(Nihon yo rekishiryoku o migake : gendaishi no jubaku o toku)
EAST DS889 .N54 2007
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D - History: General and Outside the Americas

日本よ, 勁き国となれ: 論戦2007 / 櫻井よしこ. 東京 : ダイヤモンド社, 2007.
(Nihon yo tsuyoki kuni to nare : ronsen 2007)
EAST DS891 .S258 2007

よみがえる四川文明 : 三星堆と金沙遺跡の秘宝展 = Civilization of ancient Sichuan : treasures from Sanxingdui and
Jinsha / [監修鶴間和幸 ; 編集共同通信社]. [Tokyo] : 共同通信社, c2004.

(Yomigaeru Shisen bunmei : Sanseitai to Kinsa iseki no hiho ten = Civilization of ancient Sichuan : treasures from Sanxingdui and Jinsha)
EAST DS793.S8 S26 2004

H - Social Sciences

権力の道化 / 櫻井よしこ. 東京 : 新潮社, 2004.
(Kenryoku no doke)
EAST HE365.J32 S25 2004

K - Law

気高く、強く、美しくあれ : 日本の復活は憲法改正からはじまる / 櫻井よしこ. 東京 : 小学館, 2006.
(Kedakaku tsuyoku utsukushiku are : Nihon no fukkatsu wa kenpo kaisei kara hajimaru)
EAST KNX2070 .S355 2006

L - Education

大学法人化 / 中井浩一. 東京 : 中央公論新社, 2004.
(Daigaku hojinka)
EAST LB2328.62.J3 N35 2004

N - Fine Arts

国宝鑑真和上展 : 唐招提寺金堂平成大修理記念 / [編集小野雅弘]. 東京 : TBS, c2006.
(Kokuho Ganjin Wajo ten : Toshodaiji kondo Heisei daishuri kinen)
EAST N8193.J3 K6355 2006

日本の彫刻 / 編集者 今泉篤男, 岡鹿之助, 瀧口修造. 東京 : 美術出版社, 1951-1952.
(Nihon no chokoku)
EAST f NB1053 .N53

P - Language and Literature

映画旬報. 東京 : ゆまに書房, 2004.
(Eiga junpo )
EAST PN1993.5.J3 S57 2002

[源氏物語]. 洛陽 [Kyoto] : 八尾勘兵衛開板, 承應 3 [1654]
([Genji monogatari] )
ASIA SPEC PL788.4. .G4 1654
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P - Language and Literature

樋口一葉の世界 / 前田愛. 東京 : 平凡社, 1978.
(Higuchi Ichiyo no sekai)
EAST PL808.I4 Z725

浄瑠璃集 / 乙葉弘, 鶴見誠校注. 東京 : 岩波書店, 昭和34-35 [1959-1960]
(Joruri shu)
EAST PL753 .N55 v.51

歌舞伎脚本集 / 浦山政雄, 松崎仁 校注. 東京 : 岩波書店, 昭和 35-36 [1960-1961]
(Kabuki kyakuhonshu)
EAST PL753 .N55 v.54

川端康成全集. 東京, 新潮社, 昭和34-37 [1959-1962 ; v. 12, 1960]
(Kawabata Yasunari zenshu )
EAST PL832 .A9

今昔物語集 / 山田孝雄 ... [et al.] 校注. 東京 : 岩波書店, 昭和34-38 [1959-1963]
(Konjaku monogatari shu)
EAST PL753 .N55 v.22

教師宮沢賢治のしごと / 畑山博. 東京 : 小学館, 1988.
(Kyoshi Miyazawa Kenji no shigoto)
EAST PL833.I95 Z667 1988

日本映画. 東京 : ゆまに書房, 2002-2003.
(Nihon eiga )
EAST PN1993.5.J3 S57 2002

日本語の真相 / 李寧熙. 東京 : 文藝春秋, 1994.
(Nihongo no shinso)
EAST PL664.K6 Y5 1994

R - Medicine

龍平の現在 = Kawada Ryuhei present / 川田龍平. 東京 : 三省堂, 1996.
(Ryuhei no ima = Kawada Ryuhei present)
EAST RC607.A26 K393 1996

龍平とともに : 薬害エイズとたたかう日々 / 川田悦子. 東京 : 岩波書店, 1996.
(Ryuhei to tomo ni : yakugai eizu to tatakau hibi)
EAST RC607.A26 K4 1997
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