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 General 
 A - General Works 

 20年のあゆみ : 淡路人形浄瑠璃資料館開設20周年記念誌  / 編集発行南あわじ市淡路人形浄瑠璃資料館.  兵庫県南あわじ市 
  : 南あわじ市淡路人形浄瑠璃資料館, 平成 22 [2010]  
 (20-nen no ayumi : Awaji Ningyo Joruri Shiryokan kaisetsu 20-shunen kinenshi) 
 EAST  AC945.O7 M46 2010 

 愛されつづけて100年 : カーネーション生産の歴史 / 編集カーネーション生産100周年記念誌編集委員会.  東京 :  
 日本花き生産協会カーネーション部会, 平成 21[2009]  
 (Aisare tsuzukete 100-nen : kaneshon seisan no rekishi) 
 EAST  AC945.O7 N52278 2009 

 新たな進化の20年 : 創業120年 / 編集·発行稲畑産業株式会社.  大阪市 : 稲畑産業株式会社, 2011.  
 (Arata na shinka no 20-nen : sogyo 120-nen) 
 EAST  AC945.C6 I53 2011 

 明日への架け橋 : 復建調查設計60年のあゆみ / 企画·編集60年誌編集委員会総務部編集室.  広島市 : 復建調查設計株式会社, 
  平成 18 [2006]  
 (Asu e no kakehashi : Fukken Chosa Sekkei 60-nen no ayumi) 
 EAST  AC945.C7 F87 2006 

 中国電力50年史 : あなたとともに、地球とともに / [編集中国電力50年史社史編集小委員会].  広島市 :  
 中国電力株式会社, 平成 13 [2001]  
 (Chugoku Denryoku 50-nenshi : anata to tomoni chikyu to tomoni) 
 EAST  AC945.E4 C49 2001 

 中日新聞社友会五十年史 : 時代とともに新聞とともに / 編集中日新聞社社友会五十年史編纂委員会.  名古屋市 :  
 中日新聞社社友会, 平成 23 [2011]  
 (Chunichi Shinbun Shayukai gojunenshi : jidai to tomoni shinbun to tomoni) 
 EAST  AC945.I5 C46 2011 

 Dのプロジェクト : 大紀アルミニウム工業所60周年記念誌 / 編集60周年記念誌編纂委員会.  大阪市 :  
 大紀アルミニウム工業所, 平成 21 [2009]  
 (D no purojekuto : Daiki Aruminiumu Kogyosho 60-shunen kinenshi) 
 EAST  AC945.M3 D357 2009 

 第一法規の100年 そして-- .  東京 : 第一法規出版, 2003.  
 (Daiichi Hoki no 100-nen soshite--  ) 
 EAST  AC945.I5 D38 2003 

 「大紀now」五十周年記念誌 / 編集大紀now編集委員会.  大阪市 : 大紀アルミニウム工業所, 平成 11 [1999]  
 (Daiki now gojisshunen kinenshi) 
 EAST  AC945.M3 D357 1999 

 大和証券投資信託委託50年史 / 制作協力株式会社DNP年史センター.  東京 : 大和証券投資信託委託株式会社, 2010.  
 (Daiwa Shoken Toshi Shintaku Itaku 50-nenshi) 
 EAST  AC945.F5 D35 2010 
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 弾性夢限 : ニッパツ70年の步み / [編集日本発条株式会社企画本部経営企画部広報グループ ;  
 制作凸版印刷(株)年史センター].  横浜市 : 日本発条株式会社, 2010.  
 (Dansei mugen : Nippatsu 70-nen no ayumi) 
 EAST  AC945.M32 H38 2010 

 DNA of Horiba : 堀場製作所創立50周年記念誌 / 編集協力(株)工作舎.  京都市 : 株式会社堀場製作所, 2003.  
 (DNA of Horiba : Horiba Seisakujo soritsu 50-shunen kinenshi) 
 EAST  AC945.M3 H67 2003 

 独創企業フォトロン40年のあゆみ / 編集·制作株式会社出版文化社.  東京 : 株式会社フォトロン, 2010.  
 (Dokuso kigyo Fotoron 40-nen no ayumi) 
 EAST  AC945.M3 F68 2010 

 青山学院八十五年史／ 古坂嵒城著.  東京： 青山学院大学, 昭和34 [1959]  
 (Aoyama Gakuin hachijugonenshi) 
 EAST  AC945.E3 A58 1959 

 電池工業会10年史 : 平成9-18年度 / [編集社団法人電池工業会].  東京 : 電池工業会, 平成 20 [2008]  
 (Denchi Kogyokai 10-nenshi : Heisei 9-18-nendo) 
 EAST  AC945.O7 D46 2008 

 復建調查設計50年誌 / 企画·編集50年誌編纂委員会総務部編纂室.  広島市 : 復建調查設計株式会社, 平成 8 [1996]  
 (Fukken Chosa Sekkei 50-nenshi) 
 EAST  AC945.C7 F87 1996 

 フルノ60年史 : 知恵と創造の物語 :  for the next stage / 編集·制作株式会社出版文化社.  兵庫県西宮市 :  
 古野電気株式会社, 2008.  
 (Furuno 60-nenshi : chie to sozo no monogatari : for the next stage) 
 EAST  AC945.M3 F87 2008 

 五十年のあゆみ / [編集大阪軽金属商協会創立50周年記念誌編集委員会 ; 制作株式会社産業新聞社].  大阪市 :  
 大阪軽金属商協会, 2011.  
 (Gojunen no ayumi) 
 EAST  AC945.O7 O873 2011 

 群馬県企業局史. 続 : 五十周年.  前橋市 : 群馬県企業局, 平成 20 [2008]  
 (Gunma-ken Kigyokyokushi gojisshunen ) 
 EAST  AC945.G63 G86 2008 

 ひがしん誕生10周年 / 編集ひがしん誕生10周年記念プロジェクト委員会 ; 制作金融タイムス社出版事業部.  東京 :  
 東京東信用金庫, 平成 21 [2009]  
 (Higashin tanjo 10-shunen) 
 EAST  AC945.F5 T64 2009 

 拓く : Elnet 20年 / 編集者西沢康.  東京 : 株式会社エレクトロニック·ライブラリー, 2007.  
 (Hiraku : Elnet 20-nen) 
 EAST  AC945.I5 E74 2007 
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 北海道大学キリスト教青年会の步み : 羊たちの群像 / 著者土屋博, 寺岡宏.  札幌市 : 北海道大学キリスト教青年会理事会, 
  2009.  
 (Hokkaido Daigaku Kirisutokyo Seinenkai no ayumi : hitsujitachi no gunzo) 
 EAST  AC945.E3 H63 2009 

 いちよし証券60年史 : 1950-2010.  東京 : いちよし証券株式会社, 2011.  
 (Ichiyoshi Shoken 60-nenshi : 1950-2010 ) 
 EAST  AC945.F5 I35 2011 

 飯島記念食品科学振興財団20年の步み / [制作20周年記念誌編集委員会].  千葉県市川市 : 飯島記念食品科学振興財団,  
 2004.  
 (Iijima Kinen Shokuhin Kagaku Shinko Zaidan 20-nen no ayumi) 
 EAST  AC945.O7 I45 2004 

 一光寺開山四百六十年史 : 浄土宗開祖法然上人八百年大遠忌 / 監修田村圓澄.  福岡県福岡市 : 一光寺, 2011.  
 (Ikkoji kaizan yonhyakurokujunenshi : Jodoshu kaiso Honen Shonin happyakunen daionki) 
 EAST  AC945.O7 I46 2011 

 岩谷産業八十年史 : 1930-2010 / [編纂岩谷産業株式会社創業80周年記念事業委員会].  大阪市 : 岩谷産業株式会社, 平成  
 22 [2010]  
 (Iwatani Sangyo hachijunenshi : 1930-2010) 
 EAST  AC945.E4 I95 2010 

 岩手医科大学八十年史 : 思源 / 編纂者岩手医科大学八十年史編纂委員会.  岩手県盛岡市 : 岩手医科大学, 平成 20 [2008] 
   
 (Iwate Ika Daigaku hachijunenshi : shigen) 
 EAST  AC945.E3 I93 2008 

 自由民主党茨城県連五十年の步み(II) / 制作茨城新聞社.  茨城県水戶市 : 自由民主党茨城県支部連合会, 2009.  
 (Jiyu Minshuto Ibaraki Kenren gojunen no ayumi (II)) 
 EAST  AC945.G65 J58 2009 

 静居寺五百年史 / 編纂静居寺五百年史編纂委員会.  静岡県島田市 : 静居寺, 平成 22 [2010]  
 (Jokoji gohyakunenshi) 
 EAST  AC945.O7 J65 2010 

 川並香順総合資料集 / 編集聖徳大学川並記念図書館.  千葉県松戶市 : 聖徳学園, 平成 11 [1999]  
 (Kawanami Kojun sogo shiryoshu) 
 EAST  AC945.E3 S45 1999 

 川崎競馬開設60周年.  川崎市 : 神奈川県川崎競馬組合, 平成 22 [2010]  
 (Kawasaki Keiba kaisetsu 60-shunen ) 
 EAST  AC945.O7 A448 2010 

 建築業協会五十年史 / [編集責任者大久保和夫].  東京 : 建築業協会, 2009.  
 (Kenchikugyo Kyokai gojunenshi) 
 EAST  AC945.O7 K458 2009 

 近畿日本鉄道100年のあゆみ : 1910-2010 / 編集協力凸版印刷株式会社.  大阪市 : 近畿日本鉄道株式会社, 平成 22 [2010] 
   
 (Kinki Nihon Tetsudo 100-nen no ayumi : 1910-2010 ) 
 EAST  AC945.T7 K56 2010 
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 近畿車輌のあゆみ : 創業90周年記念 / 編集·制作株式会社出版文化社.  東大阪市 : 近畿車輌株式会社, 平成 23 [2011]  
 (Kinki Sharyo no ayumi : sogyo 90-shunen kinen) 
 EAST  AC945.T7 K58 2011 

 国立循環器病センター創立三十周年記念誌 / 編集30周年記念誌編集委員会.  大阪府吹田市 : 国立循環器病センター, 平成  
 20 [2008]  
 (Kokuritsu Junkankibyo Senta soritsu sanjushunen kinenshi) 
 EAST  AC945.O7 K597 2008 

 更生保護50年史 : 地域社会と共に步む更生保護 : 更生保護制度施行50周年記念 / [編集更生保護50年史編集委員会].  東京  
 : 全国保護司連盟, 全国更生保護法人連盟, 日本更生保護協会, 平成12 [2000]  
 (Kosei hogo 50-nenshi : chiiki shakai to tomo ni ayumu kosei hogo : kosei hogo seido shiko 50-shunen kinen) 
 EAST  AC945.O7 Z475 2000 

 更生保護60年史 : 地域社会に生きる更生保護 : 更生保護制度施行60周年記念  / [編集更生保護60年史編集委員会].  東京  
 : 全国保護司連盟, 全国更生保護法人連盟, 日本更生保護協会, 平成22 [2010]  
 (Kosei hogo 60-nenshi : chiiki shakai ni ikiru kosei hogo : kosei hogo seido shiko 60-shunen kinen) 
 EAST  AC945.O7 Z475 2010 

 興和百年史 / 編集·発行興和紡績株式会社, 興和株式会社.  名古屋市 : 興和紡績株式会社 : 興和株式会社, 平成 6 [1994] 
   
 (Kowa hyakunenshi) 
 EAST  AC945.M3 K73 1994 

 マンダム五十年史.  大阪市 : 株式会社マンダム, 昭和 53 [1978]  
 (Mandamu gojunenshi ) 
 EAST  AC945.M3 M32 1978 

 水を語る : 新澙市水道100年誌 / 編集·発行新澙市水道局.  新澙市 : 新澙市水道局, 平成 23 [2011]  
 (Mizu o kataru : Niigata-shi suido 100-nenshi) 
 EAST  AC945.E4 N56 2011 

 水先人が語る日本の港湾 / [編集社団法人日本船長協会].  東京 : 社団法人日本船長協会, 2010.  
 (Mizusakinin ga kataru Nihon no kyowan) 
 EAST  AC945.O7 N5485 2010 

 向井建設百年史 : 1908-2008 : 創業100周年記念 / 編集「向井建設百年史」編纂委員会.  東京 : 向井建設株式会社, 平成  
 22 [2010]  
 (Mukai Kensetsu hyakunenshi : 1908-2008 : sogyo 100-shunen kinen) 
 EAST  AC945.C7 M85 2010 

 武蔵野美術大学のあゆみ : 1929-2009 / 編者武蔵野美術大学八〇周年記念誌編集委員会.  東京 : 武蔵野美術大学出版局,  
 2009.  
 (Musashino Bijutsu Daigaku no ayumi : 1929-2009) 
 EAST  AC945.E3 M87 2009 

 ネスレジャパングループ90年のあゆみ = Nestlé  Japan Group's 90th anniversary.  神戶市 : Nestle, 2003.  
 (Nesure Japan Gurupu 90-nen no ayumi = Nestle Japan Groups 90th anniversary ) 
 EAST  AC945.M3 N46 2003 

 日タイ修好120周年 2007 = ��� � ���	
�	��������� ���-����� ����  [東京 : 在京タイ王国大使館, 2007]  
 (Nichi-Tai shuko 120-shunen 2007 = 120 pi khwamsamphan kanthut Thai-Yipun 2550 ) 
 EAST  AC945.G65 T53 2007 
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 日本大学のあゆみ.  埼玉県所沢市 : 日本大学広報部大学史編纂課, 平成 23 [2011]  
 (Nihon Daigaku no ayumi ) 
 EAST  AC945.E3 N52 2011 

 日本キリスト教団上総大原教会百年史 / [編集上総大原教会百年史編集委員会].  いすみ市 : 上総大原教会, 2010.  
 (Nihon Kirisuto Kyodan Kazusa Ohara Kyokai hyakunenshi) 
 EAST  AC945.O7 K42 2010 

 日本基督教団郡山細沼教会百年史 / 執筆者庄司一幸 ; 編集郡山細沼教会百年史編纂委員会.  郡山市 :  
 日本基督教団郡山細沼教会教会設立百周年記念実行委員会, 2010.  
 (Nihon Kirisuto Kyodan Koriyama Hosonuma Kyokai hyakunenshi) 
 EAST  AC945.O7 K72 2010 

 日本の武道 : 日本武道協議会設立30周年記念 / 日本武道館編.  東京 : 日本武道館, 平成 19 [2007]  
 (Nihon no budo : Nihon Budo Kyogikai setsuritsu 30-shunen kinen) 
 EAST  AC945.O72 B84 2007 

 日本プラモデル50年史 : 1958-2008 = The chronicle of Japanese plastic models / [編者日本プラモデル工業協同組合].  
  東京 : 日本プラモデル工業協同組合 : 文芸春秋企画出版部 : 発売文藝春秋, 2008.  
 (Nihon puramoderu 50-nenshi : 1958-2008 = The chronicle of Japanese plastic models) 
 EAST  AC945.O7 N5456 2008 

 日韓経済協会50年史 : 日韓経済交流発展の步み / 編集·発行日韓経済協会.  東京 : 日韓経済協会, 2010.  
 (Nikkan Keizai Kyokai 50-nenshi : Nikkan keizai koryu hatten no ayumi) 
 EAST  AC945.O7 N57 2010 

 岡村製作所60年史 / 編集株式会社岡村製作所60周年記念社史編纂委員会 ; 制作凸版印刷(株)年史センター.  横浜市 :  
 株式会社岡村製作所, 2006.  
 (Okamura Seisakujo 60-nenshi) 
 EAST  AC945.M3 O52 2006 

 沖縄市水道通水50周年記念誌 / 編集沖縄市水道史編集委員会.  沖縄市 : 沖縄市水道局, 平成 21 [2009]  
 (Okinawa-shi suido tsusui 50-shunen kinenshi) 
 EAST  AC945.E4 O55 2009 

 大阪連合20年史 : 未来へつなげよう組合員と家族と地域の絆  = The history of Rengo Osaka for 20 years   /  
 [編集連合大阪結成20周年記念誌編集部会].  大阪市 : 日本労働組合総連合会大阪府連合会, 2010.  
 (Osaka Rengo 20-nenshi : mirai e tsunageyo nakama to kazoku to chiiki no kizuna = The history of Rengo Osaka for 20 years) 
 EAST  AC945.O72 R63 2010 

 大竹組八十年史 = Otakegumi 80th anniversary / [大竹組80年史編集委員会].  徳島市 : 大竹組, 平成 16 [2004]  
 (Otakegumi hachijunenshi = Otakegumi 80th anniversary) 
 EAST  AC945.C7 O85 2004 

 おやつカンパニー創立60周年記念誌 / 編集60周年記念誌編纂委員会.  三重県津市 : 株式会社おやつカンパニー, 平成 22  
 [2010]  
 (Oyatsu Kanpani soritsu 60-shunen kinenshi) 
 EAST  AC945.M3 O93 2010 
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 連合大阪結成10周年記念誌 = Osaka Local of Japanese Trade Union Confederaton (Rengo Osaka) 10th anniversary  
 edition  / [編集連合大阪結成10周年記念誌 編纂部会].  大阪市 : 日本労働組合総連合会大阪府連合会, 2000.  
 (Rengo Osaka kessei 10-shunen kinenshi = Osaka Local of Japanese Trade Union Confederaton (Rengo Osaka) 10th anniversary edition) 

 EAST  AC945.O72 R63 2000 

 琉薬五十年史 / 「琉薬五十年史」編集委員会.  沖縄県 : 株式会社琉薬, 平成 17 [2005]  
 (Ryuyaku gojunenshi) 
 EAST  AC945.M3 R95 2005 

 「最近10年のあゆみ」 : 日本民営鉄道協会創立40周年記念  / 編集社団法人日本民営鉄道協会.  東京 : 日本民営鉄道協会, 
  平成 19 [2007]  
 (Saikin 10-nen no ayumi : Nihon Minei Tetsudo Kyokai soritsu 40-shunen kinen) 
 EAST  AC945.O72 M56 2007 

 産業財産権制度125周年記念誌 : 産業財産権制度この15年の步み / [編集·発行特許庁].  東京 : 特許庁, 平成 22 [2010]  
 (Sangyo zaisanken seido 125-shunen kinenshi : sangyo zaisanken seido kono 15-nen no ayumi) 
 EAST  AC945.G62 T62 2010 

 青雲の翔 : ドミニカ共和国日本人農業移住者50年の道 / 編集ドミニカ共和国日本人農業移住50年記念誌編纂委員会 ;  
 編者岳釜徹.  Santo Domingo : ドミニカ日本人移住50周年記念祭執行委員会記念誌編纂委員会, 2009.  
 (Seiun no sho : Dominika kyowakoku Nihonjin nogyo ijusha 50-nen no michi) 
 EAST  AC945.O7 D64 2009 

 社団法人日本食品·バイオ知的財産権センター三十年史.  東京 : 社団法人日本食品·バイオ知的財産権センター, 平成 23  
 [2011]  
 (Shadan Hojin Nihon Shokuhin Baio Chiteki Zaisan Senta sanjunenshi ) 
 EAST  AC945.O72 S56 2011 

 社団法人全日本コーヒー協会の步み / 編集·制作社団法人全日本コーヒー協会.  東京 : 全日本コーヒー協会, 2010.  
 (Shadan Hojin Zen Nihon Kohi Kyokai no ayumi) 
 EAST  AC945.O73 K64 2010 

 写真で見る弘前大学 : 弘前大学創立六十周年記念ビジュアル版 /  
 編集者弘前大学創立60周年記念事業運営委員会60年史編纂専門委員会 = A pictorial record of Hirosaki University,  
 1999-2009 : a visual collection commemorating the 60th anniversary of the founding of Hirosaki University / the  
 (Shashin de miru Hirosaki Daigaku : Hirosaki Daigaku soritsu rokujisshunen bijuaruban) 
 EAST  AC945.E3 H57 2009b 

 澁澤倉庫株式会社三十年小史 ; 澁澤倉庫六十年史 / [解說宮里立士].  東京 : ゆまに書房, 2009.  
 (Shibusawa Soko Kabushiki Kaisha sanjunen shoshi  Shibusawa Soko rokuju nenshi) 
 EAST  AC945.T7 S55 2009 

 「嶋路·井筒」の薬業八十五年史 / 編集(株)井筒クラヤ三星堂社史編纂委員会.  京都市 : 井筒クラヤ三星堂, 平成 21  
 [2009]  
 (Shimaji Izutsu no yakugyo hachijugonenshi) 
 EAST  AC945.M3 S535 2009 

 嶋路のあゆみ : 嶋路株式会社六十年史 / 執筆·製作現代社史·年史研究所.  京都市 : 嶋路株式会社, 昭和 63 [1988]  
 (Shimaji no ayumi : Shimaji Kabushiki Kaisha rokujunenshi) 
 EAST  AC945.M3 S535 1988 
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 証券決済制度改革10年史 / 発行·編集株式会社証券保管振替機構 ; 制作協力株式会社DNP年史センター.  東京 :  
 株式会社証券保管振替機構, 2010.  
 (Shoken kessai seido kaikaku 10-nenshi) 
 EAST  AC945.F5 A247 2010 

 創立130周年記念誌 / [編集創立百三十周年記念行事委員会].  愛媛県今治市： 日本キリスト教団今治教会, 2009.  
 (Soritsu 130-shunen kinenshi) 
 EAST  AC945.O7 I47 2009 

 創立50周年記念誌.  札幌市 : 北海道文化団体協議会, 平成22 [2008]  
 (Soritsu 50-shunen kinenshi ) 
 EAST  AC945.O7 H62 2008 

 創立百周年記念誌 / [編集創立100周年記念実行委員会].  栃木県佐野市 : 栃木県石灰工業協同組合, 平成 22 [2010]  
 (Soritsu hyakushunen kinenshi) 
 EAST  AC945.O7 T52 2010 

 高島屋百年史 / [解說末田智樹].  東京 : ゆまに書房, 2009.  
 (Takashimaya hyakunenshi) 
 EAST  AC945.C6 T35 2009 

 東京証券取引所60年史.  東京 : 東京証券取引所グループ, 平成 22 [2010]  
 (Tokyo Shoken Torihikijo 60-nenshi ) 
 EAST  AC945.F5 T655 2010 

 糖尿病学の変遷を見つめて : 日本糖尿病学会50年の歴史 / 編集日本糖尿病学会設立50周年記念誌作成委員会.  東京 :  
 社団法人日本糖尿病学会, 2008.  
 (Tonyobyogaku no hensen o mitsumete : Nihon Tonyobyo Gakkai 50-nen no rekishi) 
 EAST  AC945.O72 T66 2008 

 宇部興産創業百年史 / [編纂百年史編纂委員会].  山口県宇部市 : 宇部興産株式会社, 平成10 [1998]  
 (Ube Kosan sogyo hyakunenshi) 
 EAST  AC945.M3 U24 1998 

 私たちの50年 : 新生活運動ふるさとづくり運動資料集 / [編集財団法人あしたの日本を創る協会].  東京 :  
 あしたの日本を創る協会, 2006.  
 (Watakushitachi no 50-nen : shin seikatsu undo furusatozukuri undo shiryoshu) 
 EAST  AC945.O7 A85 2006 

 薬学教育協議会50年史 / [編集薬学教育協議会50年史編纂特別委員会].  東京 : 薬学教育協議会, 平成 22 [2010]  
 (Yakugaku kyoiku kyogikai 50-nenshi) 
 EAST  AC945.O7 Y34 2010 

 油脂石鹼洗剤工業史 : 1990年代のあゆみ / 日本石鹼洗剤工業会.  東京 : 日本石鹼洗剤工業会, 2000.  
 (Yushi sekken senzai kogyoshi : 1990-nendai no ayumi) 
 EAST  AC945.O72 S45 2000 
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 A - General Works 

 油脂石鹼洗剤工業史 : 2000年代のあゆみ / 日本石鹼洗剤工業会.  東京 : 日本石鹼洗剤工業会, 2011.  
 (Yushi sekken senzai kogyoshi : 2000-nendai no ayumi) 
 EAST  AC945.O72 S45 2011 

 D - History: General and Outside the Americas 

 日本, その姿と心 = Nippon, the land and its people / 日鉄技術情報センター.  東京 : 学生社, 2010.  
 (Nihon sono sugata to kokoro = Nippon the land and its people) 
 EAST  DS 805 N32 2010 AEU 

 H - Social Sciences 

 土幕民の生活・衛生 / 京城帝國大學衛生調查部編 ; [編者代表木村正一]  東京 : 岩波書店, 昭和17 [ 1942]  
 (Domakumin no seikatsu eisei) 
 EAST  HN730.5.K92 K44 1942 

 ドット·コム·ラヴァーズ : ネットで出会うアメリカの女と男 / 吉原真里著.  東京 : 中央公論新社, 2008.  
 (Dotto komu rabazu : netto de deau Amerika no onna to otoko) 
 EAST  HQ801.82 .Y67 2008 

 P - Language and Literature 

 竹田出雲集 / 鶴見誠校註.  東京 : 朝日新聞社, 昭和31 [1956]  
 (Takeda Izumo shu) 
 EAST  PL794.6 .A6 1956 

 Page 8 


