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序 

 

 

 このたび「大平文庫目録」を刊行することになりました。 

「大平文庫」は、公益財団法人大平正芳記念財団から、故大平正芳氏の蔵書

をはじめ、著作や研究書、大平正芳記念賞受賞作など約 8,500 冊が寄贈された

ことを契機として、これらの図書をまとまった形で保存し広く県民の皆様に

利用していただくため、平成 28 年 2 月に開設しました。 

故大平正芳氏は、香川県三豊郡和田村（現観音寺市豊浜町）の出身で、政治

の道を志し、大蔵省勤務を経て、昭和 27 年衆議院議員に初当選し、その後中

央政界で活躍した後、昭和 53 年 12 月に、第 68 代内閣総理大臣に就任された

郷土香川の偉大な先人です。また、氏は同郷の子弟の訓育に心を傾けられ、観

音寺市にあった自らの事務所に「大平文庫」を開設し、数千冊の図書を地元の

人々の利用に供しました。この文庫は、氏の遺志を継いで設立された大平正芳

記念財団に引き継がれ、さらに充実が図られた後、香川県立図書館にご寄贈い

ただきました。 

読書家で文筆家としても知られた故大平正芳氏の蔵書等からなる「大平文庫」

は、政治、経済の分野にとどまらず、哲学、歴史、文学など多岐にわたってお

り、氏の足跡やお人柄が偲ばれるとともに、日本の戦後政治史を研究するうえ

からも貴重な資料です。 

この目録が、当館の「大平文庫」の利用の一助となるとともに、多くの方々

に活用されることを願っています。 

 

 

令和元年 9 月 30 日 

 

香川県立図書館長 

渡 邊 勇 人  
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当館の所蔵情報は、請求記号、資料番号をそれぞれ記載しています。 
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・大平文庫は、『大平文庫蔵書目録』（昭和 63年、大平正芳記念館編集・発行）を参考に 

分類しています。 

・目録の配列は、分類（日本十進分類法の第 1次区分表）ごとの書名の 50 音順です。 
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学ぶに如かず 

大 平 正 芳 
 
古語に「少学壮而有為 壮学老而不衰」ということばがあります。これは若い時に学べば
壮年になって大いに為すところがあり、壮年にして学べば老いても衰えず、国家社会の 
ため円熱した見識と豊富な経験を役立てることができるという意味でありましょう。 
また学間は外から知識を摂取することではなく、すでに自己に本具せるものを書物を通 
して発掘することだともいわれております。われわれには本来みがかれざる金剛石のよ 
うな潜在的能力が具っておるものです。 
永くはない人生であります。やりたいことが山ほどあるのに実際は思うように叶わない 
のが人生であります。せめて自分の見識をみがき能力を開発して、家のため社会のため 
国のため、短い一生を悔のない充実した一生にしたいものであります。 
私の乏しい蔵書のある部分を皆様に開放することにしたのも、何かそうしたことに少し 
でも役立てることができたらとの微衷に他ならないのであります。 
せいぜい御利用されることを希望します。 

 
 
 
   

＊昭和 63 年６月 大平正芳記念館 編集・発行「大平文庫蔵書目録」より引用 
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◆OH OH/04/119 1108917459
愛国心
清水幾太郎／著
岩波書店 １９５０．３ ◆OH
(１５９ｐ １８ｃｍ) 一冊の本
岩波新書 朝日新聞社学芸部／編
愛国心 雪華社 １９６３．５

OH/04/153 1108919091 (２２８，６ｐ １９ｃｍ)
読書

OH/02/4 1108911841
◆OH

秋草
大宮浩堂／著 ◆OH
大宮浩堂 １９６１．８ 一本の道
(６２３ｐ ２２ｃｍ) 小林勇／著

OH/04/82 1108916428 岩波書店 １９７５．６
289.1
(２７２ｐ ２０ｃｍ)

◆OH OH/04/204 1108923218
朝の机
小泉信三／著
新潮社 １９５８．５ ◆OH
(２７５ｐ ２０ｃｍ) イメージの化石

OH/04/98 1108916188 川瀬英雄／著
７版
実業之日本社 １９６８．１０

◆OH (３５２ｐ １９ｃｍ)
朝蜩 OH/04/159 1108919158
山住克己／著
１９６１．１０
(３０５ｐ １９ｃｍ) ◆OH

OH/04/74 1108915560 岩波新書解説目録 -創刊３０年- １９６７年春
岩波書店 １９６７
(９５ｐ，２１ｐ １８ｃｍ)

◆OH OH/02/12 1108911825
朝日新聞の自画像
荒垣秀雄／編
鱒書房 １９５５．４ ◆OH
(２４８ｐ ２０ｃｍ) 岩波新書解説目録 １９７１年

OH/07/6 1108923507 岩波書店 １９７１
(１２１ｐ，２９ｐ １８ｃｍ)

OH/02/14 1108912021
◆OH

新しい欧州
笠信太郎／著 ◆OH
河出書房 １９４８．９ 岩波文庫 -解説目録- １９６７春
(１４，２９７ｐ ２２ｃｍ) 岩波書店／〔編〕
ヨーロッパ－社会 岩波書店 １９６７

OH/04/47 1108916048 (１３８，２７ｐ １５ｃｍ)
索引あり
書目－書籍商 書目－解題

◆OH OH/02/13 1108912013
雨の日
小林勇／著
文芸春秋新社 １９６１．９ ◆OH
(２１５ｐ ２０ｃｍ) 因縁の糸
内容：雨の日，亡友の子どもたち，懐遠，月白風清 左藤義詮／著

OH/04/77 1108915594 創元社 １９６６．９
(２３７ｐ １９ｃｍ)

OH/04/100 1108916204
◆OH

鮎の二年子 続
三宅勇三／著 ◆OH
春秋社 １９６２．２ うしろむき -随筆- 上
(２００ｐ １９ｃｍ) 菅裸馬／著

OH/04/92 1108917426 俳句研究社 １９５８．１
(３４２ｐ １９ｃｍ)

OH/04/132 1108917582
◆OH

異色官僚
佐橋滋／著 ◆OH
ダイヤモンド社 １９６７．７ うしろむき -随筆- 下
(３２２ｐ １９ｃｍ) 菅裸馬／著
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俳句研究社 １９５８．１
(３３４ｐ １９ｃｍ)

OH/04/133 1108917590 ◆OH
内村鑑三著作集 第１０巻
内村鑑三／著

◆OH 岩波書店 １９５４．４
渦の中 -賀屋興宣遺稿抄- (７，４２９ｐ　図版１枚 １９ｃｍ)
賀屋興宣／［著］ キリスト教
賀屋正雄 １９７９．３ OH/08/35 1108924364
(４１４ｐ ２２ｃｍ)

OH/04/104 1108916238
◆OH

内村鑑三著作集 第９巻
◆OH 内村鑑三／著

内村鑑三著作集 第３巻 岩波書店 １９５３．６
内村鑑三／著 (６，４０９ｐ　図版１枚 １９ｃｍ)
岩波書店 １９５４．６ キリスト教
(１０，４４６ｐ　図版１枚 １９ｃｍ) OH/08/34 1108924356
内容：明治３０年－３３年

OH/08/28 1108924299
◆OH

内村鑑三著作集 第７巻
◆OH 内村鑑三／著

内村鑑三著作集 第１６巻 岩波書店 １９５３．１１
内村鑑三／著 (１５，３４４ｐ １９ｃｍ)
岩波書店 １９５３．９ キリスト教
(５，３８４ｐ　図版１枚 １９ｃｍ) OH/08/32 1108924331
キリスト教－伝記

OH/08/41 1108925023
◆OH

内村鑑三著作集 第６巻
◆OH 内村鑑三／著

内村鑑三著作集 第１５巻 岩波書店 １９５４．１
内村鑑三／著 (１０，４５８ｐ　図版１枚 １９ｃｍ)
岩波書店 １９５４．５ キリスト教－感想・説教
(８，４６２ｐ　図版１枚 １９ｃｍ) OH/08/31 1108924323
聖書－新約

OH/08/40 1108925015
◆OH

内村鑑三著作集 第５巻
◆OH 内村鑑三／著

内村鑑三著作集 第１４巻 岩波書店 １９５３．７
内村鑑三／著 (１８，４６６ｐ　図版１枚 １９ｃｍ)
岩波書店 １９５４．２ キリスト教－論説
(６，４４７ｐ　図版１枚 １９ｃｍ) OH/08/30 1108924315
聖書－新約

OH/08/39 1108924406
◆OH

内村鑑三著作集 第４巻
◆OH 内村鑑三／著

内村鑑三著作集 第１３巻 岩波書店 １９５４．７
内村鑑三／著 (７，４６３ｐ　図版１枚 １９ｃｍ)
岩波書店 １９５３．１２ 聖書
(５，３９２ｐ　図版１枚 １９ｃｍ) OH/08/29 1108924307

OH/08/38 1108924398

◆OH
◆OH 内村鑑三著作集 第２巻

内村鑑三著作集 第１２巻 内村鑑三／著
内村鑑三／著 岩波書店 １９５３．５
岩波書店 １９５４．３ (７，４３３ｐ　図版１枚 １９ｃｍ)
(８，４７９ｐ　図版１枚 １９ｃｍ) キリスト教
聖書－旧約 OH/08/27 1108924281

OH/08/37 1108924380

◆OH
◆OH 内村鑑三著作集 第１巻

内村鑑三著作集 第１１巻 内村鑑三／著
内村鑑三／著 岩波書店 １９５３．４
岩波書店 １９５３．１０ (４，４１６ｐ　図版１枚 １９ｃｍ)
(７，４１４ｐ　図版１枚 １９ｃｍ) キリスト教
聖書－旧約 OH/08/26 1108924273

OH/08/36 1108924372
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◆OH ◆OH
内村鑑三著作集 第２０巻 江藤淳著作集 ６
内村鑑三／著 江藤淳／著
岩波書店 １９５５．３ 講談社 １９６７．１２
(１６，５８８ｐ　図版１枚 １９ｃｍ) (３３７ｐ ２０ｃｍ)

OH/08/45 1108925064 OH/04/158 1108919141

◆OH ◆OH
内村鑑三著作集 第１８巻 欧米名著邦訳（明治）集 -文献資料集-
内村鑑三／著 小田村寅二郎／編
岩波書店 １９５４．１２ 国民文化研究会 １９７０．３
(５，４４４ｐ　図版１枚 １９ｃｍ) (４８３ｐ １７ｃｍ)

OH/08/43 1108925049 日本思想の系譜
OH/02/20 1108912088

◆OH
内村鑑三著作集 第２１巻 ◆OH
内村鑑三／著 大磯随想
岩波書店 １９５５．５ 吉田茂／著
(１９，６３６ｐ　図版１枚 １９ｃｍ) 雪華社 １９６２．９

OH/08/46 1108925072 (９７，５０ｐ １９×２１ｃｍ)
OH/04/1 1108912401

◆OH
内村鑑三著作集 第１９巻 ◆OH
内村鑑三／著 大川周明全集 第２巻
岩波書店 １９５４．１０ 大川周明／著
(９，５１３ｐ　図版１枚 １９ｃｍ) 大川周明全集刊行会 １９６２．３

OH/08/44 1108925056 (９４８ｐ　図版 ２３ｃｍ)
OH/08/2 1108923630

◆OH
内村鑑三著作集 第１７巻 ◆OH
内村鑑三／著 大川周明全集 第５巻
岩波書店 １９５４．８ 大川周明／著
(１０，４０４ｐ　図版１枚 １９ｃｍ) 大川周明全集刊行会 １９６３．２

OH/08/42 1108925031 (９７２ｐ ２３ｃｍ)
OH/08/3 1108923648

◆OH
内村鑑三著作集 第８巻 ◆OH
内村鑑三／著 大平文庫蔵書目録 -大平正芳記念館-
岩波書店 １９５３．８ 大平正芳記念館／編
(６，３７５ｐ，図版１枚 １９ｃｍ) 大平正芳記念館 １９８８．６
キリスト教 (２６２ｐ ２６ｃｍ)

OH/08/33 1108924349 OH/02/1 1109341014

◆OH ◆OH
永遠の女性 大平文庫図書目録 第２輯
ロバート・A・ウィルソン／著 増渕一正／訳 大平正芳事務所／編
主婦と生活社 １９６７．１１ 大平文庫 １９７１．７
(２３８ｐ １９ｃｍ) (１４４ｐ ２６ｃｍ)

OH/04/116 1108916352 OH/02/2-2 1109327674

◆OH ◆OH
英雄と学問 -河井継之助とその学風- 大法螺　小法螺
安岡正篤／著 永野重雄／著
明徳出版社 １９５７．８ 武田豊 １９６０．７
(１５０ｐ １９ｃｍ) (１３５ｐ ２２ｃｍ)

OH/04/15 1108915636 OH/04/53 1108916105

◆OH ◆OH
枝豆は生意気だ 尾崎咢堂全集 第１０巻
池田弥三郎／著 尾崎行雄／著 尾崎咢堂全集編纂委員会／編
河出書房新社 １９６１．２ 公論社 １９５５．９
(２２４ｐ ２０ｃｍ) (１８，７８８ｐ　図版１枚 ２２ｃｍ)

OH/04/63 1108915453 日本－政治 日本－歴史－昭和時代
OH/08/110 1108932482
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◆OH
尾崎咢堂全集 第８巻
尾崎行雄／著 尾崎咢堂全集編纂委員会／編

◆OH 公論社 １９５５．５
尾碕咢堂全集 第１１巻 (２０，８０６ｐ　図版１枚 ２２ｃｍ)
尾崎行雄／著 尾崎咢堂全集編纂委員会／編 OH/08/108 1108932466
公論社 １９５５．６
(６，７９１ｐ　図版１枚 ２２ｃｍ)
日本－歴史－昭和時代 日本－政治 ◆OH

OH/08/111 1108932490 尾崎咢堂全集 第９巻
尾崎行雄／著 尾崎咢堂全集編纂委員会／編
公論社 １９５５．４

◆OH (１８，８０４ｐ　図版１枚 ２２ｃｍ)
尾崎咢堂全集 第１巻 OH/08/109 1108932474
尾崎行雄／著 尾崎咢堂全集編纂委員会／編
公論社 １９５６．２
(６，８０７ｐ　図版１枚 ２２ｃｍ) ◆OH

OH/08/101 1108932391 尾崎咢堂全集 第１２巻
尾崎行雄／著 尾崎咢堂全集編纂委員会／編
公論社 １９５６．４

◆OH (８，６８４，１３０ｐ　図版３枚 ２２ｃｍ)
尾崎咢堂全集 第２巻 内容：詩歌，日記，書簡
尾崎行雄／著 尾崎咢堂全集編纂委員会／編 OH/08/112 1108932508
公論社 １９５６．１
(８，７５０ｐ　図版１枚 ２２ｃｍ)
日本－政治 日本－歴史－昭和時代 ◆OH

OH/08/102 1108932409 脅かす第四階級 -ここまで来た言論-
フランシス・ウィリアムズ／著 上原和夫 志賀正照／訳
有紀書房 １９５８．１０

◆OH (３０１ｐ １９ｃｍ)
尾崎咢堂全集 第３巻 OH/04/94 1108917442
尾崎行雄／著 尾崎咢堂全集編纂委員会／編
公論社 １９５５．１２
(８，７８１ｐ　図版１枚 ２２ｃｍ) ◆OH
日本－政治 日本－歴史－昭和時代 遠里丹婦麗天

OH/08/103 1108932417 九鬼周造／著
岩波書店 １９４１．１１
(２４３ｐ １９ｃｍ)

◆OH OH/04/86 1108916469
尾崎咢堂全集 第４巻
尾崎行雄／著 尾崎咢堂全集編纂委員会／編
公論社 １９５５．１１ ◆OH
(１２，８０９ｐ　図版１枚 ２２ｃｍ) 折にふれて 上巻
日本－政治 日本－歴史－昭和時代 佐藤喜一郎／著

OH/08/104 1108932425 金融経済研究所 １９６２．８
(２５１，１４ｐ １９ｃｍ)
経済

◆OH OH/04/129 1108917558
尾崎咢堂全集 第５巻
尾崎行雄／著 尾崎咢堂全集編纂委員会／編
公論社 １９５５．１０ ◆OH
(１５，７５７ｐ　図版１枚 ２２ｃｍ) 折にふれて 下巻
日本－政治 日本－歴史－昭和時代 佐藤喜一郎／著

OH/08/105 1108932433 金融経済研究所 １９６２．８
(２６９，３ｐ １９ｃｍ)
経済

◆OH OH/04/130 1108917566
尾崎咢堂全集 第６巻
尾崎行雄／著 尾崎咢堂全集編纂委員会／編
公論社 １９５５．１０ ◆OH
(１４，７７６ｐ　図版１枚 ２２ｃｍ) 邂逅
日本－政治 日本－歴史－昭和時代 上野直昭／著

OH/08/106 1108932441 岩波書店 １９６９．３
(３６５ｐ ２０ｃｍ)

OH/04/162 1108919182
◆OH

尾崎咢堂全集 第７巻
尾崎行雄／著 尾崎咢堂全集編纂委員会／編 ◆OH
公論社 １９５５．７ 外国の新聞と雑誌 ２６巻第９号
(１２，７７７ｐ　図版１枚 ２２ｃｍ) 日本読書協会 １９６７．５

OH/08/107 1108932458 (１３１，９ｐ ２２ｃｍ)
OH/07/10 1108922905
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◆OH ◆OH
外国の新聞と雑誌 ２６巻第１１号 学生百科事典 -文科編-
日本読書協会 １９６７．６ 旺文社／編
(１３３，４ｐ ２２ｃｍ) 旺文社 １９５５．１１

OH/07/10-3 1108923531 (８４４ｐ ２２ｃｍ)
OH/03/4 1108911965

◆OH
外国の新聞と雑誌 ２６巻第１０号 ◆OH
日本読書協会 １９６７．５ 風薫る「五月の日々」
(１２３，９ｐ ２２ｃｍ) 津島寿一／著

OH/07/10-2 1109318517 芳塘刊行会 １９６５．１０
(３１１，３６ｐ １９ｃｍ)
芳塘随想

◆OH OH/04/105 1108916246
外国の新聞と雑誌 ２６巻第７号
日本読書協会 １９６７．４
(１３１，８ｐ ２２ｃｍ) ◆OH

OH/07/10-4 1109318525 学軒集 -随筆-
三好学／著
岩波書店 １９３８．４

◆OH (２，７，５９７ｐ ２０ｃｍ)
外債処理の旅 -国際信用の回復・外資導入への途- OH/04/88 1108916485
津島寿一／著
芳塘刊行会 １９６６．１１
(３４１，２６ｐ １９ｃｍ) ◆OH
芳塘随想 狩野亨吉遺文集

OH/04/149 1108919059 安倍能成／編
OH/04/103 1108916220 岩波書店 １９５８．１１

(２１４ｐ １９ｃｍ)
志筑忠雄の星気説，安藤昌益，天津教古文書の批判，歴史の概

◆OH 念，記憶すべき関流の数学家，科学的方法に拠る書画の鑑定と
かえるのうた -コスモポリティクス事始め日本老壮年政治連盟 登録，蔵書印譜続編序漱石， 年譜
宣言- OH/04/185 1108923002
高橋正勝／著
１９７５．８
(１９７ｐ １９ｃｍ) ◆OH

OH/04/24 1108915826 雁わたる
管裸馬／著
三月書房 １９６５．２

◆OH (４３８ｐ １９ｃｍ)
香川県大百科事典 OH/04/211 1108923291
四国新聞社出版委員会／編
四国新聞社 １９８４．４
(１２１６ｐ ３０ｃｍ) ◆OH

OH/03/31 1108915396 皮と肉
下村宏／著
日本評論社 １９２７．２

◆OH (４４３ｐ １９ｃｍ)
學事詩事 -随筆集- OH/04/163 1108919190
吉川幸次郎／著
筑摩書房 １９６０．９
(２９２ｐ ２０ｃｍ) ◆OH

OH/04/23 1108915818 閑適生活 下
津島寿一／著
芳塘刊行会 １９６１．１１

◆OH (２８６ｐ １９ｃｍ)
学習少年百科事典 芳塘随想
東和社 １９５２．２ OH/04/148 1108919042
(２，６５４，２１ｐ ２６ｃｍ)
百科辞典

OH/03/8 1108912005 ◆OH
閑適生活 中
津島寿一／著

◆OH 芳塘刊行会 １９６１．５
学生に与ふる書 (３２２ｐ １９ｃｍ)
天野貞祐／著 芳塘随想
岩波書店 １９３９．８ OH/04/147 1108919034
(２３２ｐ １８ｃｍ)
岩波新書

OH/04/72 1108915545 ◆OH
閑適生活 上
津島寿一／著
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芳塘刊行会 １９６０．１２
(３１６ｐ １９ｃｍ) ◆OH
芳塘随想 ギリシア・ラテン引用語辞典

OH/04/146 1108919026 田中秀央，落合太郎／編著
岩波書店 １９３７．１０
(２３，８５２ｐ １９ｃｍ)

◆OH ギリシヤ語－辞典 ラテン語－辞典
帰去来の記 OH/03/5 1108911973
辻寛一／著
学風書院 １９６０．５
(３５０ｐ　図版１枚 １９ｃｍ) ◆OH
日本の百人全集 近代を超えて -故大平総理の遺されたもの- 下

OH/04/59 1108915412 長富祐一郎／著
大蔵財務協会 １９８３．７
(４９７ｐ ２１ｃｍ)

◆OH OH/04/152B 1108919083
北向きの部屋 -学生とともに四十年-
中川善之助／著
日本評論新社 １９６１．１０ ◆OH
(１５６ｐ １９ｃｍ) 近代を超えて -故大平総理の遺されたもの- 上

OH/04/71 1108915537 長富祐一郎／著
大蔵財務協会 １９８３．７
(４９７ｐ ２１ｃｍ)

◆OH OH/04/152A 1108919075
絹と武士
ハル・松方・ライシャワー／著 広中和歌子／訳
文藝春秋 １９８７．１１ ◆OH
(４１８ｐ ２０ｃｍ) 近代選挙要覧 １９７５年度版
4-16-341850-4 近代選挙調査会 １９７４．１０

OH/04/7 1108912559 (８３７，７５ｐ ２２ｃｍ)
OH/05/6 1109309359

◆OH
京都新聞九十年史 ◆OH
京都新聞社史編さん委員会／編 きんとま随筆
京都新聞社 １９６９．６ 井上貞治郎／著
(５７５ｐ図版12枚 ２７ｃｍ) 聨合紙器 １９６３．１２

OH/07/12 1108923556 (１９８ｐ １９ｃｍ)
OH/04/60 1108915420

◆OH
京の町かどから ◆OH
松田道雄／著 空の世界空の心
朝日新聞社 １９６２．６ 田岡良斎／著
(２６２ｐ ２０ｃｍ) ［田岡良斎］ １９７５．４
京都府－風俗 (１６５ｐ １９ｃｍ)

OH/04/46 1108916030 OH/04/196 1108923127

◆OH ◆OH
教養人の手帖 串田孫一隨想集 １
現代教養文庫編集部／編 串田孫一／著
社会思想研究会出版部 １９６１．１２ 筑摩書房 １９５８．５
(５３５ｐ １５ｃｍ) (２５２ｐ ２０ｃｍ)
現代教養文庫 遠い鐘の音： 他１２４篇. 

OH/03/1 1108911932 OH/04/57 1108916147

◆OH ◆OH
教養と文化の基礎 久保木修己講演・論文集
田中耕太郎／著 久保木修己／著
岩波書店 １９３７．６ 救国連盟事務総局 １９７６．１２
(６４７ｐ １９ｃｍ) (３１６ｐ ２２ｃｍ)

OH/04/31 1108915891 OH/04/195 1108923119

◆OH ◆OH
教養文獻解説 くるま一筋
木村健康／編 大野宗三／著
日本評論社 １９４３．１２ 大野泰一 １９６８．６
(８０８ｐ １９ｃｍ) (１９８ｐ １９ｃｍ)

OH/02/17 1108912054 OH/04/135 1108917616
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◆OH
◆OH 硯滴 ４昭和４４年下期

月曜随想 大平正芳／著
日本海事新聞社／編 大平正芳 １９６９
成山堂書店 １９６０．１２ (１０５ｐ １９ｃｍ)
(２４４ｐ １９ｃｍ) OH/04/199-2 1108923168

OH/04/68 1108915503

◆OH
◆OH 小泉三申全集 第４巻

涓涓集 小泉策太郎／著
安倍能成／著 岩波書店 １９４２．１１
岩波書店 １９６８．６ (１１，６，５４１ｐ １９ｃｍ)
(３０８ｐ ２０ｃｍ) OH/04/87 1108916477

OH/04/175 1108922913

◆OH
◆OH 小泉信三選集 第３巻

健康　長寿　若返り 小泉信三／著
賀屋興宣／著 文芸春秋新社 １９５７．９
経済往来社 １９６４．１１ (２７９ｐ ２０ｃｍ)
(２０９ｐ １９ｃｍ) OH/02/3 1108911858

OH/04/171 1108919497

◆OH
◆OH 工業随筆

現代史の小銭 宮城音五郎／著
扇谷正造／著 河出書房 １９４０．１
産業能率短期大学出版部 １９７３．９ (３３４ｐ １９ｃｍ)
(３５９ｐ １９ｃｍ) OH/04/55 1108916121

OH/04/208 1108923259

◆OH
◆OH 航測あ・ら・かると

現代・大学・学生 西尾元充／著
大内兵衛／著 日本林業技術協会 １９６８．８
法政大学出版局 １９６７．４ (２３５ｐ図版 １９ｃｍ)
(４２５ｐ ２０ｃｍ) 航空写真

OH/04/109 1108916287 OH/04/128 1108917541

◆OH ◆OH
硯滴 ６ 興亡秘話
大平正芳／著 安岡正篤／著
大平正芳 １９７２．４ 明徳出版社 １９５７．１２
(１３４ｐ １９ｃｍ) (２４４ｐ １９ｃｍ)

OH/04/201 1108923184 日本－歴史 中国－歴史
OH/04/16 1108915644

◆OH
硯滴 ５　昭和４６年 ◆OH
大平正芳／著 紅毛日本談義
大平正芳 １９７１．５ ジョージ・ランバート／著 山本あき／訳
(７１ｐ １９ｃｍ) 毎日新聞社 １９６５．７

OH/04/200 1108923176 (２２５ｐ １９ｃｍ)
日本―社会 日本人

OH/04/43 1108916006
◆OH

硯滴 ３昭和４４年上期
大平正芳／著 ◆OH
大平正芳 １９６９ 国立国会図書館三十年史 資料編
(１１７ｐ １９ｃｍ) 国立国会図書館／編

OH/04/199 1108923150 国立国会図書館 １９８０．３
(６６１ｐ ２７ｃｍ)
国立国会図書館に関する文献一覧：ｐ６００～６４２　年表：

◆OH ｐ６４３～６６０
硯滴 昭和４２年下期 国立国会図書館
大平正芳／著 OH/02/11 1108911924
大平正芳 １９６８．４
(８２ｐ １８ｃｍ)

OH/04/75 1108915578 ◆OH
国立国会図書館三十年史
国立国会図書館／編集
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国立国会図書館 １９７９．３
(５２８ｐ ２７ｃｍ) ◆OH
国立国会図書館－歴史 古典に学ぶ -私に豊かさと勇気を与えてくれた５０冊の本-

OH/02/10 1108911916 鈴木治雄／著
ごま書房 １９７９．１２
(２８６ｐ ２１ｃｍ)

◆OH ゴマセレクト
心にくき人びと 読書
古垣鉄郎／著 OH/02/27 1109339265
朝日新聞社 １９６６．８
(２７３ｐ ２０ｃｍ)

OH/04/178 1108922947 ◆OH
言葉が語るもの
吉田健一／著

◆OH 文藝春秋 １９７８．６
心の対話 (１１，５２９ｐ ２０ｃｍ)
岡潔 林房雄／著 人と思想
日本ソノサービスセンター １９６８．３ OH/08/120 1108932771
(２０７ｐ ２０ｃｍ)

OH/04/164 1108919208
◆OH

今日の言葉
◆OH 和田完ニ／著

こころの帖 東京書房 １９６１．８
出口直日／著 (２５７ｐ １９ｃｍ)
講談社 １９６８．１０ 今日の言葉，私の履歴書
(２２７ｐ １９ｃｍ) 人生訓

OH/04/85 1108916451 OH/04/40 1108915974

◆OH ◆OH
個性の尊重 財経凹凸鏡
林健太郎／著 河野一之／著
新潮社 １９５８．９ 財務出版 １９７５．１１
(２１１ｐ ２０ｃｍ) (４３７ｐ ２０ｃｍ)

OH/04/70 1108915529 OH/04/202 1108923192

◆OH ◆OH
古代の書物 -ギリシャ・ローマの書物と読者- 財政つれづれ草
Ｆ．Ｇ．ケニオン／著 高津春繁／訳 大平正芳／著
岩波書店 １９５３．１１ 如水書房 １９５３．１０
(１１，１８４ｐ　図版２枚 １８ｃｍ) (２２０ｐ １９ｃｍ)
岩波新書 OH/04/142 1108917681
図書－歴史

OH/02/19 1108912070
◆OH

雑華厳浄
◆OH 佐薙知／編

国家の死亡 -絶筆- 毎日新聞社 １９７２．６
小泉信三／著 (１６１ｐ ２１ｃｍ)
フェイス出版 １９６６．６ OH/04/193 1108923093
(１７０ｐ図版 １９ｃｍ)

OH/04/10 1108912583
◆OH

雑草苑
◆OH 田中良雄／著

涸轍魚のうた ［大阪実業教育協会］ １９６５．１０
古垣鉄郎／著 (４２７ｐ １９ｃｍ)
鹿島研究所出版会 １９６５．１０ OH/04/61 1108915438
(２５９ｐ １９ｃｍ)

OH/04/90 1108916501
◆OH

雑草録 -ある代議士の独白-
◆OH 草野一郎平／著

古典学徒の信条 鹿島研究所出版会 １９６８．２
田中美知太郎／著 (２５９ｐ １９ｃｍ)
文藝春秋 １９７２ OH/04/140 1108917665
(５１８，９ｐ ２０ｃｍ)
人と思想
哲学 ◆OH

OH/08/4 1108923655 佐藤内閣国会演説集
内閣総理大臣官房／編
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内閣総理大臣官房 １９７２．６ 高知新聞社 １９７４．１１
(４６９，１０ｐ ２１ｃｍ) (１０８６ｐ ２６ｃｍ)

OH/04/150 1108919067 OH/05/5 1108923408

◆OH ◆OH
讃岐公論 Ｖｏｌ．５６　Ｎｏ．９ 思索のあしあと
讃岐公論社 １９８６．９ 小泉信三／著
(９６ｐ ２１ｃｍ) サンケイ新聞社出版局 １９６７．３
大平正芳先生を偲ぶ会 (３６９ｐ ２２ｃｍ)

OH/05/12 1109319432 OH/04/165 1108919414

◆OH ◆OH
讃岐公論 Ｖｏｌ．５８　Ｎｏ．１１ 至誠天に通ず -政界二十五年の歩み-
讃岐公論社 １９８８．１１ 福田篤泰／著
(８８ｐ ２１ｃｍ) 外政研究会 １９７４．９
大平正芳記念財団に協力―受賞文を原作として長編記録映画を (２３０ｐ １９ｃｍ)
作製 OH/04/205 1108923226

OH/05/13 1109319457

◆OH
◆OH 自然と美と心

さよなら日本 串田孫一／著
エドマンド・ブランデン／著 富山茂／訳 文藝春秋 １９７２．４
角川書店 １９５７．７ (４９０，１０ｐ ２０ｃｍ)
(１７４ｐ １８ｃｍ) 人と思想
角川新書 OH/08/117 1108932797

OH/04/44 1108916014

◆OH
◆OH 思想との対話 ２

山河あり 講談社 １９６７．７
平泉澄／著 (４１７ｐ ２０ｃｍ)
立花書房 １９５７．１０ OH/04/168 1108919463
(４，２０７ｐ １９ｃｍ)

OH/04/96 1108916162
◆OH

実践的理想主義
◆OH クーデンホーフ・カレルギー／著 鹿島守之助／訳

山陽新聞百年史 鹿島研究所 １９６３．５
山陽新聞百年史編集委員会／編 (２５２ｐ １８ｃｍ)
１９７９．３ 理想主義
(６００ｐ ２７ｃｍ) OH/04/115 1108916345

OH/07/11 1108923549

◆OH
◆OH 実力は惜しみなく奪う

塩見文庫図書総目録 大内兵衛／著
塩見俊二／編 文芸春秋新社 １９６５．１１
塩見文庫 １９７０．８ (３９６ｐ ２０ｃｍ)
(４２８ｐ ２６ｃｍ) 日本－経済

OH/02/16 1108912047 OH/04/39 1108915966

◆OH ◆OH
塩見文庫図書目録 第１輯 「自分で考える」ということ
塩見俊二／編 沢瀉久敬／著
塩見財政経済研究所 １９６６．４ 文芸春秋新社 １９６１．８
(４８ｐ ２２ｃｍ) (１３５ｐ ２０ｃｍ)

OH/02/15 1108912039 OH/04/169 1108919471

◆OH ◆OH
四国新聞百年史 下鴨雑記
四国新聞１００年史編集委員会／編 森下弘／［著］
四国新聞社 １９８９．４ 日本新薬 １９７３．４
(４３７ｐ ２６ｃｍ) (１０２ｐ １９ｃｍ)

OH/07/21 1109314284 OH/04/215 1108923333

◆OH ◆OH
四国年鑑 １９７５ ジャーナリズムを考える旅
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立花隆／著 OH/04/66 1108915487
文藝春秋 １９７８．５
(２３８ｐ １９ｃｍ)
巻末：参考文献 ◆OH
ジャーナリズム 城南閑話

OH/07/15 1108923580 田中徳次郎／著
［出版者不明］ １９６４．４
(４７３ｐ １９ｃｍ)

◆OH OH/04/89 1108916493
収穫 -随筆-
芹沢光治良／著
東峰書房 １９４１．１２ ◆OH
(３３３ｐ １９ｃｍ) 湘南方丈記

OH/04/51 1108916089 三土忠造／著
改造社 １９３６．８
(４２６ｐ ２０ｃｍ)

◆OH OH/04/197 1108923135
週刊誌のすべて
朝日新聞社／編
国際商業出版 １９７６ ◆OH
(２４３ｐ １９ｃｍ) 少年老い易く
雑誌 長谷井輝夫／著

OH/04/14 1108915628 ［長谷井輝夫］ １９７７．６
(１６１ｐ １９ｃｍ)

OH/04/219 1109326114
◆OH

衆議院名鑑 -第1回(1890年)-第34回(1976年)総選挙-
日本国政調査会／編 ◆OH
国政出版室 １９７７．６ 逍遙録
(３０６，３０９，１４９ｐ ３０ｃｍ) 林大幹／著

OH/05/7 1109229185 大樹会 １９７８．５
(３０９ｐ １９ｃｍ)
日本－政治

◆OH OH/04/206 1108923234
自由と人生
クーデンホーフ・カレルギー／著 鳩山一郎／訳
鹿島研究所出版会 １９５３．１ ◆OH
(２８４ｐ １９ｃｍ) 昭和への遺書 -敗るるもまたよき国へ-

OH/04/118 1108916378 岡潔／著
月刊ペン社 １９６８．６
(２４９ｐ ２０ｃｍ)

◆OH OH/04/190 1108923051
儒者の言葉 -随筆集-
吉川幸次郎／著
筑摩書房 １９５７．２ ◆OH
(３１１ｐ ２０ｃｍ) 真人になれ

OH/04/25 1108915834 田岡良斉／著
田岡良斉 １９７２．６
(２２４ｐ １９ｃｍ)

◆OH OH/04/126 1108917525
春風秋雨 -永田町と霞が関-
大平正芳／著
鹿島研究所出版会 １９６６．１０ ◆OH
(２８６ｐ ２０ｃｍ) 人生手帖

OH/04/2 1109318350 山本米治／著
国際図書 １９６５．３
(３３９ｐ １９ｃｍ)

◆OH OH/04/50 1108916071
常識について -小林秀雄講演集-
小林秀雄／著
筑摩書房 １９６６．７ ◆OH
(２９７ｐ １９ｃｍ) 新聞と大衆
筑摩叢書 Ｋ．マーティン／著 島田巽／訳
文学－講演集 岩波書店 １９５５．７

OH/04/157 1108919133 (７，２０３，１８ｐ １８ｃｍ)
時代の窓
新聞

◆OH OH/07/1 1108923457
正倉院随想
李家正文／著
鹿島研究所出版会 １９６５．１２ ◆OH
(２４８ｐ ２０ｃｍ) 新聞亡国論
正倉院 三好修／〔ほか〕著
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自由社 １９７１．６
(２９３ｐ １９ｃｍ) ◆OH
自由選書 政治家のつれづれ草 続

OH/07/13 1108923564 前尾繁三郎／著
誠文堂新光社 １９７０．９
(３９８ｐ １９ｃｍ)

◆OH OH/04/179 1108922954
随想福智山 -心を見つめて-
白石通／著
金剛出版 １９６４．９ ◆OH
(２６４ｐ １９ｃｍ) 政治資金全書 第２巻

OH/04/181 1108922970 武市照彦／編著
国政出版室 １９７６．１１
(１０３０ｐ ３１ｃｍ)

◆OH OH/05/8 1109229193
随想録
高橋是清／著
千倉書房 １９３６．３ ◆OH
289.1 政治資金全書 第３巻
(５０３，１０ｐ ２０ｃｍ) 武市照彦／編著

OH/04/79 1108915602 国政出版室 １９７６．１１
(１１４７ｐ ３１ｃｍ)

OH/05/9 1109229201
◆OH

随筆集大阪讃歌
ロイヤルホテル／企画 ◆OH
ロイヤルホテル １９７３．９ 政治資金全書 第５巻
(２２８ｐ ２２ｃｍ) 武市照彦／編著

OH/04/170 1108919489 国政出版室 １９７６．７
(１２２８ｐ ３１ｃｍ)

OH/05/10 1109229219
◆OH

素顔の代議士
大平正芳／著 ◆OH
２０世紀社 １９５６．１ 政治資金全書 第１巻
(２３４ｐ １８ｃｍ) 武市照彦／編著

OH/04/187 1108923028 国政出版室 １９７５．１１
(９２８ｐ ３１ｃｍ)

OH/05/11 1109309433
◆OH

素顔の日本
河崎一郎／著 木村譲治／訳 ◆OH
二見書房 １９６９．５ 政治資金など
(２６７ｐ １９ｃｍ) 辻寛一／著
日本－社会 日本人 桃源社 １９６７．６

OH/04/145 1108919018 (２６３ｐ １８ｃｍ)
ポピュラー・ブックス

OH/04/156 1108919125
◆OH

すしやの証文
江戸英雄／著 ◆OH
朝日新聞社 １９６６．６ 正説と逆説
(２５０ｐ ２０ｃｍ) 田中美知太郎／著

OH/04/12 1108912609 新潮社 １９５９．３
(２１２ｐ ２０ｃｍ)

OH/04/64 1108915461
◆OH

寸言
佐橋滋／ ◆OH
ダイヤモンド社 １９７６．１２ 税の随筆集
(２１２ｐ １９ｃｍ) 前尾繁三郎／著

OH/04/216 1108923341 大蔵財務協会 １９５３．４
(４０３ｐ図版 １９ｃｍ)
租税

◆OH OH/04/34 1108915917
聖教序の衝立
津島寿一／著
芳塘随想刊行会 １９５５．１０ ◆OH
(２４８ｐ １９ｃｍ) 税務署長日記
芳塘随想 近藤鉄雄／著
図版あり やまがた『若い世代』の会 １９６５．６

OH/04/154 1108919109 (１２７ｐ １８ｃｍ)
OH/04/65 1108915479
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◆OH ◆OH
西洋故事物語 世界原色百科事典 ８
阿部知二／ほか編 小学館／〔編〕
河出書房 １９６７．６ 小学館 １９６７．３
(２５８ｐ ２０ｃｍ) (６４７ｐ ２７ｃｍ)
故事熟語 OH/03/16 1108912286

OH/03/3 1108911957

◆OH
◆OH 世界年鑑 １９７５

世界を変えた本 -１６冊の名著- 共同通信社／編
ロバ－ト・Ｂ・ダウンズ／著 木寺清一／訳 共同通信社 １９７５．３
荒地出版社 １９５７．１０ (９５９ｐ ２６ｃｍ)
(２１４ｐ ２０ｃｍ) OH/05/4 1108923390

OH/02/22 1108912104

◆OH
◆OH 世界年鑑 １９７２

世界原色百科事典 １ 共同通信社／編
小学館／〔編〕 共同通信社 １９７２．３
小学館 １９６５．１０ (９４３ｐ ２６ｃｍ)
(６２５ｐ ２７ｃｍ) OH/05/3 1108923382

OH/03/9 1108912211

◆OH
◆OH 世界年鑑 １９６８

世界原色百科事典 ２ 共同通信社／編
小学館／〔編〕 共同通信社 １９６８．３
小学館 １９６６．１ (９５０ｐ ２６ｃｍ)
(６２７ｐ ２７ｃｍ) OH/05/2 1108923374

OH/03/10 1108912229

◆OH
◆OH 世界ノンフィクション全集 ４９

世界原色百科事典 ３ 中野好夫，吉川幸次郎，桑原武夫／共編
小学館／〔編〕 筑摩書房 １９６３．１２
小学館 １９６６．３ (４２７ｐ　図版４ｐ １９ｃｍ)
(６３９ｐ ２７ｃｍ) 内容：ロンドンの恐怖（Ｊ．リーサー　由良君美訳），ポンペ

OH/03/11 1108912237 イの最期（佐藤亮一訳編），大地は壊れたり（田淵巌）
OH/08/20 1108924216

◆OH
世界原色百科事典 ４ ◆OH
小学館／〔編〕 世界ノンフィクション全集 ４２
小学館 １９６６．５ 中野好夫，吉川幸次郎，桑原武夫／共編
(６２５ｐ ２７ｃｍ) 筑摩書房 １９６３．５

OH/03/12 1108912245 (４７１ｐ １９ｃｍ)
内容：ベルンハルト作戦（Ａ．ピリー　笹川武男訳），わが名
はキケロ（Ｅ．バズナ　香山清訳），スパイの群像（Ｒ．セス

◆OH 　深沢京子訳）
世界原色百科事典 ５ OH/08/19 1108924208
小学館／〔編〕
小学館 １９６６．７
(６１９ｐ ２７ｃｍ) ◆OH

OH/03/13 1108912252 世界ノンフィクション全集 １０
中野好夫，吉川幸次郎，桑原武夫／共編
筑摩書房 １９６０．１２

◆OH (５２８ｐ　　図版２枚 １９ｃｍ)
世界原色百科事典 ６ 内容：トロイアの黄金（ロバート・ペイン　高津久美子訳），
小学館／〔編〕 コータンの廃墟（オーレル・スタイン　松田寿男訳），パピル
小学館 １９６６．９ スの国・粘土の国（Ｗ．Ｈ．ブールトン　平田寛　糸賀昌昭共
(６５５ｐ ２７ｃｍ) 訳），解説（貝塚茂樹）

OH/03/14 1108912260 OH/08/17 1108924182

◆OH ◆OH
世界原色百科事典 ７ 世界ノンフィクション全集 ６
小学館／〔編〕 中野好夫，吉川幸次郎，桑原武夫／共編
小学館 １９６６．１１ 筑摩書房 １９６０．８
(６４３ｐ ２７ｃｍ) (５４２ｐ　　図版２枚 １９ｃｍ)

OH/03/15 1108912278 内容：チベット旅行記（河口慧海著　河口正編），リヴィング
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ストン発見記（Ｈ．Ｍ．スタンレー著　村上光彦　三輪秀彦共 人生訓（青年）
訳），メッカへの道（モハンマッド・アスアド著　林昂訳）， OH/04/17 1108915651
徐霞客遊記（徐宏祖著　三木克巳訳）

OH/08/16 1108924174
◆OH

ソヴィエト年報 １９６０年版
◆OH 内閣官房内閣調査室／編

世界ノンフィクション全集 ３９ 日刊労働通信社 １９６０．８
中野好夫，吉川幸次郎，桑原武夫／編 (１４７２ｐ ２６ｃｍ)
筑摩書房 １９６３．２ OH/03/6 1108911981
(４５５ｐ　図版２枚 １９ｃｍ)
内容：ある黒人奴隷の半生（フレデリック・ダグラス　刈田元
司訳）　思痛記（李小池　松枝茂夫訳）　黒い灯（イルムガル ◆OH
ト・リッテン　野上弥生子訳）　浦上切支丹，旅の話（浦上和 ソヴィエト年報 １９６１年版
三郎） 内閣官房内閣調査室／編

OH/08/18 1108924190 日刊労働通信社 １９６１．１０
(１２０８ｐ ２６ｃｍ)

OH/03/7 1108911999
◆OH

禅苑夜話
間宮英宗／著 ◆OH
新興出版社 １９３５．２ 代議士編集長
(２１，２６９ｐ ２０ｃｍ) 佐藤観次郎／著

OH/04/184 1108922996 雪華社 １９６２．２
(２１３ｐ １８ｃｍ)

OH/04/84 1108916444
◆OH

一九七〇年
大内兵衛／著 ◆OH
岩波書店 １９６９．３ 大百科事典 第１巻
(２８２ｐ １９ｃｍ) 下中彌三郎／編

OH/04/107 1108916261 平凡社 １９５２．４
(１３０６ｐ ２２ｃｍ)
百科事典

◆OH OH/03/17 1108912294
戦後の知識人 -自殺・転向・戦争犯罪-
西義之／著
番町書房 １９６７．１ ◆OH
(２４７ｐ ２０ｃｍ) 大百科事典 第２巻
知識階級 下中彌三郎／編

OH/04/134 1108917608 平凡社 １９５２．５
(１２７４ｐ ２２ｃｍ)
百科事典

◆OH OH/03/18 1108912302
選抄モンテーニュ随想録
モンテーニュ／〔著〕 関根秀雄／訳
白水社 １９３６．１２ ◆OH
(２３，４８３ｐ ２０ｃｍ) 大百科事典 第３巻

OH/04/95 1108916154 下中彌三郎／編
平凡社 １９５２．６
(１３０８ｐ ２２ｃｍ)

◆OH 百科事典
象牙の塔から OH/03/19 1108912351
田中耕太郎／著
春秋社 １９６２．４
(２７０ｐ ２０ｃｍ) ◆OH

OH/04/32 1108915909 大百科事典 第４巻
下中彌三郎／編
平凡社 １９５２．７

◆OH (１２６０ｐ ２２ｃｍ)
続折にふれて 百科事典
佐藤喜一郎／著 OH/03/20 1108912369
金融経済研究所 １９７５．４
(３２８ｐ １９ｃｍ)

OH/04/131 1108917574 ◆OH
大百科事典 第５巻
下中彌三郎／編

◆OH 平凡社 １９５２．８
祖国と青年 -祖国の精神的伝統を語る- (１２７６ｐ ２２ｃｍ)
安岡正篤／著 百科事典
明徳出版社 １９５５．４ OH/03/21 1108912377
(１２４ｐ １９ｃｍ)
師友選書
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◆OH
◆OH 大百科事典 第１４巻

大百科事典 第６巻 下中彌三郎／編
下中彌三郎／編 平凡社 １９５３．２
平凡社 １９５２．９ (１１６４ｐ ２２ｃｍ)
(１２７６ｐ ２２ｃｍ) 百科事典
百科事典 OH/03/30 1108915388

OH/03/22 1108912385

◆OH
◆OH 大ピラミッドの秘密

大百科事典 第７巻 高林昌司／著
下中彌三郎／編 大陸書房 １９７９．４
平凡社 １９５２．６ (２７０ｐ １９ｃｍ)
(１２７６ｐ ２２ｃｍ) OH/04/189 1108923044
百科事典

OH/03/23 1108915313
◆OH

対話　人間の建設
◆OH 小林秀雄／著 岡潔／著

大百科事典 第８巻 新潮社 １９６５．１０
下中彌三郎／編 914.6
平凡社 １９５２．８ (１７０ｐ ２０ｃｍ)
(１２６０ｐ ２２ｃｍ) OH/04/19 1108915677
百科事典

OH/03/24 1108915321
◆OH

高橋是清翁のこと
◆OH 津島寿一／著

大百科事典 第９巻 芳塘刊行会 １９６２．１０
下中彌三郎／編 (３３７ｐ １９ｃｍ)
平凡社 １９５２．９ 芳塘随想
(１２４４ｐ ２２ｃｍ) OH/04/114 1108916337
百科事典

OH/03/25 1108915339
◆OH

高山彦九郎全集 第２巻
◆OH 萩原進 千々和実／共著

大百科事典 第１０巻 高山彦九郎遺稿刊行会 １９５２．１２
下中彌三郎／編 (３８３ｐ　地図 ２２ｃｍ)
平凡社 １９５２．１０ OH/08/23 1108924240
(１２４４ｐ ２２ｃｍ)
百科事典

OH/03/26 1108915347 ◆OH
高山彦九郎全集 第３巻
萩原進 千々和実／共著

◆OH 高山彦九郎遺稿刊行会 １９５３．８
大百科事典 第１１巻 (３５３ｐ　地図 ２２ｃｍ)
下中彌三郎／編 OH/08/24 1108924257
平凡社 １９５２．１２
(１３０８ｐ ２２ｃｍ)
百科事典 ◆OH

OH/03/27 1108915354 谷崎と私
津島壽一／著
中央公論社 １９５３．３

◆OH (１６，１６０ｐ図版３枚 １９ｃｍ)
大百科事典 第１２巻 OH/04/8 1108912567
下中彌三郎／編
平凡社 １９５２．１２
(１２９２ｐ ２２ｃｍ) ◆OH
百科事典 旦暮芥考 -還暦と自誨-

OH/03/28 1108915362 大平正芳／著
鹿島出版研究会 １９７０．８
(３４２，３６ｐ ２０ｃｍ)

◆OH OH/04/108 1108916279
大百科事典 第１３巻
下中彌三郎／編
平凡社 １９５３．１ ◆OH
(１３２４ｐ ２２ｃｍ) 竹堂随談 続
百科事典 香川 荒太郎／著

OH/03/29 1108915370 竹堂随談出版記念後援会 １９７２．１１
(３６９ｐ　肖像 １９ｃｍ)

OH/04/194 1108923101
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◆OH
池塘春草 ◆OH
滝川政次郎／著 追憶と願望の間に生きて -遺稿集-
青蛙房 １９５８．５ 高坂正顕
(３６３ｐ ２０ｃｍ) 読売新聞社 １９７０．１２

OH/04/78 1108916394 (２７６ｐ ２０ｃｍ)
OH/04/167 1108919455

◆OH
地に考う ◆OH
田岡良斎／著 通じる通じない -ハマッ子東西放談-
田岡良斎 １９７１．８ 貝塚敬次郎／著
(３６５ｐ １９ｃｍ) 財務出版 １９７８．３

OH/04/125 1108917517 (３２３ｐ １９ｃｍ)
OH/04/203 1108923200

◆OH
中央学院大学論叢 創刊記念号 ◆OH
中央学院大学 １９６６．１１ 津島寿一遺稿集
(４３２ｐ ２１ｃｍ) 津島寿一／著

OH/05/1 1108923366 芳塘刊行会 １９７９．２
(４０３ｐ ２２ｃｍ)
芳塘随想

◆OH 内容：追録　津島綾子夫人の逝去
中央公論社の八十年 OH/04/30 1108915883
中央公論社／編
中央公論社 １９６５．１０
(５４２ｐ １８ｃｍ) ◆OH
出版社 津島寿一追想録

OH/07/19 1108923614 芳塘刊行会／編
芳塘刊行会 １９７２．１０
(４１３ｐ ２３ｃｍ)

◆OH OH/04/191 1108923077
中国と私
吉川幸次郎／著
細川書店 １９５０．１２ ◆OH
(１７６ｐ １８ｃｍ) つれづれに その２

OH/04/27 1108915859 久留島秀三郎／著
相模書房 １９６１．１２
(４９４ｐ １９ｃｍ)

◆OH OH/04/111 1108916303
中国風流譚
萍艶生／著
政治経済社 １９６１．１１ ◆OH
(３７４ｐ ２２ｃｍ) つれづれに その３

OH/04/80 1108916402 久留島秀三郎／著
相模書房 １９６２．１２
(３７２ｐ １９ｃｍ)

◆OH OH/04/58 1108915404
中国報道の偏向を衝く -＜調査報告＞自由な新聞の危機-
三好修，衛藤瀋吉／共著
日新報道 １９７２．７ ◆OH
(２７７ｐ １９ｃｍ) 寺田寅彦全集 文学篇　第１巻
報道の自由 新聞倫理 日本－外国関係－中国（１９４９～中華 寺田寅彦／著
人民共和国） 岩波書店 １９３６．９

OH/07/14 1108923572 (６２８，１０ｐ ２０ｃｍ)
OH/08/59 1108925205

◆OH
超常識 -平凡の中の非凡のすすめ- ◆OH
森政弘／著 寺田寅彦全集 文学篇　第２巻
ダイヤモンド社 １９７７．１２ 寺田寅彦／著
(２３２ｐ １９ｃｍ) 岩波書店 １９３７．３
思考 (６１６，７ｐ ２０ｃｍ)

OH/04/212 1108923309 内容：アインシュタインの教育観〔ほか５２編〕
OH/08/60 1108925213

◆OH
著作権法改正の諸問題 -著作権法案を中心として- ◆OH
国立国会図書館調査及び立法考査局 １９７０．４ 寺田寅彦全集 文学篇　第３巻
(４２０ｐ ２１ｃｍ) 寺田寅彦／著

OH/02/18 1108912062 岩波書店 １９３７．６
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(６１９，７ｐ ２０ｃｍ) 寺田寅彦／著
内容：年賀状〔ほか４１編〕 岩波書店 １９３７．２

OH/08/61 1108925221 (８０２，３ｐ ２０ｃｍ)
OH/08/69 1108925304

◆OH
寺田寅彦全集 文学篇　第４巻 ◆OH
寺田寅彦／著 寺田寅彦全集 文学篇　第１２巻
岩波書店 １９３７．１１ 寺田寅彦／著
(６１１，７ｐ ２０ｃｍ) 岩波書店 １９３７．９
内容：鐘に釁る〔ほか５４編〕 (１０７０，２ｐ ２０ｃｍ)

OH/08/62 1108925239 OH/08/70 1108925312

◆OH ◆OH
寺田寅彦全集 文学篇　第５巻 寺田寅彦全集 文学篇　第１３巻
寺田寅彦／著 寺田寅彦／著
岩波書店 １９３６．１１ 岩波書店 １９３７．１２
(６４１，７ｐ ２０ｃｍ) (７４４，８ｐ ２０ｃｍ)
内容：ピタゴラスと豆（ほか５３編） OH/08/71 1108925320

OH/08/63 1108925247

◆OH
◆OH 寺田寅彦全集 文学篇　第１４巻

寺田寅彦全集 文学篇　第６巻 寺田寅彦／著
寺田寅彦／著 安倍能成／〔ほか〕編集 岩波書店 １９３７．５
岩波書店 １９３６．１１ (１００８，４ｐ ２０ｃｍ)
(５４９，６ｐ ２０ｃｍ) OH/08/72 1108925338
内容：短章その一，短章その二，断片，歳時記新註，話の種，
その他

OH/08/64 1108925254 ◆OH
寺田寅彦全集 文学篇　第１５巻
寺田寅彦／著

◆OH 岩波書店 １９３７．１０
寺田寅彦全集 文学篇　第７巻 (９７５，２ｐ ２０ｃｍ)
寺田寅彦／著 OH/08/73 1108925346
岩波書店 １９３７．８
(６４８，５ｐ ２０ｃｍ)
内容：俳諧，漢詩，新体詩，和歌，俳諧論，歌論 ◆OH

OH/08/65 1108925262 寺田寅彦全集 文学篇　第１６巻
寺田寅彦／著
岩波書店 １９３８．１

◆OH (７４９，６６，１１，１７ｐｐ ２０ｃｍ)
寺田寅彦全集 文学篇　第８巻 OH/08/74 1108925353
寺田寅彦／著
岩波書店 １９３７．４
(５１９，６ｐ ２０ｃｍ) ◆OH
内容：熱海間歇泉に就て〔ほか２７編〕 天心無頼

OH/08/66 1108925270 春日一幸／著
民社中小企業政治連合 １９７１．２
(１２，４５７ｐ ２３ｃｍ)

◆OH 春日一幸著作撰集
寺田寅彦全集 文学篇　第９巻 著者の肖像あり
寺田寅彦／著 日本－政治
岩波書店 １９３７．１ OH/04/166A 1108919422
(４８３，１２ｐ ２０ｃｍ)
内容：物理学序説（寺田寅彦）　事実の選択（ポアンカレー　
寺田寅彦訳）　偶然（ポアンカレー　寺田寅彦訳）　史的に見 ◆OH
たる科学的宇宙観の変遷（アーレニウス　寺田寅彦訳） 天声人語 -英和対照- 第３集

OH/08/67 1108925288 朝日新聞論説委員室／編 朝日イブニングニュース社／訳
原書房 １９６４．１０
(２０７ｐ １９ｃｍ)

◆OH OH/07/4 1108923481
寺田寅彦全集 文学篇　第１０巻
寺田寅彦／著
岩波書店 １９３２．７ ◆OH
(４６８，８ｐ ２０ｃｍ) 天声人語 -英和対照- 第４集
内容：Ｒｉｋｉｕ 朝日新聞論説委員室／編 朝日イブニングニュース社／訳

OH/08/68 1108925296 原書房 １９６５．９
(２１９ｐ １９ｃｍ)

OH/07/5 1108923499
◆OH

寺田寅彦全集 文学篇　第１１巻
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◆OH
天声人語 -英和対照- 第１集 ◆OH
荒垣秀雄／著 朝日新聞論説委員室／編 東西抄 -日本・西洋・人間-
原書房 １９６２．１０ 石田英一郎／著
(２０９ｐ １９ｃｍ) 筑摩書房 １９６５．９

OH/07/2 1108923465 (２９３ｐ ２０ｃｍ)
民族学

OH/04/76 1108915586
◆OH

天声人語 -英和対照- 第２集
朝日新聞論説委員室／編 朝日イブニングニュース社／訳 ◆OH
原書房 １９６３．９ 道路さん
(２３６ｐ １９ｃｍ) 吾嬬東二郎／著

OH/07/3 1108923473 鹿島研究所出版会 １９７０．３
(２６９ｐ １９ｃｍ)

OH/04/177 1108922939
◆OH

伝統と近代
桑原武夫／著 ◆OH
文藝春秋 １９７２．９ 読者の心とともに -創立９５周年記念-
(５１３ｐ ２０ｃｍ) 山陽新聞社／編
人と思想 １９７４

OH/08/119 1108932789 (６３ｐ ２６×２７ｃｍ)
OH/07/17 1109213346

◆OH
天に学ぶ ◆OH
田岡良斉／著 読書と人生
大信印刷 １９６９．１１ 三木清／著
(３０７ｐ １９ｃｍ) 小山書店 １９４２．６

OH/04/124 1108917509 (２３１ｐ １９ｃｍ)
読書

OH/02/1 1108911817
◆OH

ドイツから見た日本
高橋三郎／著 ◆OH
山本書店 １９６１．８ 読書と人生
(２９４ｐ １９ｃｍ) 三木清／著
プロテスタント教会 雪華社 １９６２．８

OH/04/42 1108915990 (１９０ｐ １９ｃｍ)
読書

OH/02/2 1108911833
◆OH

陶庵公清話
西園寺公望／著 原田熊雄／編 ◆OH
岩波書店 １９４３．７ 読書のすすめ
(２６４ｐ １９ｃｍ) 亀井勝一郎／著代表

OH/04/161 1108919174 創元社 １９５０．８
(３，１５７ｐ １９ｃｍ)
内容：第一部読書論　読書論（安倍能成　小泉信三　三木清）

◆OH ，読書の意義とその利弊（阿部次郎），如何に読書すべきか（
東京日記 -外国の友へ- 三木清），読書（西田幾太郎），読書の今昔（寺田寅彦），読
加藤周一／著 書のことなど（天野貞裕），読書について（小林秀雄），読書
朝日新聞社 １９６０．９ 懴悔（渡辺一夫），読書（亀井勝一郎）　第二部私の読書遍歴
(２２９ｐ １９ｃｍ) 　わが読書遍歴（滝川幸辰），読書は精神の自己対活（三枝博

OH/04/45 1108916022 書），読書の思い出（小倉金之助），私の読書遍歴（塩尻公明
　杉捷夫　草野心平），読書会（清水幾太郎），私の彷徨と限
界（阿部知二），小説別の読書（大佛次郎），青年時代に読む

◆OH べき書物（滝川幸辰　塩尻公明），中学高校生の読むべき書物
透谷全集 第３巻 （草野心平），すすめたい十冊の書物（杉捷夫）
北村透谷／著 勝本清一郎／編 読書
岩波書店 １９５５．９ OH/02/5 1108911866
(７，７１０ｐ図版１枚 １９ｃｍ)

OH/08/15 1108924166
◆OH

とろ火
◆OH 倉石武四郎／著

透谷全集 第２巻 くろしお出版 １９６０．３
北村透谷／著 勝本清一郎／編．校訂 (２２０ｐ １９ｃｍ)
岩波書店 １９６０．６ OH/04/67 1108915495
(７，４６３ｐ図版１枚 １９ｃｍ)

OH/08/14 1108924158
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◆OH
鈍牛待望論 -大平正芳の血と涙- (１６９ｐ図版 ２７ｃｍ)
大隈秀夫／著 OH/07/9 1108922897
白川書院 １９７８．１１
(２４６ｐ ２０ｃｍ)

OH/04/151 1109318335 ◆OH
日曜雑筆
大熊良一／著

◆OH 西尾書房 １９６６．３
内外知友からの祝福と激励 (２１２ｐ １８ｃｍ)
国際文化会館 １９７６．１ OH/04/48 1108916055
(６０ｐ ２１ｃｍ) OH/04/69 1108915511

OH/06/8 1109317402

◆OH
◆OH 日本への直言

内閣文庫国書分類目録 上 林房雄／著
内閣文庫／編 日本教文社 １９６７．８
内閣文庫 １９６１．３ (２３７p １９ｃｍ)
(１８，６０６ｐ ２７ｃｍ) OH/04/160 1108919166
内容：総記，神祇，佛教，言語，文学，音楽，演劇，歴史
図書目録

OH/02/7 1108911882 ◆OH
日本を思ふ
福田恒存／著

◆OH 文藝春秋 １９６９．５
内閣文庫国書分類目録 下 (５０２ｐ ２０ｃｍ)
内閣文庫／編 人と思想
内閣文庫 １９６１．１２ 福田恒存著書目録：４９９－５０２ｐ
(１１４６，１１ｐ ２７ｃｍ) 日本－社会 日本－文化
内容：地理，政治，法制，経済，教育，理学，医学，産業，芸 OH/08/25 1108924265
術，諸芸，武学，武術，準漢籍
図書目録（図書館）

OH/02/8 1108911890 ◆OH
日本経済を縦貫する欲望の河
春日一幸／著

◆OH 民社中小企業政治連合 １９７１．２
内的風景派 (７，４０８ｐ ２３ｃｍ)
市原豊太／著 春日一幸著作撰集
文藝春秋 １９７２．３ OH/04/166C 1108919448
(４９５，４ｐ ２０ｃｍ)
人と思想

OH/08/113 1108932839 ◆OH
日本経済新聞社百年史
日本経済新聞社社史編纂室／編集

◆OH 日本経済新聞社 １９７６．１２
なくてななくせ (６９３ｐ ２２ｃｍ)
笠信太郎／著 OH/07/16 1108923598
暮しの手帖社 １９６６．７
(３０９ｐ １９ｃｍ)

OH/04/101 1108916386 ◆OH
日本故事物語
池田弥三郎／著

◆OH 再版
夏の最後のバラ 河出書房新社 １９６１．１
大原総一郎／著 (３２２ｐ，１２ｐ １９ｃｍ)
朝日新聞社 １９６９．７ 故事熟語
(３７９ｐ ２０ｃｍ) OH/03/2 1108911940
大原総一郎略年譜：３７６－３７９ｐ

OH/04/173 1108919695
◆OH

日本人とは何か -討議-
◆OH 中日新聞社文化部／編

波の花 -私のメモ帳から- 新人物往来社 １９７３．７
小田与之正／著 (２０８ｐ ２０ｃｍ)
青柳書房 １９７０．３ 日本人
(２１３ｐ １９ｃｍ) OH/04/207 1108923242

OH/04/180 1108922962

◆OH
◆OH 日本新聞百年史

西日本新聞戦後小史 岡本光三／編集
西日本新聞社史編纂委員会／編 日本新聞連盟 １９６１．２
西日本新聞社 １９６２．４ (１０６０ｐ ２６ｃｍ)
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◆OH
OH/07/7 1108923515 日本の理想

野依秀市／著
芝園書房 １９６４．１１

◆OH (６０６ｐ ２２ｃｍ)
日本で四十年 OH/04/81 1108916410
ヘルマン・ホイヴェルス／著 林幹雄／編
春秋社 １９６４．５
(２６２ｐ　図版 ２０ｃｍ) ◆OH
日本－文化 カトリック教会 日本万国博覧会公式記録 １

OH/04/41 1108915982 日本万国博覧会（記念）協会／編
日本万国博覧会（記念）協会 １９７２．３
(５６４ｐ ３１ｃｍ)

◆OH 万国博覧会
日本の栄光 -築こう世界の楽園を- OH/06/5 1109028025
瀬戸山三男／著
朝日書院 １９６６．５
(３１５ｐ図版 １９ｃｍ) ◆OH
国土計画 日本万国博覧会公式記録 ３

OH/04/139 1108917657 日本万国博覧会（記念）協会／編
日本万国博覧会（記念）協会 １９７２．３
(６８３ｐ ３１ｃｍ)

◆OH 万国博覧会
日本のこころ -第九　冬の華- OH/06/7 1109028033
中谷宇吉郎／著
文芸春秋新社 １９５１．８
(３６３ｐ １９ｃｍ) ◆OH

OH/04/37 1108915941 日本万国博覧会公式記録 ２
日本万国博覧会（記念）協会／編
日本万国博覧会（記念）協会 １９７２．３

◆OH (５５７ｐ ３１ｃｍ)
日本の自画像 万国博覧会
竹越与三郎／著 OH/06/6 1109028017
白揚社 １９３８．１０
(９，５３８ｐ １９ｃｍ)

OH/04/38 1108915958 ◆OH
日本民族
岡潔／著

◆OH 月刊ペン社 １９６８．１２
日本の心情 (３２５ｐ ２０ｃｍ)
吉川幸次郎／著 OH/04/172 1108919505
新潮社 １９６０．１０
(１７８ｐ ２２ｃｍ)
日本－文化－歴史 ◆OH

OH/04/26 1108915842 人間を考える
清水幾太郎／著
文藝春秋 １９７０．１２

◆OH (４７９ｐ ２０ｃｍ)
日本の曲り角 人と思想
大内兵衛／著 OH/08/115 1108932813
文芸春秋新社 １９６１．４
(２８３ｐ ２０ｃｍ)

OH/04/28 1108915867 ◆OH
人間みな家族
本田弘敏／著

◆OH わせだ書房 １９６３．１
日本の名著 (２７２ｐ ２０ｃｍ)
毎日新聞社／編 人生訓
毎日新聞社 １９５１．５ OH/04/49 1108916063
(２８５，８ｐ １９ｃｍ)
毎日ライブラリー
日本文学－書誌 ◆OH

OH/02/23 1108912310 パイプの煙 第二
都留重人／著
勁草書房 １９５５．１０

◆OH (３０２ｐ １９ｃｍ)
日本の理想 OH/04/91 1108917418
南原繁／著
岩波書店 １９６４
(３２９ｐ １９ｃｍ) ◆OH

OH/04/36 1108915933 ばがてるの宿
古垣鉄郎／著
玉川大学出版部 １９７７．１２
(２４２ｐ １９×１８ｃｍ)
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OH/04/221 1109340354 (２６９ｐ ２０ｃｍ)
OH/04/106 1108916253

◆OH
白雨 -句集- ◆OH
和田博雄／著 百人一種 -随筆-
初音書房 １９６７．１ 辻寛一／編
(１３４ｐ １９ｃｍ) しなの出版 １９６８．９

OH/04/110 1108916295 (７２０ｐ ２２ｃｍ)
OH/04/22 1108915701

◆OH
母の水茎 ◆OH
津島寿一／著 風塵雑爼
芳塘随想刊行会 １９５５．３ 大平正芳／著
(１９６ｐ １９ｃｍ) 鹿島出版会 １９７７．１２
芳塘随想 (３９０，３１ｐ ２０ｃｍ)

OH/04/120 1108917467 OH/04/117 1108916360

◆OH ◆OH
母の水茎 風雪九十年 続
津島寿一／著 一松定吉／著
改版 東京書房 １９６７．２
芳塘刊行会 １９６６．４ (２２７ｐ １９ｃｍ)
(２２３ｐ １９ｃｍ) OH/04/138 1108917640
芳塘随想

OH/04/120-2 1109310811
◆OH

風土と文學
◆OH 寺田寅彦／著

林達夫著作集 ４ ３版
平凡社 １９７１ 角川書店 １９５４．７
(４２０ｐ　肖像 １９ｃｍ) (１６０ｐ １８ｃｍ)
付録（別冊２４ｐ）：研究ノ－ト４ 角川新書

OH/04/213 1108923317 OH/04/192 1108923085

◆OH ◆OH
林達夫著作集 ５ 複合力の時代 -人間大平おゝいに語る-
平凡社 １９７１ 大平正芳，田中洋之助／著 田中洋之助
(３６９ｐ　肖像 １９ｃｍ) ライフ社 １９７８．９

OH/04/214 1108923325 (１８７ｐ ２０ｃｍ)
OH/04/209 1108923267

◆OH
春宵十話 ◆OH
岡潔／著 福沢諭吉全集 別巻
毎日新聞社 １９６３．２ 慶応義塾／編纂
(２３０ｐ ２０ｃｍ) 岩波書店 １９７１．１２

OH/04/18 1108915669 (３００ｐ ２２ｃｍ)
内容：時事新報論集拾遺，書翰集拾遺，諸文集拾遺，福沢家金
銭関係記録拾遺，参考資料，福沢諭吉年譜（追加）　総索引拾

◆OH 遺
「繁栄への道」 -新しい国際情勢のもとで- OH/08/21 1108924224
小坂善太郎／講述
［出版者不明］ ［１９６４？］
(３４ｐ １８ｃｍ) ◆OH

OH/04/21 1108915693 婦人公論の五十年
中央公論社／編
中央公論社 １９６５．１０

◆OH (２５８ｐ １８ｃｍ)
反体制の条件 OH/07/20 1108923622
山崎正和／著
中央公論社 １９６９．３
(２３７ｐ ２０ｃｍ) ◆OH

OH/04/144 1108917707 不断経 -随筆-
斎藤茂吉／著
５版

◆OH 書物展望社 １９４０．９
ひとりよがり (３４３ｐ １９ｃｍ)
色部義明／著 OH/04/56 1108916139
［出版社不明］ １９７３．９
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◆OH ◆OH
葡萄園 -高瀬恒徳信仰詩集- 芳塘随想 ４
高瀬恒徳／著 津島寿一／著
いのちのことば社 １９６７．９ 芳塘刊行会 １９６０．３
(２２２ｐ １８ｃｍ) (２４６ｐ １９ｃｍ)

OH/04/112 1108916311 OH/04/122 1108917483

◆OH ◆OH
ブリタニカ国際大百科事典 １ 芳塘随想 ３
１９７２．５ 津島寿一／著
(８２２ｐ（図共） ２８ｃｍ) 芳塘刊行会 １９６０．５

OH/03/32 1108912393 (２８５ｐ １９ｃｍ)
OH/04/121 1108917475

◆OH
ふるさとの心 ◆OH
赤城宗徳／著 芳塘随想 第５集
共同通信社開発局 １９６６．１２ 津島寿一／著
(１７８ｐ図版 １９ｃｍ) 芳塘刊行会 １９５９．１２

OH/04/137 1108917632 (２６３ｐ １９ｃｍ)
OH/04/123 1108917491

◆OH
文化の形成 ◆OH
木村亀二／著 火筒のひびき -ある従軍看護婦の記録-
河出書房 １９４３．４ 山崎近衛／著
(２９９ｐ １９ｃｍ) 高知新聞社 １９７７．８

OH/04/93 1108917434 (２５４ｐ １９ｃｍ)
OH/04/13 1108915610

◆OH
文化の責任者 ◆OH
中谷宇吉郎／著 煩悩無尽
文芸春秋新社 １９５９．８ 小林啓善／著
(２７９ｐ ２０ｃｍ) 青蛙房 １９６１．１０

OH/04/62 1108915446 (２４６ｐ ２０ｃｍ)
OH/04/54 1108916113

◆OH
ベストセラー物語 上 ◆OH
朝日ジャ－ナル編集部／編 毎日新聞九十年
朝日新聞社 １９６７．５ 毎日新聞社 １９６２．２
(３４８ｐ １９ｃｍ) (１０６ｐ，図版 ３５ｃｍ)
出版 OH/07/8 1108923523

OH/02/24 1108912328

◆OH
◆OH 毎日新聞百年史 -１８７２－１９７２-

ベストセラー物語 下 毎日新聞社 １９７２．２
朝日ジャ－ナル編集部／編 (６２２ｐ　図 ２８ｃｍ)
朝日新聞社 １９６７．６ 毎日新聞社
(３４８ｐ １９ｃｍ) OH/07/18 1108923606
出版

OH/02/25 1108912336
◆OH

松永賞記念文集
◆OH 松永記念科学振興財団 １９７９．３

ペンと剣 (２２３ｐ ２２ｃｍ)
小泉信三／著 OH/06/2 1108923424
ダイヤモンド社 １９６４．１１
(２４３ｐ １９ｃｍ)

OH/04/143 1108917699 ◆OH
松永賞記念文集
松永記念科学振興財団 １９７９．３

◆OH (３２５ｐ ２２ｃｍ)
ペンと代議士 OH/06/3 1108923432
小坂善太郎／著
鹿島研究所出版会 １９７０．４
(３１８ｐ ２０ｃｍ) ◆OH

OH/04/141 1108917673 松永賞記念文集
松永記念科学振興財団 １９７９．３
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(２９１ｐ ２２ｃｍ) 新樹社 １９６４．８
OH/06/4 1108923440 (９８８ｐ ２３ｃｍ)

OH/08/11 1108924125

◆OH
マニラに懐う人々 ◆OH
津島寿一／著 武藤山治全集 第５巻
芳塘刊行会 １９６３．４ 武藤山治／著
(２１２ｐ １９ｃｍ) 新樹社 １９６４．１２
芳塘随想 (１１３３ｐ ２３ｃｍ)

OH/04/3 1108912526 OH/08/9 1108923705

◆OH ◆OH
未完の記録 武藤山治全集 第８巻
佐藤欣治 武藤山治／著
青林書院新社 １９６９．８ 新樹社 １９６６．２
(２７８ｐ肖像 ２１ｃｍ) (１０５１ｐ ２３ｃｍ)

OH/04/155 1108919117 OH/08/12 1108924133

◆OH ◆OH
みだればこ 続 武藤山治全集 第６巻
勝田竜夫／著 武藤山治／著
［出版社不明］ １９７６．１２ 新樹社 １９６５．５
(１２２ｐ ２０ｃｍ) (９５８ｐ ２３ｃｍ)

OH/04/217 1108923358 OH/08/10 1108924117

◆OH ◆OH
みちのく時言 第一集 武藤山治全集 第４巻
田沢康三郎／著 武藤山治／著
陸奥新報社 １９６４．１１ 新樹社 １９６４．５
(２１２ｐ １８ｃｍ) (８７３ｐ ２３ｃｍ)

OH/04/97 1108916170 OH/08/8 1108923697

◆OH ◆OH
道はるか 第２集 武藤山治全集 第３巻
鹿島卯女／著 武藤山治／著
鹿島研究所出版会 １９６５．１２ 新樹社 １９６３．１１
(２５６ｐ １９ｃｍ) (７４６ｐ　図版４枚 ２３ｃｍ)

OH/04/35 1108915925 OH/08/7 1108923689

◆OH ◆OH
無思想時代の思想 -わが精神の放浪記- 武藤山治全集 第１巻
清水幾太郎／著 武藤山治／著
中央公論社 １９７５．５ 新樹社 １９６３．１０
(３２３ｐ ２０ｃｍ) (７３４ｐ　図版７枚 ２３ｃｍ)
中公叢書 OH/08/5 1108923663

OH/04/6 1108912542

◆OH
◆OH 武藤山治全集 第２巻

無常心の払拭 武藤山治／著
田岡良斎／著 新樹社 １９６４．２
［出版者不明］ １９７４．３ (８２１ｐ　図版８枚 ２３ｃｍ)
(１９７ｐ １９ｃｍ) OH/08/6 1108923671

OH/04/176 1108922921

◆OH
◆OH 武藤貞一評論集 現時点篇・吉田松陰篇

武藤山治全集 増補 動向社 １９６５．７
武藤山治／著 (６８４ｐ ２２ｃｍ)
新潮社 １９６６．８ OH/04/83 1108916436
(９００ｐ ２３ｃｍ)

OH/08/13 1108924141
◆OH

明治百年　文化功労者記念講演
◆OH 尾崎行雄記念財団 １９６８．１

武藤山治全集 第７巻 (３２４ｐ １９ｃｍ)
武藤山治／著 OH/06/1 1108923416
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(８５０ｐ ２０ｃｍ)
OH/08/100 1108932383

◆OH
面とペルソナ
和辻哲郎／著 ◆OH
岩波書店 １９３７．１２ 矢内原忠雄全集 第２７巻
(２９７ｐ ２０ｃｍ) 矢内原忠雄／著

OH/04/52 1108916097 岩波書店 １９６５．５
(６９８ｐ　図版１枚 ２０ｃｍ)

OH/08/98 1108932367
◆OH

藻汐草
田中英吉／著 ◆OH
中央出版社 １９６８．５ 矢内原忠雄全集 第２５巻
(１６９ｐ １８ｃｍ) 矢内原忠雄／著 楊井克巳，大塚久雄，藤田若雄，坂井基知良
カトリック教会 ，矢内原伊作／共編

OH/04/198 1108923143 岩波書店 １９６５．３
(９１８ｐ ２０ｃｍ)

OH/08/96-3 1109318467
◆OH

モータリゼーションとともに　
トヨタ自動車販売株式会社社史編集委員会／編 ◆OH
トヨタ自動車販売株式会社 １９７０．１１ 矢内原忠雄全集 第２２巻
(６４６ｐ ２９×２２ｃｍ) 矢内原忠雄／著

OH/04/210 1108923275 岩波書店 １９６４．１２
(６５３ｐ ２０ｃｍ)

OH/08/96 1108932342
◆OH

モータリゼーションとともに　資料
トヨタ自動車販売株式会社社史編集委員会／編 ◆OH
トヨタ自動車販売株式会社 １９７０．１１ 矢内原忠雄全集 第２０巻
(２２５ｐ ２９×２２ｃｍ) 矢内原忠雄／著 楊井克巳，大塚久雄，藤田若雄，坂井基知良

OH/04/210-2 1108923283 ，矢内原伊作／共編
岩波書店 １９６４．１０
(７６１ｐ ２０ｃｍ)

◆OH OH/08/94 1108932326
森賢吾さんのこと 下・事蹟
津島寿一／著
芳塘刊行会 １９６４．８ ◆OH
(３７１ｐ １９ｃｍ) 矢内原忠雄全集 第１８巻
芳塘随想 矢内原忠雄／著

OH/04/5 1108912534 岩波書店 １９６４．８
(７４９ｐ ２０ｃｍ)
政治－評論

◆OH OH/08/92 1108925502
森賢吾さんのこと 上　概描
津島寿一／著
芳塘刊行会 １９６３．１２ ◆OH
(１７５，３０，３５，２０ｐ １９ｃｍ) 矢内原忠雄全集 第２３巻
芳塘随想 矢内原忠雄／著

OH/04/4 1108912518 岩波書店 １９６５．１
(７５８ｐ ２０ｃｍ)

OH/08/96-2 1109318459
◆OH

矢内原忠雄全集 第２８巻
矢内原忠雄／著 ◆OH
岩波書店 １９６５．６ 矢内原忠雄全集 第２１巻
(９２４ｐ ２０ｃｍ) 矢内原忠雄／著 楊井克巳，大塚久雄，藤田若雄，坂井基知良

OH/08/99 1108932375 ，矢内原伊作／共編
岩波書店 １９６４．１１
(８９２ｐ ２０ｃｍ)

◆OH OH/08/95 1108932334
矢内原忠雄全集 第２６巻
矢内原忠雄／著
岩波書店 １９６５．４ ◆OH
(８１２ｐ　図版１枚 ２０ｃｍ) 矢内原忠雄全集 第１９巻

OH/08/97 1108932359 矢内原忠雄／著
岩波書店 １９６４．９
(５５３ｐ　図版１枚 ２０ｃｍ)

◆OH OH/08/93 1108932318
矢内原忠雄全集 第２９巻
矢内原忠雄／著
岩波書店 １９６５．７
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◆OH
矢内原忠雄全集 第１７巻
矢内原忠雄／著 ◆OH
岩波書店 １９６４．７ 矢内原忠雄全集 第９巻
(８１３ｐ ２０ｃｍ) 矢内原忠雄／著

OH/08/91 1108925494 岩波書店 １９６３．１０
(６９９ｐ ２０ｃｍ)
聖書

◆OH OH/08/83 1108925445
矢内原忠雄全集 第１６巻
矢内原忠雄／著
岩波書店 １９６４．６ ◆OH
(７０４ｐ　図版１枚 ２０ｃｍ) 矢内原忠雄全集 第８巻
キリスト教 マルクス主義 矢内原忠雄／著

OH/08/90 1108928605 岩波書店 １９６３．８
(７０９ｐ ２０ｃｍ)
聖書

◆OH OH/08/82 1108925437
矢内原忠雄全集 第１４巻
矢内原忠雄／著
岩波書店 １９６４．４ ◆OH
(７４９ｐ ２０ｃｍ) 矢内原忠雄全集 第６巻
キリスト教 矢内原忠雄／著

OH/08/88 1108928589 岩波書店 １９６３．４
(７７３ｐ ２０ｃｍ)

OH/08/80 1108925411
◆OH

矢内原忠雄全集 第１２巻
矢内原忠雄／著 楊井克巳，大塚久雄，藤田若雄，坂井基知良 ◆OH
，矢内原伊作／共編 矢内原忠雄全集 第４巻
岩波書店 １９６４．２ 矢内原忠雄／著 楊井克巳，大塚久雄，藤田若雄，坂井基知良
(６８３ｐ ２０ｃｍ) ，矢内原伊作／共編
聖書 岩波書店 １９６３．９

OH/08/86 1108925478 (６３０ｐ ２０ｃｍ)
植民政策

OH/08/78 1108925395
◆OH

矢内原忠雄全集 第１０巻
矢内原忠雄／著 楊井克巳，大塚久雄，藤田若雄，坂井基知良 ◆OH
，矢内原伊作／共編 矢内原忠雄全集 第２巻
岩波書店 １９６３．１２ 矢内原忠雄／著
(７２３ｐ ２０ｃｍ) 岩波書店 １９６３．５
聖書 (６８６ｐ ２０ｃｍ)

OH/08/84 1108925452 植民地政策
OH/08/76 1108925379

◆OH
矢内原忠雄全集 第１５巻 ◆OH
矢内原忠雄／著 矢内原忠雄全集 第７巻
岩波書店 １９６４．５ 矢内原忠雄／著 楊井克巳，大塚久雄，藤田若雄，坂井基知良
(５８４ｐ ２０ｃｍ) ，矢内原伊作／共編
キリスト教 岩波書店 １９６３．６

OH/08/89 1108928597 (７６０ｐ ２０ｃｍ)
聖書

OH/08/81 1108925429
◆OH

矢内原忠雄全集 第１３巻
矢内原忠雄／著 楊井克巳，大塚久雄，藤田若雄，坂井基知良 ◆OH
，矢内原伊作／共編 矢内原忠雄全集 第５巻
岩波書店 １９６４．３ 矢内原忠雄／著
(７１０ｐ ２０ｃｍ) 岩波書店 １９６３．１１
聖書 (５１８ｐ ２０ｃｍ)

OH/08/87 1108925486 植民政策
OH/08/79 1108925403

◆OH
矢内原忠雄全集 第１１巻 ◆OH
矢内原忠雄／著 楊井克巳，大塚久雄，藤田若雄，坂井基知良 矢内原忠雄全集 第３巻
，矢内原伊作／共編 矢内原忠雄／著 楊井克巳，大塚久雄，藤田若雄，坂井基知良
岩波書店 １９６４．１ ，矢内原伊作／共編
(７５７ｐ　図版１枚 ２０ｃｍ) 岩波書店 １９６３．７
聖書 (７１２ｐ ２０ｃｍ)

OH/08/85 1108925460 植民政策
OH/08/77 1108925387
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◆OH
吉田松陰全集 ９
吉田松陰／著

◆OH 岩波書店 １９３９．１０
矢内原忠雄全集 第１巻 (４９７ｐ １９ｃｍ)
矢内原忠雄／著 OH/08/55 1108925163
岩波書店 １９６３．３
(７６８ｐ ２０ｃｍ)
植民政策 ◆OH

OH/08/75 1108925361 吉田松陰全集 ７
吉田松陰／著
岩波書店 １９３９．１１

◆OH (４３２ｐ １９ｃｍ)
山と探検 OH/08/53 1108925148
今西錦司／著
文藝春秋 １９７０．８
(５５７ｐ ２０ｃｍ) ◆OH
人と思想 吉田松陰全集 ６
著書目録：ｐ．５５６－５５７ 吉田松陰／著
紀行 登山 岩波書店 １９３９．８

OH/08/116 1108932805 (４３８ｐ １９ｃｍ)
OH/08/52 1108925130

◆OH
悠久なる人生 ◆OH
広池千英／著 吉田松陰全集 ４
広池学園出版部 １９７２．６ 吉田松陰／著
(２０１ｐ １６ｃｍ) 岩波書店 １９３８．１１

OH/04/11 1108912591 (４６８ｐ １９ｃｍ)
OH/08/50 1108925114

◆OH
雪あかり日記 ◆OH
谷口吉郎／著 吉田松陰全集 ２
雪華社 １９６７．３ 吉田松陰／著
(２４５ｐ １９ｃｍ) 岩波書店 １９３９．２
科学者随想叢書 (４５３ｐ １９ｃｍ)
建築 OH/08/48 1108925098

OH/04/186 1108923010

◆OH
◆OH 吉田松陰全集 ５

吉田松陰全集 １２ 吉田松陰／著
吉田松陰／著 岩波書店 １９３９．５
岩波書店 １９４０．４ (４６９ｐ １９ｃｍ)
(５４０ｐ １９ｃｍ) OH/08/51 1108925122

OH/08/58 1108925197

◆OH
◆OH 吉田松陰全集 ３

吉田松陰全集 １０ 吉田松陰／著
吉田松陰／著 岩波書店 １９３９．４
岩波書店 １９３９．１ (６１８ｐ １９ｃｍ)
(４７８ｐ １９ｃｍ) OH/08/49 1108925106

OH/08/56 1108925171

◆OH
◆OH 吉田松陰全集　 １

吉田松陰全集 ８ 吉田松陰／著 山口県教育会／編
吉田松陰／著 岩波書店 １９４０．２
岩波書店 １９３９．７ (４０４ｐ １９ｃｍ)
(６０２ｐ １９ｃｍ) OH/08/47 1108925080

OH/08/54 1108925155

◆OH
◆OH 世の中は間違ってる

吉田松陰全集 １１ 伊部政一／著
吉田松陰／著 産業政策研究所 １９６８．１
岩波書店 １９４０．１ (２４１ｐ　 １９ｃｍ)
(４５２ｐ １９ｃｍ) OH/04/127 1108917533

OH/08/57 1108925189

◆OH
歴史家のひとり旅
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◆OH
堀米庸三／著 わが蒔く種
新潮社 １９７１．１２ 小泉信三／著
(２７３ｐ ２０ｃｍ) 東京創元社 １９５７．４

OH/04/188 1108923036 (２４５ｐ １９ｃｍ)
OH/04/102 1108916212

◆OH
歴史と体験 ◆OH
林健太郎／著 わが町わが友
文藝春秋 １９７２．３ 長谷井輝夫／著
(５０５ｐ ２０ｃｍ) 長谷井輝夫 １９７６．１０
人と思想 (１１６ｐ １９ｃｍ)
歴史 OH/04/220 1109326122

OH/08/114 1108932821

◆OH
◆OH 和魂商魂

烈日の書 永野重雄／著
春日一幸／著 学習研究社 １９７１．５
民社中小企業政治連合 １９７１．２ (２５４ｐ ２０ｃｍ)
(７，５１７ｐ ２３ｃｍ) OH/04/174 1108919703
春日一幸著作撰集
日本－政治

OH/04/166B 1108919430 ◆OH
私の歩んできた道
矢内原忠雄／著

◆OH 東京大学出版会 １９５８．３
若き日のあゆみ -随想集- (２５３ｐ １９ｃｍ)
秋山廉／著 OH/04/99 1108916196
四国運輸新聞社 １９６６．１１
(２３９ｐ １７ｃｍ)

OH/04/113 1108916329 ◆OH
私の古典
エコノミスト編集部／編

◆OH 毎日新聞社 １９６７．５
若き日の読書 (３１１ｐ １９ｃｍ)
瀬沼茂樹／編 読書録
新装版第６版 OH/02/21 1108912096
河出書房 １９５５．８
(２０１ｐ １８ｃｍ)
河出新書 ◆OH
読書 私の辞書論

OH/02/6 1108911874 福本和夫／著
河出書房新社 １９７７．９
(３０９ｐ ２０ｃｍ)

◆OH 巻末：関連年表　追補：「和魯通言比考」の著者橘耕斎の数奇
わが心の愛読書 なる生涯
片山哲／著 辞典
エリート社 １９６４．１ OH/02/26 1108912344
(２８１ｐ ２７ｃｍ)
読書録

OH/02/9 1108911908 ◆OH
わたしの生涯から
天野貞祐／著

◆OH 青林書院 １９５３．１０
わが象徴派的人生 (２６７ｐ １９ｃｍ)
河上徹太郎／著 OH/04/73 1108915552
文藝春秋 １９７２
(５３７，５ｐ ２０ｃｍ)
人と思想 ◆OH

OH/08/22 1108924232 私の横顔 -歌と随想-
田岡雁来紅／著
香蘭短歌会 １９６４．５

◆OH (２１２ｐ ２０ｃｍ)
わが文芸談 香蘭叢書
小泉信三／著 OH/04/20 1108915685
新潮社 １９６６．９
(１８１ｐ ２０ｃｍ)
日本文学－歴史－近代 ◆OH

OH/04/9 1108912575 私はこう考える -随想集- 第２集
税務大学校／［編］
税務大学校 １９７６
(３５８ｐ １８ｃｍ)

- 26 -－26－



OH/04/136 1108917624

◆OH
我・人・本
大内兵衛／著
岩波書店 １９５８．１２
(５，３５６ｐ ２０ｃｍ)

OH/04/29 1108915875

◆OH
Ｔｈｅ　Ｄｅｖｅｌｏｐｉｎｇ　Ｅｃｏｎｏｍｉｅｓ ＶＯＬ
．９　ＮＯ．４
Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ　ｏｆ　Ｄｅｖｅｌｏｐｉｎｇ　Ｅｃｏｎ
ｏｍｉｅｓ １９７１．１２
(５９８ｐ ２５ｃｍ)

OH/05/14 1109317436

◆OH
Ａ　Ｈｕｎｄｒｅｄ　ｔｈｉｎｇｓ　Ｊａｐａｎｅｓｅ
ｅｄｉｔｅｄ　ｂｙ　ｔｈｅ　Ｊａｐａｎ　Ｃｕｌｔｕｒｅ　
Ｉｎｓｔｉｔｕｔe
Ｊａｐａｎ　Ｃｕｌｔｕｒｅ　Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ １９７５
(６，２０８ｐ ２２ｃｍ)

OH/04/183 1108922988

◆OH
Ｔｈｅ　Ｌｅｓｓｉｎｇ　Ｊ．Ｒｏｓｅｎｗａｌｄ　ｃｏｌｌ
ｅｃｔｉｏｎ -ａ　ｃａｔａｌｏｇ　ｏｆ　ｔｈｅ　ｇｉｆｔ
ｓ　ｏｆ　Ｌｅｓｓｉｎｇ　Ｊ．　Ｒｏｓｅｎｗａｌｄ　ｔｏ
　tｈｅ　Ｌｉｂｒａｒｙ　ｏｆ　Ｃｏｎｇｒｅｓｓ，　１９
４３　ｔｏ　１９７５-
Ｌｉｂｒａｒｙ　ｏｆ　ｃｏｎｇｒｅｓｓ １９７７
(５１７ｐ ３０ｃｍ)
0-8444-0237-0

OH/02/28 1109339406
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◆OH
偉人　久保太郎右衛門 -萱原掛井手由来- ◆OH
杉村重伸／著 落穂抄
萱原用水土地改良区 １９７９ なかのみのる／著
(８８ｐ ２２ｃｍ) ［出版年不明］

OH/09/120 1108933803 (１７３ｐ ２２ｃｍ)
OH/09/119 1108933795

◆OH
井上通女全集 ◆OH
井上通女／著 井上通女遺徳表彰会／編 思い出　津島惣平
吉川弘文館 １９０７．８ 片山良平／編
(２８６ｐ ２３ｃｍ) 坂出郵船組 １９７３．４
内容：東海紀行，江戸日記，帰家日記，往事集，雑纂 (１７，２９３ｐ ２２ｃｍ)

OH/09/44 1108933019 OH/09/79 1108933183

◆OH ◆OH
潮にむかって立つ -この男が流れを変える- 回想　三豊中学
大平正芳／著 中井虎男／著
大平正芳推薦本部 ［出版年不明］ 三秀社 １９６９．４
(２８ｐ ２２ｃｍ) (２０４ｐ １９ｃｍ)

OH/09/80 1108933191 OH/09/43 1109309367

◆OH ◆OH
栄光ある転進 -屋島の塩田・蘇生の記録- 香川－岡山　瀬戸大橋
湊貞雄／編 西日本放送／編
高松市屋島土地区画整理組合 １９８０．１０ 西日本放送 １９７０．２
(１５２ｐ ３１ｃｍ) (３６ｐ ２６ｃｍ)
土地区画整理－雑誌 ＲＮＣエリア情報

OH/09/88 1109028082 瀬戸大橋
OH/09/51 1108933035

◆OH
栄光をめざして -野球部々史- ◆OH
観音寺第一高等学校野球部先輩会／編 香川県観光総合開発マスタープラン
香川県立観音寺第一高等学校野球部先輩会 １９８１ 環境開発センター／編
(３２１ｐ ２７ｃｍ) 環境開発センター １９６２

OH/09/93 1108933290 (１４４ｐ ２５ｃｍ)
OH/09/9 1108932854

◆OH
英知　創造　愛 -時にふれ　人にふれ- ◆OH
金子正則／著 香川県議会史 第３巻
香川県秘書課 １９７１ 香川県議会史編さん委員会／編
(２９３ｐ １９ｃｍ) 香川県議会事務局 １９７７．６

OH/09/73 1108933134 (１０７９ｐ ２７ｃｍ)
内容：自昭和三十八年四月至昭和四十六年三月

OH/09/100 1109157949
◆OH

大西禎夫
大西禎夫追悼録編集室／編 ◆OH
大西禎夫追悼録編集室 １９６８．３ 香川県議会史 第２巻
(３０９ｐ ２２ｃｍ) 香川県議会史編さん委員会／編

OH/09/33 1108932623 香川県議会事務局 １９７３．９
(１００４ｐ ２７ｃｍ)

OH/09/99 1109157931
◆OH

大野原町十五年のあゆみ
大野原町十五年のあゆみ編集委員会／編 ◆OH
三豊郡大野原町 １９７１．３ 香川県議会史 第１巻
(５４３ｐ ２２ｃｍ) 香川県議会史編さん委員会／編

OH/09/62 1108932995 香川県議会事務局 １９７１．３
(７７８ｐ ２７ｃｍ)

OH/09/98 1109157923
◆OH

沖縄国際海洋博覧会公式記録写真集
１９７６．１２ ◆OH
(１冊 ２９ｃｍ) 香川県芸術文化年鑑 １９８５
国際海洋博覧会（沖縄） 香川県教育委員会事務局文化行政課／編

OH/09/124 1109028678 香川県教育委員会事務局文化行政課 １９８６．１２
(１５５ｐ ２１ｃｍ)
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OH/09/90-2 1108933266 香川県農業教育史編集委員会／編
香川県高等学校教育研究会農業部会 １９８５．３
(４００ｐ ２７ｃｍ)

◆OH OH/09/35 1108932649
香川県芸術文化年鑑 １９８４
香川県教育委員会事務局文化行政課／編
香川県教育委員会事務局文化行政課 １９８５．３ ◆OH
(１６１ｐ ２１ｃｍ) 香川県農業協同組合史

OH/09/90 1108933258 香川県農業協同組合史編纂委員会／編
香川県農業協同組合中央会 １９７３．３
(９０５ｐ ２７ｃｍ)

◆OH 農業協同組合
香川県高校野球戦後の記録 OH/09/109 1109157964
大住寛／著
大住寛 １９６８．７
(１６６ｐ ２６ｃｍ) ◆OH
野球 香川県農業史

OH/09/37 1108932664 香川県農業史編纂委員会／編
香川県農業改良普及会 １９７７．３
(１１８５ｐ ２２ｃｍ)

◆OH OH/09/108 1109157956
香川県産業教育八十年記念誌
香川県産業教育８０年記念会／編
香川県産業教育８０年記念会 １９６７．４ ◆OH
(２０４ｐ ２７ｃｍ) 香川県のすがた １９６３
産業教育 香川県統計課，香川県統計協会／編

OH/09/17 1108932920 香川県統計課 １９６３．１２
(１６１ｐ １９ｃｍ)

OH/09/14 1108932904
◆OH

香川県商工会十年史
香川県商工会連合会／編 ◆OH
香川県商工会連合会 １９７２．４ 香川県立観音寺第一高等学校同窓会会員名簿
(７３５ｐ ２７ｃｍ) 香川県立観音寺第一高等学校同窓会／編

OH/09/66 1108933092 香川県立観音寺第一高等学校同窓会 １９６９．２
(１４，２６１，１４２ｐ ２６ｃｍ)
同窓会－名簿

◆OH OH/09/19 1108932946
香川県職員録 昭和３９年１２月現在
香川県総務部人事課／編
香川県総務部人事課 １９６４．１２ ◆OH
(３８８，６７ｐ １８ｃｍ) 香川大学学芸学部附属坂出小学校五十年史

OH/09/23 1108932524 香川大学学芸学部附属坂出小学校／編
香川大学学芸学部附属坂出小学校 １９６２．５
(４９８ｐ ２２ｃｍ)

◆OH OH/09/6 1108928704
香川県職員録 昭和３５年１１月現在
香川県総務部人事課／編
香川県総務部人事課 １９６０．１１ ◆OH
(３９２ｐ １８ｃｍ) 香川年鑑 昭和４４年

OH/09/22 1108932516 四国新聞社／編
四国新聞社 １９６８．１２
(４９４，２０ｐ ２２ｃｍ)

◆OH OH/09/5 1108932714
香川県神社誌 下巻
香川県神職会／編
香川県神職会 １９３８．１２ ◆OH
(６，４５１，３０，１６，３ｐ ２３ｃｍ) 香川年鑑 昭和４２年
神社 四国新聞社／編

OH/09/54 1108933068 四国新聞社 １９６６．１２
(５０２，３０ｐ ２２ｃｍ)

OH/09/4 1108932722
◆OH

香川県神社誌 上巻
香川県神職会／編 ◆OH
香川県神職会 １９３８．１２ 香川年鑑 昭和４０年
(４４２ｐ ２３ｃｍ) 四国新聞社／編
神社 四国新聞社 １９６４．１２

OH/09/53 1108933050 (５０３，１３ｐ ２２ｃｍ)
OH/09/3 1108932748

◆OH
香川県農業教育史
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◆OH ◆OH
香川年鑑 昭和３９年 神崎製紙の創始者加藤藤太郎
四国新聞社／編 佐藤哲也／著
四国新聞社 １９６３．１２ 神崎製紙 １９７１．１
(５００，４０ｐ ２２ｃｍ) (１９７ｐ ２２ｃｍ)

OH/09/2 1108932755 OH/09/115 1108933753

◆OH ◆OH
香川年鑑 昭和３５年 雁来紅漫筆
四国新聞社／編 田岡雁来紅／著
四国新聞社 １９５９．１１ 大阪教育図書 １９７６．１
(５０６，３２ｐ ２２ｃｍ) (２０８ｐ，図版６ｐ １９ｃｍ)

OH/09/1 1108932763 夢叢書
OH/09/89 1108933241

◆OH
香川用水史 ◆OH
香川用水史編集委員会／編 紀伊村誌
吉野川総合開発香川用水建設事業期成会 １９７９．４ 香川県三豊郡大野原町紀伊村誌編集委員会／編
(５４４ｐ ２２ｃｍ) 香川県三豊郡大野原町紀伊村誌編集委員会 １９７３．１

OH/09/55 1108932961 (１９８ｐ ２２ｃｍ)
歴史－紀伊村

OH/09/138 1109314300
◆OH

景山甚右衛門翁伝
景山翁遺徳顕彰会／編 ◆OH
景山翁遺徳顕彰会 １９６８．１２ 国東照太伝
(１４２ｐ ２４ｃｍ) 常盤親和会／編

OH/09/65 1108933084 常盤親和会 １９７２．７
(７０８ｐ ２２ｃｍ)

OH/09/118 1108933787
◆OH

語りつぎたい讃岐老人の知恵
香川県老人クラブ連合会／編 ◆OH
香川県老人クラブ連合会 １９８４ 栗の実のうた
(３５８ｐ ２１ｃｍ) 礒野栗子／著

OH/09/137 1108933894 栗の子刊行会 １９７３．１
(３８３ｐ ２２ｃｍ)

OH/09/94 1108933308
◆OH

観音寺市誌 資料編
観音寺市誌増補改訂版編集委員会／編 ◆OH
１９８５ 現代香川の１００人 -青少年の座右銘-
(４２５ｐ ２７ｃｍ) 鶴岡正夫／編

OH/09/7-2 1109314128 讃岐公論社 １９７４．１１
(１９７ｐ ２２ｃｍ)

OH/09/29 1108932581
◆OH

観音寺市誌 通史編
観音寺市誌増補改訂版編集委員会／編 ◆OH
観音寺市 １９８５ ５０周年記念　東京大会
(９８１ｐ ２７ｃｍ) 三豊二五会 ［１９７９］

OH/09/7 1109314144 (１冊 ３１ｃｍ)
OH/09/107 1109028645

◆OH
観音寺商工名鑑 １９７０ ◆OH
観音寺商工名鑑編纂委員会／編 鼓動 -創立５０周年記念-
観音寺商工会議所 １９７０．４ 香川県立笠田高等学校／編
(２９５ｐ ２６ｃｍ) 香川県立笠田高等学校 １９７８．１１
商工業－名簿 (１２４ｐ ３１ｃｍ)

OH/09/41 1108932706 OH/09/113 1109028660

◆OH ◆OH
観音寺青年会議所創立２０周年記念誌 -生きがい- 琴平町史 第１集
観音寺青年会議所２０周年記念誌部会／編 琴平町史刊行会／編
観音寺青年会議所 １９７２．４ 琴平町史刊行会 １９７０．９
(２９１ｐ ２６ｃｍ) (２４３ｐ ２２ｃｍ)

OH/09/64 1108933076 OH/09/110 1108933738
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◆OH
この道二十年　さらに未来へ 渡辺茂雄／著
香川県婦人団体連絡協議会二十年誌編集委員会／編 四国電力 １９６７．８
香川県婦人団体連絡協議会 １９７２．３ (２３８ｐ ２１ｃｍ)
(１２７ｐ ２６ｃｍ) OH/09/34 1108932631

OH/09/63 1108933001

◆OH
◆OH 四国開発の先覚者とその偉業 ３

こんぴら物語 渡辺茂雄／著
大崎定一／著 四国電力 １９６５．１１
８版 (２２５ｐ ２１ｃｍ)
金刀比羅宮社務所 １９７８．３ 内容：治水・利水の先覚者・西島八兵衛とその周辺．
(１７０ｐ １８ｃｍ) OH/09/28 1108932573
金刀比羅宮叢書

OH/09/127 1108933860
◆OH

四国開発の先覚者とその偉業 ２
◆OH 渡辺茂雄／著

財田町誌 四国電力 １９６４．１２
財田町誌編纂委員会／編 (２０３ｐ ２１ｃｍ)
財田町 １９７２．１２ 内容：稀代の経世家・久米栄左衛門
(１１７８ｐ ２２ｃｍ) OH/09/27 1108932565

OH/09/126 1108933852

◆OH
◆OH 四国開発の先覚者とその偉業 １

坂出と共に 渡辺茂雄／著
島田恭平翁追悼録編集会／編 四国電力 １９６４
島田恭平翁追悼録編集会 １９６３．１０ (１４９ｐ ２１ｃｍ)
(１７６ｐ １９ｃｍ) 内容：四国新道の建設者・大久保［ジン］之丞．　讃岐砂糖の

OH/09/15 1108932912 開産者・向山周慶．
OH/09/26 1108932557

◆OH
讃岐園事大鑑 ◆OH
総合文化出版社 １９７８．２ 四国産業開発入選論文集
(３０３，７５ｐ ２７ｃｍ) 四国産業開発委員会 １９６１．１
内容：庭園随想（川原一圃）　盆栽論考（沖本喬）　香川の盆 (７２ｐ ２６ｃｍ)
栽・松を中心に（末包正）　讃岐の岩石（岩田実太郎）　香川 OH/09/10 1108932862
県の花卉園芸（木村喜久夫）　香川県造園緑化建設業協会，香
川県造園建設業協会，鬼無町の盆栽（沖本喬）　国分寺町の盆
栽，綾歌南部の盆栽（藤村務）　香川の盆栽鉢製造メーカー， ◆OH
窯業の街・常滑，やきものの里・信楽，金物の街・三木市 四国電信電話事業史 -公社発足２０年-
盆栽 造園 四国電気通信局／編

OH/09/117 1108933779 電気通信共済会四国支部 １９７３．１０
(８８０ｐ ２７ｃｍ)
電気通信 電話

◆OH OH/09/78 1109157915
讃岐人物風景 １２
四国新聞社／編
丸山学芸図書 １９８４ ◆OH
(２０８，５ｐ ２０ｃｍ) 四国電力２０年のあゆみ

OH/09/136 1108933886 四国電力株式会社／編
四国電力 １９７２．３
(３９３ｐ ３０ｃｍ)

◆OH OH/09/42 1109028041
讃岐の祭
辻一摩／著
香川短期大学 １９８８ ◆OH
(１０５ｐ ２５×２４ｃｍ) 四国の産業開発 -経営学の立場から-

OH/09/139 1109317097 四国開発経営問題委員会／著
四国産業開発委員会 １９６１．１１
(６４１ｐ ２２ｃｍ)

◆OH 産業開発
三十年誌 OH/09/8 1108932847
観音寺青年会議所３０周年実行委員会／編
観音寺青年会議所 １９８２．９
(１３５ｐ ２６ｃｍ) ◆OH

OH/09/84 1108933217 四国八十八ヶ所巡拝案内記 -弘法大師開創千百五十年記念-
四国霊場会／［編］
西日本観光 １９６３．５

◆OH (９２ｐ １９ｃｍ)
四国開発の先覚者とその偉業 ５ OH/09/125 1108933837
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OH/09/134 1109309425

◆OH
四国霊場開創壱千百五十年　奉納経 ◆OH
総本山善通寺 ［１９６４］ 食は讃州に在り
(１冊 ２７ｃｍ) 四国新聞社／編

OH/09/70 1108933118 四国新聞社 １９８１．１１
(１３０ｐ ２９ｃｍ)

OH/09/133 1109309417
◆OH

市勢要覧　丸亀 １９７１
丸亀市庶務課／編 ◆OH
丸亀市役所 １９７２．３ 新讃岐酒史
(６０，３４ｐ ２５×２６ｃｍ) 浜政一／著

OH/09/76 1109028066 香川県酒造組合連合会 １９６７．１１
(６０３ｐ ２０ｃｍ)
内容：讃岐に於ける酒造の技術と業態，讃岐における麹製造及

◆OH 醴
自然と土と人間 酒
植田郁男／著 OH/09/31 1108932607
大洋建設工業株式会社出版部 １９８６．３
(２７９ｐ １９ｃｍ)

OH/09/122 1108933829 ◆OH
新さぬき風土記
香川県郷土読本刊行会／編

◆OH 香川県郷土読本刊行会 １９５５．１２
写真集讃岐のまつり -春夏秋冬- (２５６ｐ １８ｃｍ)
安川満俊／著 内容：序（金子正則）　横目でのぞいた讃岐の歴史（板井鳴潮
安川満俊フィルムライブラリー １９８３ ）　讃岐のあけぼの（和田正夫）　県民性を衝く（桑島安太郎
(８２ｐ ３７ｃｍ) ）　交通いまとむかし（田井信之）　平家蟹（詩）（古川賢一

OH/09/140 1109317147 郎）　こんぴら今昔史（琴陵光重）　荘園の跡を訪ねて（和田
正夫）　城下町とその変遷（近藤末義）　さぬきの門前町（草
薙金四郎）　源平合戦とその史跡（松浦正一）　城山と白峰（

◆OH 福家惣衛）　ペリーの来航とさぬき（玉村稔）　歴史的にみた
主要紙面にみる郷土九十年 -四国新聞社縮刷版・抜粋- 玉藻城と栗林公園（松浦正一）　小豆島史話（井上一二）　眼
四国新聞社／編 下の瀬戸（詩）（河西新太郎）　荘内の遺跡を訪ねて（高橋邦
四国新聞社 １９７９ 彦）　港のうつりかわり（大西美博）　瀬戸内海と海賊（真木
(３６８ｐ ２９ｃｍ) 信夫）　讃岐の女性（守屋美雄）　三人の先覚者（椎名六郎）
内容：四国新聞関連年表（明治２１年から昭和５４年まで） 　讃岐の五大師（草薙金四郎）　庄松と竹林（加藤増夫）　さ

OH/09/111 1109028652 ぬきの伝説（福家惣衛）　島々とその習俗（武田明）　鬼ケ島
（市原輝士）　溜池とその伝説（矢原高幸）　さぬきの文学あ
れこれ（椎名六郎）　讃岐の年中行事（武田明）　方言さまざ

◆OH ま（武田明）　街頭渡世風俗（荒井とみ三）　讃岐のすまい（
樟樹 第１０号 市原輝士）　民謡ところどころ（山崎正七）　さぬきの玩具（
香川県立観音寺第一高等学校／編 加藤増夫）　さぬきの特産品（桑島安太郎）
香川県立観音寺第一高等学校 １９８１．６ 地理－香川県
(９１ｐ ２２ｃｍ) OH/09/38 1108932672

OH/09/74 1108933142

◆OH
◆OH 新市町村建設計画書 昭和３４年３月

庄松さんと感応の人々 香川県三豊郡豊浜町／編
村山熊太，谷口庄松／著 豊浜町 １９５９．３
万成社 １９６９．３ (３１８ｐ ２５ｃｍ)
(１０９ｐ １９ｃｍ) 建設計画－豊浜町－三豊郡

OH/09/32 1108932615 OH/09/13 1108932896

◆OH ◆OH
昭和５１年９月台風１７号による集中豪雨１，４００ミリの爪 新修高松市史 ３
跡 高松市史編集室／編
内海町災害の記録編集委員会／編 高松市役所 １９６９．２
内海町 １９７７．９ (７１０，６ｐ ２２ｃｍ)
(１１０ｐ ２７ｃｍ) OH/09/61 1108932987
風水害

OH/09/116 1108933761
◆OH

新修高松市史 ２
◆OH 高松市史編集室／編

食は讃州に在り 第２集 高松市役所 １９６６．２
四国新聞社／編 (８１２，７ｐ ２２ｃｍ)
四国新聞社 １９８２．１１ OH/09/25 1108932540
(１２９ｐ ２９ｃｍ)
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◆OH ◆OH
新修　仁尾町誌 続　私の信条
仁尾町誌編さん委員会／編 植田郁男／著
仁尾町誌編さん委員会 １９８４ 大洋建設工業 １９７７．９
(７４１ｐ ２７ｃｍ) (３５０ｐ １９ｃｍ)

OH/09/129 1108933167 OH/09/72 1108933126

◆OH ◆OH
新修　仁尾町誌 補遺 高松地区広域市町村圏振興計画
新修仁尾町誌編さん委員会／編 高松地区広域市町村圏振興事務組合／編
仁尾町誌編さん委員会 ２００５．８ 高松地区広域市町村圏振興事務組合 １９７３．３
(２７３ｐ ２７ｃｍ) (１３８ｐ ３０ｃｍ)

OH/09/129-2 1109314045 広域行政
OH/09/86 1109028074

◆OH
塵中浄心 -和を願ふ一市民のこころ- 第一輯 ◆OH
鎌田正光／著 高松藩祖　松平頼重伝
鎌田正光 １９７３．３ 松平公益会／編
(１２３ｐ １９ｃｍ) 松平公益会 １９６４．５
内容：祖父略歴，市長時代の想い出，財団法人鎌田共済会 (６４８ｐ ２２ｃｍ)

OH/09/36 1108932656 OH/09/39 1108932680

◆OH ◆OH
崇徳天皇八百年御忌 詫間電波四十年史
綾松山白峰寺 １９６６．８ 詫間電波四十年史編集委員会／編
(１冊 ２７×３７ｃｍ) 詫間電波工業高等専門学校 １９８６．１１

OH/09/69 1109028058 (４０９ｐ ２２ｃｍ)
OH/09/121 1108933811

◆OH
青藍会誌 -故大平総理を偲んで- ◆OH
［青藍会］ １９８１．６ 玉藻略史
(１冊 ３１ｃｍ) 三土幸太郎／著

OH/09/131 1109229235 讃岐郷土研究社 １９３９．９
(１１８，６，７ｐ ２３ｃｍ)
歴史－香川県

◆OH OH/09/50 1108933027
瀬戸大橋の概要
瀬戸大橋架設推進岡山県協議会／編
瀬戸大橋架設推進岡山県協議会 １９６７．２ ◆OH
(４６ｐ ２６ｃｍ) 淡翁鎌田勝太郎伝

OH/09/97 1108933720 近藤末義／編
鎌田勝太郎翁顕彰会 １９７４．３
(４２３ｐ ２２ｃｍ)

◆OH 内容：前編総説，中編その１淡翁を生んだ背景，その２淡翁の
瀬戸田塩業の足跡 人間像，その３，淡翁の公生涯，後編補遺
太田保／編 OH/09/87 1108933233
太田保 １９７５．３
(１６１ｐ ２６ｃｍ)
塩（製塩） ◆OH

OH/09/81 1108933209 中讃地区広域市町村圏計画 昭和４７年３月
中讃地区広域行政振興整備事務組合／編
中讃地区広域行政振興整備事務組合 １９７２．３

◆OH (１７４ｐ ３１ｃｍ)
善通寺市の古代文化 広域行政
香川県善通寺市役所／編 OH/09/128 1109028686
香川県善通寺市役所 １９７３．１１
(２４０ｐ，地図 ２１ｃｍ)
歴史－古代－善通寺市 ◆OH

OH/09/91 1108933274 仲南町誌
仲南町誌編集委員会／編
仲南町誌編集委員会 １９８２

◆OH (２０，１３６９ｐ ２２ｃｍ)
創立八十周年記念誌　樟樹とともに OH/09/132 1108933175
香川県立観音寺第一高等学校／［編］
香川県立観音寺第一高等学校 １９８０．１１
(２５６ｐ ２７ｃｍ) ◆OH

OH/09/85 1108933225 貞烈　静御前 -讃岐ゆかりの歴史小説-
安松九逸／著
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増補改訂 香川県立観音寺第一高等学校同窓会 １９７０．１０
静遺跡顕彰会 １９６７．９ (８４ｐ ２１ｃｍ)
(２３９ｐ １９ｃｍ) OH/09/58 1108932979

OH/09/30 1108932599

◆OH
◆OH 本州四国連絡架橋のあゆみ

冨井泰蔵覚帳 本州四国連絡橋公団／編
冨井泰蔵覚帳出版会／編 海洋架橋調査会 １９８５
冨井泰蔵覚帳出版会 １９７８．８ (４１２ｐ ２７ｃｍ)
(６２７ｐ １４×２０ｃｍ) OH/09/135 1108933878

OH/09/24 1108932532

◆OH
◆OH 本州四国連絡橋技術調査報告書 付属資料１

豊中町誌 土木学会本州四国連絡橋技術調査委員会／編
豊中町誌編纂委員会／編 土木学会 １９６７．７
豊中町誌編纂委員会 １９７９．１ (１８２ｐ ３０ｃｍ)
(１１１９ｐ ２２ｃｍ) OH/09/101 1109028090

OH/09/47 1109167492

◆OH
◆OH 本州四国連絡橋技術調査報告書 付属資料２

豊浜町誌 土木学会本州四国連絡橋技術調査委員会／編
豊浜町誌編集委員会／編 土木学会 １９６７．７
豊浜町役場 １９７４．１１ (１９４ｐ ３０ｃｍ)
(１２２９ｐ ２２ｃｍ) OH/09/102 1109028108

OH/09/48 1109339562

◆OH
◆OH 本州四国連絡橋技術調査報告書 付属資料３

中井虎男先生志のぶ草 土木学会本州四国連絡橋技術調査委員会／編
偲ぶ草編集委員会／編 土木学会 １９６７．７
県立観音寺一高同窓会 １９７０．１０ (１４２ｐ ３０ｃｍ)
(１６０ｐ ２１ｃｍ) OH/09/103 1109028603

OH/09/58-2 1109310837

◆OH
◆OH 本州四国連絡橋技術調査報告書 付属資料５

仁尾浜の再生と未来 -仁尾浜埋立ての記録- 土木学会本州四国連絡橋技術調査委員会／編
仁尾町建設課／企画 土木学会 １９６７．７
仁尾町 １９８４．３ (９６ｐ ３０Ｘ４３ｃｍ)
(１２０，３０ｐ ３１ｃｍ) OH/09/104 1109028611

OH/09/130 1109229227

◆OH
◆OH 本州四国連絡橋技術調査報告書 付属資料６

番の州回顧 土木学会本州四国連絡橋技術調査委員会／編
西種義数／著 土木学会 １９６７．７
西種義数 １９７３．１２ (６６ｐ ３０Ｘ４３ｃｍ)
(２９４ｐ １９ｃｍ) OH/09/105 1109028629

OH/09/52 1108933043

◆OH
◆OH 本州四国連絡橋技術調査報告書 付属資料７

左甚五郎の事蹟とその後 土木学会本州四国連絡橋技術調査委員会／編
左光挙／著 土木学会 １９６７．７
高松美術倶楽部 １９６４．１１ (７３ｐ ３０ｃｍ)
(２４７ｐ ２０ｃｍ) OH/09/106 1109028637

OH/09/21 1108932953

◆OH
◆OH 松平頼壽傳

藤沢克太郎 松平公益会／編
山田竹系／編 松平公益会 １９６４．９
故藤沢克太郎翁遺徳顕彰会 １９６８．２ (５９４ｐ ２２ｃｍ)
(１３６ｐ ２２ｃｍ) OH/09/40 1108932698

OH/09/18 1108932938

◆OH
◆OH 三豊郡史 -全-

細川敏太郎先生志のぶ草 三豊郡役所／編
志のぶ草編集委員会／編 復刻版
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名著出版 １９７３．４
(６２６ｐ ２２ｃｍ)

OH/09/67 1108933100

◆OH
三豊総合病院創立２５周年記念誌
三豊総合病院創立２５周年記念誌編集委員会／編
三豊総合病院 １９７９．４
(３２２ｐ ２６ｃｍ)

OH/09/96 1108933712

◆OH
屋島の人　中村静雄小伝
松浦正一／編著
屋島の人中村静雄小伝刊行会 １９７５．２
(５０１ｐ ２２ｃｍ)

OH/09/92 1108933282

◆OH
与田川総合開発事業計画書
香川県／［編］
香川県 １９６２．７
(３６ｐ ２６ｃｍ)

OH/09/11 1108932870

◆OH
６０年史
琴平参宮電鉄株式会社／編
琴平参宮電鉄株式会社 １９７１．１１
(２９６ｐ ２７ｃｍ)
電気鉄道

OH/09/114 1108933746

◆OH
私の人生観
植田郁男／著
大洋建設工業株式会社出版部 １９７８．９
(１６，３７１ｐ １９ｃｍ)

OH/09/75 1108933159

◆OH
私の過去六十年の足跡をしのんで -この稿を亡き母の霊前に捧
ぐ-
小林幸吉／著
小林幸吉 １９６５．１
(１７７ｐ ２５ｃｍ)

OH/09/12 1108932888
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１ 哲学 





◆OH 理想社 １９５８．３
愛国心について (１７６ｐ １９ｃｍ)
読売新聞社／編 道徳
読売新聞社 １９７０．８ OH/15/88 1108949312
(２９２ｐ １９ｃｍ)
ナショナリズムの新たな展開(大平正芳) 愛国心について(石橋
政嗣) 体験的愛国心(佐々木良作) 二十一世紀インターナショ ◆OH
ナリズム(渡部一郎) 戦後の愛国心論争(大熊信行) ナショナリ アメリカ精神の歴史
ズムについて(辻武寿) 愛国心は教育につながる(藤井丙午) 国 Ｃ．Ａ．ビアード／著 Ｍ．Ｒ．ビアード／著 高木八尺，松本
際主義こそ愛国心の根源(太田薫) 愛国心はカメレオンか(高橋 重治／訳
正雄) 経済ナショナリズムの思想(加藤寛) 日本人と愛国心(高 岩波書店 １９５４．７
坂正尭) 愛国心ということ(いいだ・もも) 未開の愛国心を排 (１２，３３３，９ｐ １９ｃｍ)
す(松原新一) 愛国心と教育(斎藤喜博) 愛国心と国家的忠誠に 岩波現代叢書
ついて(大井魁) アメリカ合衆国－文化－歴史
愛国心 OH/13/17 1108943695

OH/15/95 1108949387

◆OH
◆OH アメリカ哲学史

愛する者は失われたるか Ｈ．Ｇ．タウンセンド／著 市井三郎／訳
柳原貞次郎／著 岩波書店 １９５１．２
ミツコハウス １９５６．７ (３，９，２，３８９，２６，１３ｐ １９ｃｍ)
(７１ｐ １５ｃｍ) 岩波現代叢書
ミツコブック アメリカ 哲学－歴史

OH/19/72 1108958297 OH/13/16 1108943687

◆OH ◆OH
愛と憎しみ -その心理と病理- アラン
宮城音弥／著 アンドレ・モーロワ／著 佐貫健／訳
岩波書店 １９６３．４ みすず書房 １９６４．１１
(１９２ｐ １８ｃｍ) (１８１ｐ ２０ｃｍ)
岩波新書 OH/13/42 1108944446

OH/14/4 1108944610

◆OH
◆OH アリストテレス全集 １５

アウグスチヌス小伝 アリストテレス／著 山本光雄／訳 村川堅太郎／訳 山本光雄
三谷隆正／著 ／編集
三省堂 １９４１．１２ 岩波書店 １９８８．１２
(２３２ｐ １９ｃｍ) (５００，３０ｐ ２２ｃｍ)

OH/13/19 1108943711 内容：政治学（山本光雄訳）　経済学（村川堅太郎訳）　解説
　山本光雄，村川堅太郎著
4-00-091295-X

◆OH OH/13/57 1109339315
悪の研究
齋藤晌／著
東京元々社 １９５９．５ ◆OH
(４０４ｐ ２２ｃｍ) アリストテレス哲学入門

OH/15/9 1108945096 出隆／著
岩波書店 １９７２．１１
(３７２，１４ｐ １９ｃｍ)

◆OH OH/13/56 1108944560
悪魔の辞典
Ａ．ビアス／［著］ 西川正身／選訳
岩波書店 １９６４．６ ◆OH
(１６５，７ｐ １９ｃｍ) イエス
警句 Ｒ．ブルトマン／著 川端純四郎・八木誠一／共訳

OH/15/12 1108945120 未来社 １９６３．６
(２３９ｐ １９ｃｍ)
Ｃｈｒｉｓｔｏｓ

◆OH OH/19/89 1108958461
朝の論語
安岡正篤／著
明徳出版社 １９６２．１１ ◆OH
(２３４ｐ １９ｃｍ) イエス伝詩集 - 荒野に呼ばわる者の声-
人生訓 尾崎安／編訳

OH/12/35 1108942374 ３版
新教出版社 １９６２．２
(１１０ｐ １８ｃｍ)

◆OH OH/19/24 1108955012
新しい道徳の問題点
山内得立／著
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◆OH
イエスとの実存的出会い ◆OH
ラディスラウス・ボロシュ／著 赤波江春海／訳 ゲオルグ・エ 一時間半ですぐ幸福になる
ヴァス／訳 佐藤舜一郎／著
中央出版社 １９７１．１ 幸福道本部 １９６４．４
(３１７ｐ １９ｃｍ) (１４４ｐ １８ｃｍ)

OH/19/103 1108958594 OH/15/27 1108945278

◆OH ◆OH
生きがいの創造 一日一善
出口日出麿／著 延原大川／著
講談社 １９７４ 池田書店 １９５６．２
(２２２ｐ １９ｃｍ) (２６６ｐ １８ｃｍ)
大本教 教養新書

OH/16/48 1108950393 人生訓
OH/15/101 1108949437

◆OH
生きゆく道 ◆OH
天野貞祐／著 一日２４時間をどう活かすか
細川書店 １９４８．５ 生き方研究会／編
(１８９ｐ １８ｃｍ) 青春出版社 １９５９．２

OH/10/50 1108934397 (２０１ｐ １８ｃｍ)
ライフ・ブックス
人生訓

◆OH OH/15/80 1108948934
イザヤ書
矢内原忠雄／著
自家蔵版 ◆OH
向山堂書房 １９３６．１２ 一流の人・妻・子を作る
(２９８ｐ １９ｃｍ) 谷口雅春／著

OH/19/50 1108954973 日本新体制版
光明思想普及会 １９４０．１２
(３３４ｐ １９ｃｍ)

◆OH OH/16/41 1108950328
石田英一郎対談集 -文化とヒューマニズム-
石田英一郎／著者代表
筑摩書房 １９７０．５ ◆OH
(２７５ｐ １９ｃｍ) 一千万人の心をつかんだ秘密 -創価学会の心理戦略-
筑摩叢書 山口彰／著

OH/12/14 1108937366 高木書房 １９６７．６
(２３２ｐ １９ｃｍ)
創価学会

◆OH OH/16/30 1108950245
イスラエル宗教文化史
関根正雄／著
岩波書店 １９５２．２ ◆OH
(７，２０５，１５ｐ　図版１枚 １８ｃｍ) 逸話による現代日本の人間像
岩波全書 木村庄三郎／著
キリスト教－歴史 東京創元社 １９６１．８

OH/16/6 1108949882 (２４５ｐ １９ｃｍ)
OH/15/16 1108945161

◆OH
イスラムの文化圏 -回教の文化- ◆OH
前嶋信次／著 イマーヌエル・カント
至文堂 １９６２．７ ヤハマン／著 木場深定／訳
(２２２ｐ １９ｃｍ) 弘文堂 １９４７．８
世界史新書 (１８２ｐ １９ｃｍ)
イスラム文化 図版あり

OH/16/5 1108949874 OH/13/20 1108943729

◆OH ◆OH
為政三部書 岩波小辞典心理学
安岡正篤／訳註 張養浩／原著 宮城音弥／編
明徳出版社 １９５７．４ 岩波書店 １９５６．９
(１４７ｐ ２２ｃｍ) (２２８ｐ １８ｃｍ)
内容：解題，廟堂忠告，風憲忠告，牧民忠告，為政三部書原文 OH/14/2 1108944594
政治思想－中国

OH/12/75 1108942788
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◆OH
印度学仏教学研究 第２２巻第１号（通巻第４３号） 岩波全書
日本印度学仏教学会／編 インド思想－歴史
日本印度学仏教学会 １９７３．１２ OH/12/38 1108942408
(５３２ｐ ２１ｃｍ)

OH/16/46 1108950377
◆OH

ウェーバー紀行
◆OH 安藤英治／著

印度学仏教学研究 第１４巻　第２号　（通巻第２８号） 岩波書店 １９７２．７
日本印度学仏教学会／編 (２３７ｐ １９ｃｍ)
日本印度学仏教学会 １９６６．３ OH/13/50 1108944529
(３６４，１７１ｐ ２１ｃｍ)
空海（宗教総論）

OH/18/22 1108950658 ◆OH
内村鑑三以後四十年
鈴木俊郎／編

◆OH 岩波書店 １９７１．３
印度学仏教学研究 第２３巻　第２号　（通巻第４６号） (１２８ｐ １９ｃｍ)
日本印度学仏教学会／編 無教会主義
日本印度学仏教学会 １９７５．３ OH/19/90 1108958479
(４６２，１４９ｐ ２１ｃｍ)
空海（宗教総論）

OH/18/46 1108953470 ◆OH
内村鑑三の末裔たち
稲垣眞美／著

◆OH 朝日新聞社 １９７６．６
印度学仏教学研究 第１５巻　第２号　（通巻第３０号） (２３２ｐ １９ｃｍ)
日本印度学仏教学会／編 朝日選書
日本印度学仏教学会 １９６７．３ OH/12/78 1108942812
(ｐ．４７５－９９４ ２１ｃｍ)
空海（宗教総論）

OH/18/88 1108953850 ◆OH
美しい愛児の名前 -新しい時代のよい名前の選び方つけ方-
佐野透／著

◆OH 池田書店 １９６６．７
印度学仏教学研究 第１６巻　第１号　（通巻第３１号） (２０７，１４ｐ １８ｃｍ)
日本印度学仏教学会／編 イケダ３Ｌブックス
日本印度学仏教学会 １９６７．１２ 姓名判断
(４７４ｐ ２１ｃｍ) OH/14/16 1108944933

OH/18/89 1108953868

◆OH
◆OH 美しき日本の再建

印度学仏教学研究 第１７巻　第１号　（通巻第３３号） 谷口雅春／著
日本印度学仏教学会／編 日本教文社 １９７２．７
日本印度学仏教学会 １９６８．１２ (２３８ｐ １９ｃｍ)
(４４５ｐ ２１ｃｍ) OH/18/80 1108953793
空海（宗教総論）

OH/18/90 1108953876
◆OH

美しき人間像 -放送「心の花束」- 第２集
◆OH 小林有方／著

印度学仏教学研究 第１９巻　第２号　（通巻第３８号） 聖パウロ女子修道会 １９６０．９
日本印度学仏教学会／編 (１９９ｐ １８ｃｍ)
日本印度学仏教学会 １９７１．３ ユニヴァーサル文庫
(ｐ．４９０－１０２４ ２１ｃｍ) OH/15/119 1108949619

OH/18/91 1108953884

◆OH
◆OH 宇都宮黙霖

印度古代精神史 知切光歳／著
金倉円照／著 日本電報通信社出版部 １９４２．６
岩波書店 １９３９．１ (４，３９３ｐ １９ｃｍ)
(４，６，４４５，２１ｐ ２２ｃｍ) 郷土偉人傳選書
インド哲学－歴史 哲学 黙霖年譜：ｐ３５３～３８６

OH/12/47 1108942499 OH/18/76 1108953751

◆OH ◆OH
インド思想史 永遠への序曲 -北村一也遺稿集-
中村元／著 北村徳太郎 １９５１．５
岩波書店 １９５６．２ (２２３ｐ １９ｃｍ)
(２７３，４２ｐ １８ｃｍ) OH/10/23 1108934124
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近畿日本鉄道 １９７９．５
(２４９ｐ １９ｃｍ)

◆OH 易・占い
易学入門 OH/14/8 1108944651
安岡正篤／著
明徳出版社 １９６０．１１
(２２６ｐ ２２ｃｍ) ◆OH
易・占い 易と中庸の研究

OH/14/1 1108944586 武内義雄／著
岩波書店 １９４３．６
(３２８ｐ ２２ｃｍ)

◆OH 中庸 易経
易経 天の巻 OH/12/40 1108942424
水野勝太郎／編
ジャーナル社 １９６５．５
(１０２２ｐ １６ｃｍ) ◆OH

OH/12/1 1108937234 易入門
黄小娥／著
光文社 １９６１．１２

◆OH (２１５ｐ １８ｃｍ)
易経 天の巻 易・占い
水野勝太郎／編 OH/14/6 1108944636
改訂版
ジャーナル社 １９７３．２
(１０２２ｐ １６ｃｍ) ◆OH

OH/12/1-2 1109229243 縁生の舟 不滅の世界・神理篇
高橋信次／著
フェイス出版 １９７１．１

◆OH (２３７ｐ １８ｃｍ)
易経 地の巻 OH/16/39 1108950302
水野勝太郎／編
ジャーナル社 １９６５．６
(１１３９ｐ １６ｃｍ) ◆OH

OH/12/2 1108937242 延命十句観音経
竹井博友／著
地産出版 １９７４．３

◆OH (１７８ｐ １８ｃｍ)
易経 人の巻 地産ブックス
水野勝太郎／編 OH/18/83 1108953892
ジャーナル社 １９６５．７
(１２９６ｐ １６ｃｍ)

OH/12/3 1108937259 ◆OH
王陽明研究
安岡正篤／著

◆OH 新版再版
易経 地の巻 明徳出版社 １９６７．６
水野勝太郎／編 (２５９ｐ １９ｃｍ)
改訂版 巻末：参考書目　旧版：大正１１年，新版初版：昭和３５年
ジャーナル社 １９７３．２ 陽明学
(１１３９ｐ １６ｃｍ) OH/12/72 1108942754

OH/12/2-2 1109229250

◆OH
◆OH 王陽明研究

易経 人の巻 安岡正篤／著
水野勝太郎／編 再版
改訂版 玄黄社 １９２５．７
ジャーナル社 １９７３．２ (２８６ｐ １９ｃｍ)
(１２９６ｐ １６ｃｍ) 陽明学

OH/12/3-2 1109309375 OH/12/17 1108937390

◆OH ◆OH
益軒養生訓新説 大本教事件
荻原井泉水／著 出口栄二／著
大法輪閣 １９７５．１ 三一書房 １９７０．１
(２３８ｐ ２２ｃｍ) (２８２ｐ １８ｃｍ)

OH/12/103 1109327930 三一新書
大本教

OH/16/10 1108949924
◆OH

易と人生哲学 -安岡正篤先生講録-
安岡正篤／著
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◆OH
男が不平を言うとき -人生論ショートショート- (３８７ｐ ２０ｃｍ)
清水英夫／著 OH/15/55 1108948686
社友会 １９６３．１０
(２１９ｐ １９ｃｍ)

OH/15/81 1108948942 ◆OH
「型破り」の思想
別宮貞徳／著

◆OH 産業能率短期大学出版部 １９７６．９
己れを作る法 (２３９ｐ １９ｃｍ)
上野陽一／著 OH/15/140 1108949825
増補新訂版
千倉書房 １９３９．１２
(３３３ｐ １９ｃｍ) ◆OH

OH/15/90 1108949338 合本三太郎の日記
阿部次郎／著
角川書店 １９５７．１２

◆OH (４４１ｐ １９ｃｍ)
恩寵と自由 OH/10/32 1108934215
アウグスチヌス／著 竹村清／訳
新生堂 １９３９．４
(１１，３１３ｐ １９ｃｍ) ◆OH

OH/19/40 1108954775 神を識る瞑想の法
ジョエル・ゴールドスミス／［著］ 服部比左治／訳
教文館（発売） １９６０．９

◆OH (２，１８８ｐ　図版１枚 １９ｃｍ)
外国人になった日本人 -ブラジル移民の生き方と変り方- OH/19/48 1108954957
斉藤広志／著
サイマル出版会 １９７８．６
(２２９ｐ １９ｃｍ) ◆OH
移民・植民（日本）－ブラジル 神が道を開く

OH/15/17 1108945179 金子政司／著
金光教徒社 １９７１．１０
(１５１ｐ １９ｃｍ)

◆OH 金光教
囘想の内村鑑三 OH/16/44 1108950351
鈴木俊郎／編
岩波書店 １９５６．３
(３６４ｐ １９ｃｍ) ◆OH
内容：思い出（徳富蘇峰）　ほか５８篇　肖像あり 神と人間 -安心立命への道しるべ-

OH/12/74 1108942770 五井昌久／著
１７版
白光真宏会出版局 １９６９．４

◆OH (１５８ｐ １９ｃｍ)
街頭の禅 白光真宏会
辻双明／著 OH/16/43 1108950344
春秋社 １９５９．５
(２３７ｐ １８ｃｍ)
禅 ◆OH

OH/18/1 1108950872 神との平和
ビリー・グラハム／著 いのちのことば社編集部／訳
６版

◆OH いのちのことば社 １９６３．１
科学方法論 (６，２９４ｐ １８ｃｍ)
戸坂潤／著 キリスト教－感想・説教
岩波書店 １９３９．６ OH/19/86 1108958438
(２７３ｐ ２０ｃｍ)
続哲学叢書
科学方法論 ◆OH

OH/10/49 1108934389 神よりの逃走
ピカート／著 坂田徳男 佐野利勝 森口美都男／訳
みすず書房 １９６３．５

◆OH (２１２ｐ １９ｃｍ)
確信にみちた生活への手引 OH/11/7 1108937150
ノーマン・Ｖ・ピール／著 相沢勉／訳
ダイヤモンド社 １９５６．２
(２９７ｐ １９ｃｍ) ◆OH

OH/15/32 1108945328 河井蒼竜窟の学源 -互尊独尊衍義補-
安岡正篤／著
日本互尊社 １９３６．７

◆OH (１５７ｐ １９ｃｍ)
学問と読書 -現代科学入門- OH/10/34 1108934231
大河内一男／編
東京大学出版会 １９６７．３
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◆OH
カント -存在論および科学論- ◆OH
Ｇ．マルチン／著 門脇卓爾／訳 気学読本
岩波書店 １９６２．９ 波里光徳／編
(８，３０１，１５ｐ １９ｃｍ) 碧楼社 １９７９．１０

OH/13/52 1108944545 (２３４ｐ ２６ｃｍ)
OH/14/18 1108944966

◆OH
カントと社会哲学 ◆OH
杉村廣藏／著 希望を叶へる３６５章
思索社 １９４８．３ 谷口雅春／著
(２５２ｐ　図版 １９ｃｍ) 日本教文社 １９６５．１

OH/13/46 1108944487 (３０９ｐ ２０ｃｍ)
OH/13/18 1108943703 生長の家

OH/16/15 1108949999

◆OH
間弁証法 -真存と理合の道- ◆OH
宮腰利夫／著 希望の革命 -技術の人間化をめざして-
北書房 １９７４．３ エーリッヒ・フロム／著 作田啓一，佐野哲郎／訳
(１４６ｐ １９ｃｍ) 改訂版

OH/11/13 1108937218 紀伊国屋書店 １９７０．９
(２３８ｐ ２０ｃｍ)

OH/13/43 1108944453
◆OH

キェルケゴオルからサルトルへ -実存哲学研究-
高坂正顕／著 ◆OH
９版 君ならばどう生きる
弘文堂 １９５７．２ ロラン・ドルジュレス／著 土居寛之／著 加納晃／訳
(３０６ｐ １９ｃｍ) 二見書房 １９６９．８
実存主義 (２５７ｐ １９ｃｍ)

OH/13/25 1108943778 OH/15/107 1108949494

◆OH ◆OH
気学集成 上巻 旧約聖書 -その歴史・文学・思想-
波里光徳／編 関根正雄／著
碧楼社 １９７４．９ ９版
(５３９ｐ ２７ｃｍ) 創元社 １９５９．３
干支九星学基礎知識篇 (３７１ｐ １９ｃｍ)

OH/14/20 1109340347 創元選書
聖書－旧約

OH/19/19 1108954072
◆OH

気学集成 上巻　
波里光徳／編 ◆OH
碧楼社 １９７４．９ 舊約聖書の倫理
(５３９ｐ ２７ｃｍ) 浅野順一／著
干支九星学基礎知識篇 弘文堂書房 １９４７．８
易・占い (２２７ｐ １９ｃｍ)

OH/14/20 1108944982 聖書－旧約
OH/19/20 1108954080

◆OH
気学集成 下巻 ◆OH
波里光徳／編 教行信証の研究
碧楼社 １９７４．９ 金子大栄／著
(５６０ｐ ２７ｃｍ) 岩波書店 １９５６．１
方位学篇，家相学篇，地相学篇 (５，３１２ｐ １９ｃｍ)
易・占い 真宗

OH/14/21 1108944990 OH/18/31 1108953348

◆OH ◆OH
気学集成 別冊 強者の論理 -天下を争う者は必ず人を争う-
波里光徳／編 岡本隆三／著
碧楼社 １９７５ 青也書店 １９７８．５
(１２５ｐ ２７ｃｍ) (２００ｐ １９ｃｍ)
早出し法，早判り法，暗記法，二十か條 OH/12/69 1108942721
易・占い

OH/14/22 1108945005
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◆OH
教養としての警句と名言 日本聖公会出版部 １９６４．１２
大内一郎／編 (２５７ｐ １９ｃｍ)
日本弁論学会 １９５６．２ OH/19/76 1108958339
(２８６ｐ １８ｃｍ)

OH/15/28 1108945286
◆OH

キリスト教と政治
◆OH Ｊ．Ａ．ハチスン／著 飯坂良明／訳

巨人出口王仁三郎 日本基督教団出版部 １９６１．７
出口京太郎／著 (１９ｃｍ３０２ｐ １９ｃｍ)
講談社 １９７５．６ OH/19/15 1108954031
(５０９ｐ １５ｃｍ)
講談社文庫

OH/16/9 1108949916 ◆OH
キリスト教入門
矢内原忠雄／著

◆OH 角川書店 １９５２．１１
ギリシア神話 下巻 (１８５ｐ １８ｃｍ)
呉茂一／著 角川新書
新潮社 １９５６．８ キリスト教
(３１２ｐ ２０ｃｍ) OH/19/53 1108955004
神話－ギリシア

OH/16/8 1108949908
◆OH

基督教年鑑 １９７０
◆OH 基督教年鑑編集部

ギリシア神話 上巻 キリスト新聞社 １９６９．１２
呉茂一／著 (７２０ｐ ２６ｃｍ)
新潮社 １９５６．６ OH/19/116 1109311231
(２９５，１４ｐ ２０ｃｍ)
神話－ギリシア

OH/16/7 1108949890 ◆OH
キリスト教の弁證
田辺元／著

◆OH 筑摩書房 １９４８．６
ギリシア・ローマ神話辞典 (５１０ｐ ２２ｃｍ)
高津春繁／著 OH/19/1 1108953900
岩波書店 １９６０．２
(６，３８０ｐ １８ｃｍ)
神話－ギリシア－辞典 神話－ローマ－辞典 ◆OH

OH/16/33 1108950260 キリスト教問答 -日本聖公会-
Ｂ．Ｄ．タッカー／著 野坂保三／校訂
日本聖公会北海道教区文書部 １９６４．１１

◆OH (１００ｐ １５ｃｍ)
ギリシャの哲学と政治 OH/19/69 1108958263
出隆／著
岩波書店 １９４８．６
(４０４，１０ｐ ２２ｃｍ) ◆OH
哲学 ギリシャ哲学 キリスト伝

OH/13/3 1108943554 ゼームズ・ストーカー／著 村岡崇光／訳
いのちのことば社 １９５９．７
(２０２ｐ １９ｃｍ)

◆OH OH/19/108 1108958644
基督（キリスト） -イエスの神秘的生涯とその解説-
谷口清超／著
３版 ◆OH
日本教文社 １９６１．９ キリストの形成るまで -随想-
(３９２ｐ １９ｃｍ) 寺井俊健／著

OH/19/78 1108958354 寺井俊健 １９７７．４
(１０６ｐ １９ｃｍ)

OH/19/109 1108958651
◆OH

基督教史
石原謙／著 ◆OH
岩波書店 １９３４．９ 近代日本の精神構造
(２８２，１１ｐ １８ｃｍ) 神島二郎／著
岩波全書 岩波書店 １９６１．２

OH/19/16 1108954049 (７，３６７，１８ｐ ２２ｃｍ)
日本－社会 日本思想

OH/10/19 1108934082
◆OH

キリスト教読本 -新刊-
柳原貞次郎／著
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◆OH
勤労教育の理論と方法 -宗教的行としての集団勤行- ◆OH
大倉邦彦／著 形成的自覚
三省堂 １９３８．１１ 木村素衛／著
(４，２１８ｐ ２０ｃｍ) 再版

OH/15/96 1108949395 弘文堂書房 １９４２．２
(２５７ｐ ２２ｃｍ)

OH/10/52 1108935212
◆OH

偶然性の問題
九鬼周造／著 ◆OH
岩波書店 １９３５．１２ 系統史 -我家の史蹟年忌早見-
(３３１ｐ ２３ｃｍ) 渡辺礒吉／著

OH/10/20 1108934090 渡辺礒吉 １９６６．１２
(１冊 ２６ｃｍ)

OH/16/27 1108950211
◆OH

クオリティ・ライフの発想 -ダチョウ型入間からワシ型人間へ
- ◆OH
渡辺昇一／著 結婚してもしなくても -女だけの幸福論-
講談社 １９７７．６ 川上源太郎／著
(２０７ｐ ２０ｃｍ) 読売新聞社 １９７７．９
人生訓 159.6

OH/15/124 1108949668 (２０６ｐ ２０ｃｍ)
人生訓（女性）

OH/15/141 1109339174
◆OH

久遠乃道標 -二宮翁夜話精説-
福住正兄／原著 八木繁樹／訳注 ◆OH
静岡新聞社 １９７５．６ 結婚と信仰
(４５４ｐ ２２ｃｍ) 塚本虎二／著

OH/15/139 1108949817 伊藤節書房 １９５５．９
(３，１８４ｐ １９ｃｍ)

OH/15/29 1108945294
◆OH

求道者の生涯
古田紹欽／著 ◆OH
読売新聞社 １９７４．４ 限界
(２３４ｐ ２０ｃｍ) 向吉サヲ／著

OH/17/13 1108950856 世界神道大宇宙真理学会 １９７０．１０
(１９３ｐ １９ｃｍ)

OH/17/5 1108950492
◆OH

国のいのち人のいのち -天皇・国家および自己存在の原点-
谷口雅春／著 ◆OH
日本教文社 １９７７．２ 限界を超えて 後篇
(２３６ｐ １９ｃｍ) 岡弓子／著

OH/16/54 1108950450 大宇宙真理学会 １９７２．５
(３８４ｐ ２２ｃｍ)

OH/16/42 1108950336
◆OH

芸術に現われたヨハネ
三浦アンナ／著 ◆OH
岩波書店 １９５４．１２ 研究第二之十年
(３９２ｐ １９ｃｍ) 内村鑑三／著

OH/19/29 1108955061 再版
聖書研究社 １９２６．２
(５５０ｐ ２０ｃｍ)

◆OH OH/19/4 1108953926
経書の伝統
平岡武夫／著
岩波書店 １９５１．１ ◆OH
(２０，５，４３１，１６ｐ ２２ｃｍ) 建国新書

OH/12/44 1108942465 胡蘭成／著
中日新聞社東京本社東京新聞出版局 １９６８．２
(２６９ｐ ２２ｃｍ)

◆OH OH/12/105 1108943372
経世瑣言
安岡正篤／著
刀江書院 １９４０．３ ◆OH
(２９８ｐ １８ｃｍ) 原始キリスト教

OH/12/57 1108942606 波多野精一／著
岩波書店 １９５０．９
(２３３，１３ｐ １８ｃｍ)
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岩波全書
キリスト教－歴史

OH/19/54 1108954817 ◆OH
現代キリスト教講座 第５巻
気賀重躬，熊野義孝，村松克己／［共］編

◆OH 修道社 １９５６．８
原始キリスト教とグノーシス主義 (２８６ｐ １９ｃｍ)
荒井献／著 内容：永遠と時間（熊野義孝），西洋倫理思想とキリスト教（
岩波書店 １９７１．９ 大内三郎），実存主義と信仰（中川秀恭），ヒューマニズム（
(４０２ｐ ２２ｃｍ) 武藤一雄），ニヒリズム（北森嘉蔵），キリスト教社会主義（

OH/19/112 1108958685 阿部行蔵），唯物史観及び科学主義に対するキリスト者の立場
（嶋田啓一郎），自然科学とキリスト教（西川哲治），共産主
義と宗教の問題点（赤岩柔），キリスト教会と平和問題（井上

◆OH 良雄），宗教心理学の展望（今田恵），青年運動の思想（木本
原始基督教の文化史的意識 茂三郎），キリスト教の意義（金子竹蔵），現代人と聖書（小
和辻哲郎／著 塩力）
岩波書店 １９４８．１２ キリスト教－叢書
(２６７ｐ ２２ｃｍ) OH/19/13 1108954015
キリスト教－歴史－古代

OH/19/2 1108953918
◆OH

現代キリスト教講座 第４巻
◆OH 気賀重躬，熊野義孝，村松克己／編

原始仏教の実践哲学 修道社 １９５６．５
和辻哲郎／著 (２８１，７ｐ １９ｃｍ)
改訂版 キリスト教の思想
岩波書店 １９４４．５ 内容：西欧精神史とキリスト教（有賀鉄太郎），宗教哲学と神
(４６１ｐ ２１ｃｍ) 学（清水義樹），宗教的体験と啓示（武藤一雄），キリスト教
仏教 仏教哲学 倫理の根本問題（鈴木正久），旧約聖書の倫理（浅野順一），

OH/18/9 1108950757 福音書および初代教会の倫理思想（村松克己），キリスト教社
会倫理・政治（今中次麿），経済（工藤英一），キリスト教の
結婚観（嶋田啓一郎），現代日本におけるキリスト者のモラル

◆OH （松村克己），神秘主義（西谷啓治），教●主義（気賀重躬）
現象学研究 ，正統主義・自由主義・福音主義（北森嘉蔵），キリスト教教
務台理作／著 育の理論（太田俊雄），近代思想史におけるキリスト教の位置
弘文堂 １９４０．１１ （渡辺信夫），教会の聖奠と礼拝運動（鈴木光武），キリスト
(４２３ｐ ２３ｃｍ) 教の祝祭（気賀重躬）

OH/10/17 1108934066 キリスト教－叢書
OH/19/12 1108954007

◆OH
研心抄 ◆OH
中村天風／著 現代キリスト教講座 第３巻
改訂９版 気賀重躬，熊野義孝，村松克己／編
国民教育普及会 １９６２．４ 修道社 １９５６．４
(２６２ｐ １９ｃｍ) (２９４，７ｐ １９ｃｍ)

OH/10/35 1108934249 キリスト教の歴史
内容：キリスト教の歴史観（熊野義孝），キリスト教前史（民
秋重太郎），古代キリスト教の発展（小川圭治），中世の教会

◆OH （石原謙），宗教改革の発展（福田正俊），各国の宗教改革と
現世界とその未来像 -現代の驚異「世界救世教」から- カトリック教会（気賀重躬）教派の形成とその活動（気賀重躬
横沢朝丸／著 ），近世のキリスト教の世界的発展（山永武雄），キリシタン
［横沢朝丸］ １９６８．２ とは本近世文化（海老沢有道），日本の近代化とキリスト教（
(２０３ｐ ２２ｃｍ) 工藤英一），日本キリスト教百年史（片子沢千代松），宗教・

OH/16/12 1108949940 歴史・人間（高山岩男），キリスト教の社会活動（気賀重躬）
，協会の教育活動（幸田三郎）），青年運動（木本茂三郎），
世界教会運動（小林信雄），海外伝道者の面影（気賀重躬），

◆OH 日本プロテスタント協会の性格（村田四郎）
現代キリスト教講座 第６巻 キリスト教－叢書
気賀重躬，熊野義孝，村松克己／［共］編 OH/19/11 1108953991
修道社 １９５６．６
(３０５，１３ｐ １９ｃｍ)
内容：文学に現れたキリスト教思想（豊田実），イギリス文学 ◆OH
とキリスト教（倉長真），アメリカ文学と宗教性（東山正芳） 現代キリスト教講座 第２巻
，きりすときょうとどいつ文学（高橋健二），キリスト教と北 気賀重躬，熊野義孝，村松克己／編
欧文学（山室静），ロシアのキリスト教文学（吉村善夫），フ 修道社 １９５６．３
ランスのカトリック作家たちは（木村太郎），日本文学とキリ (３５０ｐ １９ｃｍ)
スト教（笹渕友一），現代日本の作家とキリスト教（荒正人） キリスト教と聖書
，ニーチェの反キリスト論（徳沢得二），キリスト教作家とし 内容：聖書正典の成立（手塚儀一郎），聖書と教会の伝統（竹
ての立場から（遠藤周作），文学の倫理と信仰（佐古純一郎） 森満佐一），旧約聖書・律法（船水衛司），歴史書（左近義慈
，キリスト教音楽（由木康），キリスト教美術（吉川逸治） ），文字書（浅野順一），予言書（松田明三郎），福音書の目
キリスト教－叢書 的（高柳伊三郎），使徒の活動（高柳伊三郎），パウロの書簡

OH/19/14 1108954023 （松本卓夫），ヘブル人への手紙と教会書簡１（山谷省吾），
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教会書簡２（熊野清子），黙示録の意味（高橋虔●），聖書解 社会心理学
釈の諸問題奇蹟について（桑田秀延），聖書の解釈について（ OH/10/40 1108934298
小島潤），聖書の非神話化の問題（山岡喜久男），聖書神学の
研究（熊野義孝），聖書と文化史（気賀重躬）
キリスト教－叢書 聖書 ◆OH

OH/19/10 1108953983 現代日本の哲学
西谷啓治／編
雄渾社 １９６７．１０

◆OH (１７３ｐ １９ｃｍ)
現代キリスト教講座 第１巻 研究報告 「日本の哲学」の三つの原理(梅原猛) 日本における
気賀重躬，熊野義孝，村松克己／編 哲学的思索の課題(上山春平) 日本の近代哲学の発展形式(船山
修道社 １９５６．２ 信一) 質疑・応答,総括.
(３０４，５ｐ １９ｃｍ) OH/12/20 1108937424
キリスト教の教義
内容：教議の概要（熊野義孝），神（桑田秀延），イエスの生
涯と教訓（竹森満佐一），キリストの行為（竹森満佐一），パ ◆OH
ウロの生涯と中心思想（田島信之），救済の問題（熊野義孝） 現代の苦悩と宗教
，聖霊（松村克己），三位一体（北森嘉蔵），教会（気賀重躬 門脇佳吉／編
），キリスト教の世界観（村松克己），キリスト教の人間観（ 創元社 １９７６．１１
松木治三郎），キリスト教的希望（岡田五作），贖罪爰につい (１９５ｐ １９ｃｍ)
て（賀川豊彦），キリスト教の信仰，第一巻のための解説 宗教
キリスト教－教義 OH/16/22 1108950161

OH/19/9 1108953975

◆OH
◆OH 現代の実践倫理

現代思想入門 Ｈ．エルリンハ－ゲン／著 小林珍雄／訳
清水幾太郎／著 改訂増補
岩波書店 １９５９．１ 春秋社 １９５８．４
(３３２ｐ １９ｃｍ) (１９２，７ｐ １９ｃｍ)
世界観 倫理学

OH/10/30 1108934199 OH/15/38 1108945385

◆OH ◆OH
現代宗教と政治 現代の神話 -正しいものの考え方- 下
村上重良／著 Ｂ．ダンハム／著 泉誠一／訳
東京大学出版会 １９７８．６ 岩波書店 １９５４．９
(２１１ｐ １９ｃｍ) (３，２５８，７ｐ １８ｃｍ)
ＵＰ選書 岩波新書
宗教－日本 現代哲学

OH/16/50 1108950419 OH/10/75 1108935444

◆OH ◆OH
現代人の指標 -禅の立場から- 現代の世界観的状況
１９５６．１０ 原佑／著
(２７３ｐ １９ｃｍ) 理想社 １９６４．９

OH/18/49 1108953504 (２７７ｐ １９ｃｍ)
哲学全書 
世界観

◆OH OH/10/29 1108934181
現代生活の論理
田中耕太郎／著
春秋社 １９５７．６ ◆OH
(２９８ｐ １９ｃｍ) 現代の帝王学

OH/10/57 1108935261 伊藤肇／著
プレジデント社 １９７９．４
(３０７ｐ ２０ｃｍ)

◆OH 経営者
現代日本思想大系 ２８ OH/15/134 1108949767
筑摩書房 １９６３．７
(４３９ｐ ２０ｃｍ)
日本思想 ◆OH

OH/12/91 1108943240 現代の道標
安岡正篤／著
明徳出版会 １９５６．７

◆OH (１２２ｐ １９ｃｍ)
現代日本の精神構造 OH/15/23 1108945237
見田宗介／著
弘文堂 １９６５．４
(２４０ｐ １９ｃｍ) ◆OH
フロンティア・ライブラリー 現代のヒューマニズム
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務台理作／著 岩波書店 １９５１．５
岩波書店 １９６１．６ (３，２０４ｐ　図版１枚 １８ｃｍ)
(８，１９０ｐ　図版１枚 １８ｃｍ) 岩波新書
岩波新書 OH/12/61 1108942648
ヒューマニズム

OH/11/6 1108937143
◆OH

孔子 -その人とその伝説-
◆OH Ｈ．Ｇ．クリール／著 田島道治／訳

現代の不安と宗教 岩波書店 １９６１．１
高山岩男／著 (１０，４６２，１１ｐ ２２ｃｍ)
創文社 １９５５．１ OH/12/49 1108942515
(５，３，２６７ｐ １９ｃｍ)
宗教学

OH/16/26 1108950203 ◆OH
恒続林思想
アルフレート・メーラー／著 平田慶吉／訳

◆OH 岩波書店 １９３８．１
現代のヨーロッパ哲学 (２６，１８７ｐ ２０ｃｍ)
Ｊ．Ｍ．ボヘンスキー／著 桝田啓三郎／訳 OH/12/43 1108942457
岩波書店 １９５６．４
(３１４，６６ｐ １９ｃｍ)
岩波現代叢書 ◆OH
哲学 孝道序論

OH/13/11 1108943638 佐藤通次／著
OH/13/51 1108944537 白水社 １９３７

(２９，４５８ｐ １９ｃｍ)
OH/15/93 1108949361

◆OH
現代ヨーロッパの精神
加藤周一／〔著〕 ◆OH
岩波書店 １９５９．２ 皇道哲学
(２４１ｐ １９ｃｍ) 佐藤通次／著
社会思想－ヨーロッパ 朝倉書店 １９４１．１０

OH/13/12 1108943646 (４５０，１５ｐ ２２ｃｍ)
現代哲学叢書

OH/15/110 1108949528
◆OH

顕如上人伝
宇野本空／編 ◆OH
宇野本空 １９４１．４ 業道と解脱
(２１６ｐ ２２ｃｍ) 岩本月洲／著

OH/18/55 1108953553 ８版
真人会 １９６７．６
(２４２ｐ １９ｃｍ)

◆OH OH/18/69 1108953694
孝経
水野勝太郎／編
改訂版 ◆OH
ジャーナル社 １９７３．１ 幸福になる愛児の名づけ方 -命名のための便利字典-
(２６８ｐ １６ｃｍ) 佐藤六竜／著

OH/12/10-2 1109229326 金園社 １９７０．１０
(４３４ｐ １９ｃｍ)
姓名判断

◆OH OH/14/14 1108944917
孝経簡抄
水野勝太郎／編
ジャーナル社 １９６３．９ ◆OH
(２６８ｐ １６ｃｍ) 幸福になる条件 -ひとつの考え方-

OH/12/10 1108937325 高橋義孝／著
新潮社 １９５７．７
(２１１ｐ ２０ｃｍ)

◆OH OH/15/61 1108948736
口語新約聖書 ２
日本聖書協会 １９５４
(ｐ２３３－４０９ ２２ｃｍ) ◆OH
聖書－新約 幸福の探求

OH/19/46 1108954932 中石庭／著
勁草出版サービスセンター １９７９．１１
(２０３ｐ ２０ｃｍ)

◆OH 幸福
孔子 OH/15/121 1108949635
貝塚茂樹／著
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◆OH
◆OH 故国の妻へ

幸福の秘訣 和辻哲郎／著
ビリー・グラハム／著 相沢勉／訳 角川書店 １９６５．１
いのちのことば社 １９６６．９ (４９５ｐ １９ｃｍ)
(５，２１５ｐ １８ｃｍ) OH/10/67 1108935360
信仰録（プロテスタント）

OH/15/59 1108948710
◆OH

心 -いかに生きたらいいか-
◆OH 高田好胤／著

幸福論 徳間書店 １９６９
アラン／著 石川湧／訳 (２３４ｐ １９ｃｍ)
東京創元社 １９５８．１２ 法相宗－感想・説教
(３０８ｐ １９ｃｍ) OH/15/68 1108948801
フランス哲学

OH/15/24 1108945245
◆OH

こころの光
◆OH 村山熊太／著

幸福論 真人会本部 １９７２．１０
三谷隆正／著 (１６７ｐ １８ｃｍ)
近藤書店 １９４４．３ OH/18/78 1108953777
(２８６ｐ １９ｃｍ)

OH/15/26 1108945260
◆OH

乞食桃水伝
◆OH 田中茂／著

弘法大師空海 -記念碑建立記念- 建設社出版部 １９３９．９
弘法大師空海刊行会／編 蓮生善隆／監修 (３０５ｐ １９ｃｍ)
弘法大師空海刊行会 １９８２．８ OH/18/75 1108953744
(２５８ｐ ２９ｃｍ)
空海（空海総論）

OH/16/34 1109027795 ◆OH
御聖言
世界真光文明教団／編

◆OH 世界真光文明教団 １９７０．８
弘法大師の宗教と生涯 (４８６ｐ １７ｃｍ)
久野芳隆／著 OH/16/57 1109058212
３版
三省堂 １９３８．１１
(２９３，２ｐ １８ｃｍ) ◆OH

OH/18/77 1108953769 国家と宗教 -ヨーロッパ精神史の研究-
南原繁／著
改版

◆OH 岩波書店 １９５８．１２
荒野の泉 (２６４ｐ ２２ｃｍ)
Ｃ．Ｅ．カウマン夫人／著 山崎亭治／訳 OH/13/8 1108943604
改訂１１版
福音文書刊行会 １９７７．２
(４０８ｐ １９ｃｍ) ◆OH

OH/19/31 1108955087 古典の知恵袋 -東と西の処世術入門-
小堀桂一郎／著
講談社 １９７９．２

◆OH (２４７ｐ ２０ｃｍ)
古今格言名句集成　翰墨自在 処世法
藤原楚水／編 OH/15/135 1108949775
清雅堂 １９７７．９
(５４８ｐ ２３ｃｍ)
書道 ◆OH

OH/15/128 1108949700 こと比ら ｎｏ．３４　昭和５４年新春号
琴平山文化会／［編］
琴平山文化会 １９７９

◆OH (１６２ｐ ２１ｃｍ)
古今聖歌集 -譜付- OH/17/15 1109319416
古今聖歌集改訂委員／〔編〕
戦後第４版
古今聖歌集改訂委員会 １９５２．７ ◆OH
(１冊 １６ｃｍ) ことわざ・名言辞典
聖歌 永岡書店／編

OH/19/21 1108954098 永岡書店 １９７６．１０
(３３４ｐ １７ｃｍ)
諺 格言
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OH/15/125 1108949676
◆OH

菜根譚簡抄
◆OH 水野勝太郎／著

この永遠なるもの ３版
西谷啓治／著 吉川幸次郎／著 ジャーナル社 １９６２．７
雄渾社 １９６７．１０ (２４１，５７ｐ １６ｃｍ)
(２１６ｐ １９ｃｍ) 付：菜根譚原文
宗教 OH/15/77-3 1109229359

OH/10/64 1108935337

◆OH
◆OH 最初の哲学者たち

この人を見よ ジョージ・トムソン／著 出隆 池田薫／訳
マーサ・Ｎ・タッカー／著 高塚正規／訳 岩波書店 １９５８．３
基督教学従兄弟団  １９７０．１１ (４５３，２４ｐ ２２ｃｍ)
(４５９ｐ ２０ｃｍ) OH/10/77 1108935469

OH/19/68 1108958255

◆OH
◆OH 最澄と空海

これだけは知らねばならない -これは役立つ- １０ 長与善郎／著
新生活研究会／編 創文社 １９５３．３
青春出版社 １９６１．２ (１８４ｐ １９ｃｍ)
(１８８ｐ １８ｃｍ) OH/18/18 1108950641
ライフ・ブックス

OH/15/33 1108945336
◆OH

催眠術入門 -あなたも心理操縦ができる-
◆OH 藤本正雄／著

根本仏教とは何か -現代文明への提言- 光文社 １９５９．９
井上真六／著 (２３７ｐ １８ｃｍ)
山手書房 １９７７．８ カッパ・ブックス
(２１９ｐ ２０ｃｍ) 催眠術

OH/16/47 1108950385 OH/14/12 1108944693

◆OH ◆OH
混迷と頽廃のなかから -われわれキリスト者はこう考える- 作家と人間
大塚久雄／著 藤田若雄／著 Ｌ．フォイエルバッハ／著 桝田啓三郎／訳
みすず書房 １９６７．５ 勁草書房 １９７１．１０
(１３９ｐ １９ｃｍ) (２１２ｐ ２０ｃｍ)
矢内原忠雄五周年記念講演 OH/15/73 1108948850
無教会主義

OH/19/70 1108958271
◆OH

雑華厳浄
◆OH 佐薙知／編

在家禅入門 毎日新聞社 １９７２．６
苧坂光竜／著 (１６１ｐ ２１ｃｍ)
大蔵出版 １９６９．５ OH/18/79 1108953785
(２５８ｐ ２０ｃｍ)
大蔵選書
禅 ◆OH

OH/18/37 1108953405 サルトルとの対話
日高六郎／［ほか］著
人文書院 １９６７．６

◆OH (１６０Ｐ　図版２枚 １８ｃｍ)
菜根譚簡抄 人文選書
水野勝太郎／編 OH/13/35 1108943877
再版
ジャーナル社 １９５７．８
(２４１，５７ｐ １６ｃｍ) ◆OH

OH/15/77-2 1108948900 三階教之研究
矢吹慶輝／著
岩波書店 １９７３．９

◆OH (７９２，４１５，３１ｐ ２７ｃｍ)
菜根譚簡抄 三階教
水野勝太郎／編 OH/18/84 1109027860
ジャーナル社 １９５７．７
(２４１ｐ １６ｃｍ)

OH/15/77 1109229342 ◆OH
三経和讃講話
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金子大栄／著 ◆OH
弥生書房 １９６９．５ 四十歳の出発 -二度めの人生論-
(２９７ｐ １９ｃｍ) ニ－ナ・オニ－ル，ジョ－ジ・オニ－ル／［著］ 広中和歌子
和讃 真宗－感想・説教 ／訳

OH/18/34 1108953371 河出書房新社 １９７５
(３２０ｐ １９ｃｍ)
人生訓

◆OH OH/15/79 1108948926
懺悔道としての哲学
田辺元／著
岩波書店 １９４６．４ ◆OH
(３４８ｐ ２１ｃｍ) 自修 昭和４７年新年臨時号

OH/10/4 1108933936 亀井鉄之助／編
関西気学会同門会 １９７２
(１６３ｐ ２６ｃｍ)

◆OH OH/14/17 1108944941
懺悔の生活
西田天香／著 一灯園／編
春秋社 １９２２．３ ◆OH
(４０８，３ｐ ２０ｃｍ) 思想史を歩く 上
一灯園叢書 朝日新聞社／編
一灯園－感想・説教 朝日新聞社 １９７４

OH/16/35 1108950278 (２５８ｐ １９ｃｍ)
朝日選書
各章末：参考文献

◆OH 日本思想－歴史－明治以後
山頂をめざして OH/12/93 1108943265
Ｌ・Ｂ・カウマン／著 松代幸太郎／訳
いのちのことば社 １９６３．４
(５９５ｐ １９ｃｍ) ◆OH
キリスト教－感想・説教 思想戦の唯中をゆく

OH/19/57 1108954841 高瀬恒徳／著
斉藤書店 １９５０．１
(３，２，１４９ｐ １８ｃｍ)

◆OH OH/19/37 1108954742
時間論
三宅剛一／著
岩波書店 １９７６．５ ◆OH
(１４０ｐ １９ｃｍ) 思想とはなにか
時間・空間 古在由重／著

OH/11/14 1108937226 岩波書店 １９６０．１０
(２０６ｐ １８ｃｍ)
岩波新書

◆OH OH/10/78 1108935477
自己開発法 -あなたのかくれた才能を発掘する本-
武田豊／著
大和書房 １９６７．６ ◆OH
(２０１ｐ １８ｃｍ) 思想の歴史 １
ペンギン・ブックス 平凡社 １９６５．４

OH/15/65 1108948777 (４２０ｐ １９ｃｍ)
OH/10/31 1108934207

◆OH
四国八十八ヵ所 上 ◆OH
平幡良雄／著 七面大明神のお話
改版 森宮義雄／著
札所研究会 １９７２．１２ 七面大明神奉賛会 １９７２．５
(２５８ｐ １８ｃｍ) (１４３ｐ １８ｃｍ)
古寺巡礼シリーズ OH/17/8 1108950823
空海（四国霊場・巡礼）

OH/18/52 1108953538
◆OH

実存と愛と実践
◆OH 田辺元／著

四国八十八ヵ所 下 筑摩書房 １９４６．１２
平幡良雄／著 (３４０ｐ ２２ｃｍ)
改版 OH/10/2 1108933910
札所研究会 １９７２．１２
(３０４ｐ １８ｃｍ)
古寺巡礼シリーズ ◆OH

OH/18/53 1108953546 嫉妬の時代
岸田秀／著
飛鳥新社 １９８７．７
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(２６７ｐ ２０ｃｍ)
4-87031-037-6 ◆OH

OH/15/67 1108948793 死に勝つ
塚本虎二／著
伊藤節書房 １９３６．５

◆OH (１９９ｐ １９ｃｍ)
史的一元論 OH/15/20 1108945203
プレハーノフ／著 川内唯彦／訳
鐵塔書院 １９３１．５
(３４８，８ｐ ２２ｃｍ) ◆OH

OH/13/10 1108943620 自分の力を引出す法
エルマー・ホイラー／著 平松晃一／訳
ダイヤモンド社 １９５８．８

◆OH (２６９ｐ １９ｃｍ)
志道花心録 第２巻 OH/15/69 1108948819
松本明重／著
日本民主同志会本部東京　恒友出版（発売） １９７５
(５７９ｐ（図・肖像共） ２３ｃｍ) ◆OH
世界救世教 詩篇 -旧約聖書-

OH/18/42 1108953454 新改訳聖書刊行会／翻訳
新改訳
日本聖書刊行会 １９６８．９

◆OH (１３８ｐ １９ｃｍ)
児童心理学研究 OH/19/43 1108954809
守屋光雄／著
京都印書館 １９４５．７
(３２３ｐ ２１ｃｍ) ◆OH
児童心理学 社会科学と信仰の間

OH/14/13 1108944701 大塚久雄／著 住谷一彦／編
図書新聞社 １９６７．１０
(３４８，９ｐ １９ｃｍ)

◆OH 社会科学 キリスト教
支那思想研究 OH/19/80 1108958370
橘樸／著
日本評論社 １９３６．８
(５１９ｐ ２３ｃｍ) ◆OH

OH/12/46 1108942481 社会史的思想史
三木清，林達夫，羽仁五郎，本多謙三／著
岩波書店 １９４９．２

◆OH (４，３５４ｐ ２１ｃｍ)
支那思想史 内容：古代（三木清），中世（林達也），近世（羽仁五郎），
武内義雄／著 現代（本多謙三）
岩波書店 １９３６．５ 哲学－歴史 社会思想－歴史
(３４６，８ｐ １７ｃｍ) OH/10/54 1108935238
岩波全書

OH/12/37 1108942390
◆OH

社会主義と実存哲学 -現代社会と自由の反抗-
◆OH 武藤光朗／著

支那人の古典とその生活 創文社 １９５８．１
吉川幸次郎／著 (１８２ｐ ２２ｃｍ)
改版 実存主義 社会主義
岩波書店 １９６４．９ OH/10/39 1108934280
(１７１ｐ １９ｃｍ)

OH/12/101 1108943349
◆OH

釈宗活禅師全集 第１巻
◆OH 釈宗活／著

支那の土地と人 森江書店 １９６５．３
クレツシイ／著 三好武二／訳 (５５３，５９ｐ ２２ｃｍ)
偕成社 １９３９．６ OH/18/86 1108953835
(６２５ｐ １９ｃｍ)

OH/12/36 1108942382
◆OH

宗教社会学論選
◆OH マックス・ヴェーバー／著 大塚久雄，生松敬三／訳

支那仏教史 みすず書房 １９７２．１０
宇井伯寿／著 (２１９ｐ １９ｃｍ)
岩波書店 １９３６．９ OH/17/14 1108950864
(２５７ｐ １７ｃｍ)
岩波全書

OH/18/4 1108950906 ◆OH
宗教・政治・大学論
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ホワイト／著 村井実／訳 ３版
牧書店 １９６０．７ 伊藤節書房 １９５５．４
(１８９ｐ １９ｃｍ) (７，２６５ｐ １９ｃｍ)

OH/13/38 1108943901 キリスト教
OH/16/3 1108949858

◆OH
宗教・性・政治 -ラッセル珠玉集- ◆OH
ラッセル／著 宗教と哲学の根本にあるもの -波多野精一博士の学業について
社会思想研究会出版部 １９６０．４ -
(１８１ｐ １９ｃｍ) 石原謙／〔ほか〕著
社会思想選書 岩波書店 １９５４．９

OH/15/22 1108945229 (２５８ｐ ２２ｃｍ)
宗教哲学 キリスト教

OH/10/18 1108934074
◆OH

宗教的信念 -かたくななる人のために-
フランクリン・Ｂ．アリス，Ａ．Ｆ．ブライアント／著 入江 ◆OH
勇起男／訳 宗教と反抗人
岩波書店 １９５３．１ コリン・ウィルソン／著 中村保男／訳
(９，１４０ｐ　図版１枚 １８ｃｍ) 紀伊国屋書店 １９６５．１２
キリスト教－教義 (２９６ｐ １９ｃｍ)

OH/16/36 1108950286 OH/16/25 1108950195

◆OH ◆OH
宗教的信念 -かたくななる人のために- 宗教の真理
フランクリン・Ｂ．アリス，Ａ．Ｆ．ブライアント／著 入江 片山正直／著
勇起男／訳 岩波書店 １９４１．９
岩波書店 １９７０．７ (３３２ｐ ２２ｃｍ)
(１１，１４０ｐ　図版１枚 １９ｃｍ) 宗教哲学
キリスト教－教義 OH/16/1 1108949833

OH/19/94 1108958503

◆OH
◆OH 宗教は必要か

宗教哲学 バートランド・ラッセル／著 大竹勝／訳
波多野精一／著 増補改訂版
岩波書店 １９３５．４ 荒地出版社 １９６８．４
(３１７ｐ １８ｃｍ) (２４５ｐ ２０ｃｍ)
岩波全書 OH/16/19 1108950138

OH/12/53 1108942556

◆OH
◆OH 宗教は必要か

宗教哲學序論 バートランド・ラッセル／著 大竹勝／訳
波多野精一／著 荒地出版社 １９５９．２
岩波書店 １９４０．５ (２０１ｐ ２０ｃｍ)
(２０８ｐ ２２ｃｍ) OH/16/20 1108950146
宗教哲学

OH/16/2 1108949841
◆OH

十字架の道
◆OH 石川ヨシ子／編・［画］

宗教と国家 -エレミヤ記の研究- 鹿島出版会 １９７６．１２
江原万里／著 (７１ｐ（はり込図１４枚共） １８×２０ｃｍ)
岩波書店 １９３２．１２ OH/19/102 1108958586
(４６０ｐ １９ｃｍ)

OH/19/39 1108954767
◆OH

宗祖としての道元禅師
◆OH 衛藤即応／著

宗教と社会倫理 -古代宗教の社会思想- 岩波書店 １９４４．７
中村元／著 (１６，２，３８２ｐ ２１ｃｍ)
岩波書店 １９５９．６ 道元
(１４、４６０ｐ ２２ｃｍ) OH/18/15 1108950617
インド－宗教－歴史

OH/16/23 1108950179
◆OH

羞恥・同情・運命 -『ツァラトーストラ』-
◆OH 土井虎賀壽／箸

宗教と人生 岩波書店 １９３６．１１
塚本虎二／著 (３６７ｐ ２４ｃｍ)
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OH/13/9 1108943612

◆OH
◆OH 尚書正義 第３冊周の書（上）

自由論 -全訳- 吉川幸次郎／訳
Ｊ．Ｓ．ミル／著 柳田泉／訳 岩波書店 １９４１．１１
春秋社 １９６１．１２ (５２０，７ｐ ２２ｃｍ)
(１６６ｐ １９ｃｍ) OH/12/25 1108937473
ＳＨＵＮＪＵ　ＢＯＯＫＳ

OH/13/23 1108943752
◆OH

尚書正義 第４冊周の書（下）
◆OH 吉川幸次郎／訳

出世をしない秘訣 -すばらしきエゴイズム- 岩波書店 １９４３．２
ジャン＝ポール・ラクロワ／著 椎名其二／訳 (４７７，５ｐ ２２ｃｍ)
理論社 １９６０．１ OH/12/26 1108937481
159
(２０３ｐ １８ｃｍ)
人生訓 ◆OH

OH/15/34 1108945344 聖徳太子 １
梅原猛／著
小学館 １９８０．３

◆OH (３５８ｐ ２０ｃｍ)
主の祈りの研究 巻末：引用文献
塚本虎二／著 日本－歴史－大和時代
７版 OH/18/87 1108953843
伊藤節書房 １９５９．１０
(１３７ｐ １９ｃｍ)

OH/19/27 1108955046 ◆OH
聖徳太子 -憲法思想とその背景-
白石重／著

◆OH 松風社書房 １９６６．９
種の論理の弁証法 (１９３ｐ １９ｃｍ)
田辺元／著 OH/18/33 1108953363
秋田屋 １９４７．１１
(１８７ｐ ２２ｃｍ)

OH/10/3 1108933928 ◆OH
正法眼蔵序説
衛藤即応／著

◆OH 岩波書店 １９５９．５
純粋寛容批判 (３４６ｐ ２２ｃｍ)
Ｒ・Ｐ・ウォルフ／［ほか］著 大沢真一郎／訳 正法眼藏
せりか書房 １９６８．１０ OH/18/71 1108953710
(１６６ｐ ２０ｃｍ)
寛容を超えて（ロバート・ポール・ウォルフ），寛容と科学的
見地（バリントン・ムーア・ジュニア），抑圧的寛容（ハーバ ◆OH
ード・マルクーゼ） 正法眼蔵の哲学私観

OH/15/71 1108948835 田辺元／著
岩波書店 １９３９．５
(１０４ｐ １９ｃｍ)

◆OH OH/10/6 1108933951
情意生活の方法 -成功する人間関係-
加藤諦三／著
大和書房 １９７８ ◆OH
(２４４ｐ １９ｃｍ) 初期ギリシア哲学者断片集
人生訓 山本光雄／訳編

OH/11/12 1108937200 岩波書店 １９５８．５
(１５３ｐ ２２ｃｍ)
参考にした主な文献：ｐ１５１～１５３

◆OH ギリシア哲学
尚書正義 第１冊虞の書 OH/13/40 1108944420
吉川幸次郎／訳
岩波書店 １９４０．２
(４９５ｐ ２２ｃｍ) ◆OH

OH/12/23 1108937457 燭の火
伊藤肇／著 梶原一明マスコミ事務所／編
限定版

◆OH 構造社出版 １９７５．１２
尚書正義 第２冊夏の書商の書 (２５３ｐ ２２ｃｍ)
吉川幸次郎／訳 OH/15/123 1108949650
岩波書店 １９４０．１０
(４５７，６ｐ ２２ｃｍ)

OH/12/24 1108937465
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◆OH
心経随喜 本人. 附録 西園寺公望の伊藤輶斎に寄せた書簡および伊藤蘭嵎
胡蘭成／著 がこと,Ito Jinsai(仁斎学案英訳) 
筑波山梅田開拓筵 １９６７．４ OH/12/80 1108942838
(１６４ｐ ２２ｃｍ)
般若心経

OH/18/41 1108953447 ◆OH
真実 -予言者エレミヤ-
浅野順一／著

◆OH 創文社 １９５８．１１
新・教養主義のすすめ (１９２ｐ １９ｃｍ)
坂本二郎／著 聖書－旧約
ＰＨＰ研究所 １９７９．５ OH/19/55 1108954825
(２１８ｐ １９ｃｍ)

OH/15/131 1108949734
◆OH

真実に生きる道
◆OH 柳田謙十郎／著

神宮と憲法 文理書院 １９５４．４
神社新報社政教研究室／編 (２３６ｐ １９ｃｍ)
神社新報社 １９６３．７ OH/11/8 1108937168
(１５８ｐ １９ｃｍ)

OH/17/3 1108950484
◆OH

神社名鑑
◆OH 神社本庁調査部／編

箴言註釈 -天風哲人- 神社本庁神社名鑑刊行会 １９６４．１
中村天風／著 (９５６ｐ ２７ｃｍ)
天風会 １９６３．１ OH/17/4 1109027811
(２９１ｐ ２２ｃｍ)

OH/15/11 1108945112
◆OH

新宗教の時代 -大衆と宗教の出会い-
◆OH 梅原正紀／著

人口・移住の問題とカトリック -時事小論と短評集- 日新報道 １９７９．９
佐々木鉄治／著 (２１５ｐ １９ｃｍ)
日本カトリック移住協議会 １９６６．４ 宗教－日本
(２１４ｐ １８ｃｍ) OH/16/49 1108950401
人口問題と移住の研究

OH/19/30 1108955079
◆OH

人生語録
◆OH アラン／著 井沢義雄 杉本秀太郎／訳

信仰・公害・歴史 -信徒のための神学- 弥生書房 １９６０．１０
八代斌助／著 (２４７ｐ １９ｃｍ)
日本聖公会出版事業部 １９７１．４ OH/15/108 1108949502
(２５３ｐ １９ｃｍ)

OH/19/92 1108958495
◆OH

人生読本
◆OH 荻原井泉水／著

信仰生活の実力 実業之日本社 １９６２．２
ムーデー／著 岩辺頼春／訳 (２４５ｐ １９ｃｍ)
三一書店 １９５７．８ OH/15/53 1108948652
(２９２ｐ １９ｃｍ)

OH/19/67 1108958248
◆OH

人生と信仰の問答
◆OH 野依秀市／著

信仰・理性・文明 -ある歴史的分析の試みとして- 大日本真宗宣伝協会 １９４２．１０
Ｈ．Ｊ．ラスキ／〔著〕 中野好夫／訳 (５，６，３０１ｐ １９ｃｍ)
岩波書店 １９５８．９ OH/16/38 1108950294
(２６１ｐ １９ｃｍ)
岩波現代叢書

OH/15/41 1108945542 ◆OH
人生の秋に -随想集-
ヘルマン・ホイヴェルス／著 林幹雄／編

◆OH 春秋社 １９６９．１１
仁斎・徂徠・宣長 (４３７ｐ ２０ｃｍ)
吉川幸次郎／著 巻末：発表年譜，略年譜
岩波書店 １９７５．６ OH/19/42 1108954791
(３２１，４６ｐ ２２ｃｍ)
仁斎東涯学案,伊藤東涯,徂徠学案,民族主義者としての徂徠,日
本的思想家としての徂徠,本居宣長の思想,本居宣長-世界的日
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◆OH
人生のゆくへ (５１４ｐ ２２ｃｍ)
金子大栄／著 OH/15/10 1108945104
全人社 １９４６．１０
(２７２ｐ １９ｃｍ)

OH/15/18 1108945187 ◆OH
真の道神示
萩原真／監修

◆OH 真の道出版部 １９７２．５
人生問答 上 (３６０ｐ ２２ｃｍ)
松下幸之助、池田大作／共著 OH/19/88 1108958453
潮出版社 １９７５．１０
(３４９ｐ ２０ｃｍ)

OH/15/132 1108949742 ◆OH
神秘と人生
山本喜一／著

◆OH ［出版社不明］ １９７１．８
人生問答 下 (２４７ｐ ２０ｃｍ)
松下幸之助、池田大作／共著 OH/10/72 1108935410
潮出版社 １９７５．１０
(３８８ｐ ２０ｃｍ)

OH/15/133 1108949759 ◆OH
新編百朝集
安岡正篤／著

◆OH 福村出版 １９５２．１２
人生は何のために (１６０ｐ １６ｃｍ)
ヘッセン／［著］ 大西昇／訳 OH/15/64 1108948769
改訂版
理想社 １９６５．２
(２１７ｐ １９ｃｍ) ◆OH
宗教思想選書 新編百朝集

OH/15/89 1108949320 安岡正篤／著
福村出版 １９６３．１１
(１６２ｐ １５ｃｍ)

◆OH OH/15/97 1108949403
新説言志録
荻原井泉水／著
春秋社 １９５８．１０ ◆OH
(２４２ｐ １９ｃｍ) 進歩の幻想

OH/15/45 1108948884 ジョルジュ・ソレル／著 川上源太郎／訳
ダイヤモンド社 １９７４．１１
(３２０ｐ ２２ｃｍ)

◆OH 現代思想
新説二宮尊徳 進歩の幻想,マルクス主義の解体. 解説:ソレルの人と思想(川
邱永漢／著 上源太郎) ソレル著作目録:p313-320
春秋社 １９６３．１０ OH/10/76 1108935451
(２４６ｐ ２０ｃｍ)

OH/15/75 1108948876
◆OH

シンボルの哲学
◆OH Ｓ．Ｋ．ランガー／著 矢野万里〔ほか〕／訳

新哲学読本 岩波書店 １９６０．９
柳田謙十郎／著 (３７９，２３ｐ １９ｃｍ)
創文社 １９５３．１２ OH/13/54 1108944578
(４，５，３５５ｐ １９ｃｍ)
哲学

OH/10/26 1108934157 ◆OH
新約聖書
日本聖書協会／［編］

◆OH 改訳
神道思想史 日本聖書協会 １９５２．１２
山田孝雄／著 (４９８，１６６ｐ １３ｃｍ)
神祇院蔵版 聖書－新約
明世堂書店 １９４３．２ OH/19/34 1108954718
(１６９ｐ ２２ｃｍ) OH/19/8 1108953967
神祇叢書
神道－歴史

OH/17/1 1108950476 ◆OH
新約聖書　 -詩篇つき-
日本聖書協会 １９５９

◆OH (４０９， １３０ｐ  １６ｃｍ)
仁の研究 OH/19/82 1108958396
山口察常／著
岩波書店 １９４１．１１
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◆OH ◆OH
新約聖書 親鸞・道元・日蓮
日本聖書協会／［編］ 増谷文雄／著
１９５４年改訳 至文堂 １９５６．１
日本聖書協会 １９６７ (１８２ｐ　図版１枚 １９ｃｍ)
(４０９ｐ １５ｃｍ) 日本歴史新書
聖書－新約 OH/18/17 1108950633

OH/19/79 1108958362
OH/19/32 1108955095

◆OH
真理 第９巻（生活篇）

◆OH 谷口雅春／著
新約聖書 改装初版
日本聖書協会／［編］ 日本教文社 １９６４．７
１９５４年改訳 (４００ｐ ２０ｃｍ)
日本聖書協会 １９６１ 生長の家
(１３０ｐ １４ｃｍ) OH/16/14 1108949965
聖書－新約

OH/19/33 1108955103
◆OH

真理への畏敬 -矢内原忠雄先生信仰五十年記念講演-
◆OH 藤田若雄・富田和久・大塚久雄／著

新約聖書 みすず書房 １９６２．４
１９５４年改訳 (８８ｐ １９ｃｍ)
日本聖書協会 １９６２ OH/10/41 1108934306
(１３０ｐ １９ｃｍ)

OH/19/77 1108958347
◆OH

心理学入門
◆OH 宮城音弥／著

新約聖書　英和対照 岩波書店 １９５２．３
７版 (５，２１０，１７ｐ　図版１枚 １８ｃｍ)
日本聖書協会 １９５３．２ 岩波新書
(８０１ｐ １９ｃｍ) 心理学

OH/19/36 1108954734 OH/14/3 1108944602

◆OH ◆OH
新約聖書入門 -心の糧を求める人へ- 人類の帝王学 -メシアへの道 日本人の使命開眼-
三浦綾子／著 無名道名古屋事務所 １９６８．１０
光文社 １９７７．１２ (３６０ｐ １８ｃｍ)
(３０７ｐ １８ｃｍ) 無銘の書
カッパ・ブックス OH/10/68 1108935378
聖書（新約）

OH/19/111 1108958677
◆OH

水平思考５日間コ－ス -誰にでもできる自己開発法-
◆OH エドワ－ド・デボノ／著 高村正憲／訳

新訳孟子 講談社 １９６９．１０
穂積重遠／〔著〕 (２０２ｐ，図版 ２０ｃｍ)
社会教育協会 １９４８．３ 思考
(４６６ｐ ２２ｃｍ) OH/11/3 1108937119
孟子－評釈

OH/12/30 1108942325
◆OH

水平思考の世界 -電算機時代の創造的思考法-
◆OH エドワ－ド・デボノ／著 白井実／訳

新訳論語 講談社 １９６９
穂積重遠／〔著〕 (２３０ｐ ２０ｃｍ)
社会教育協会 １９４７．１ 思考
(６１８ｐ ２２ｃｍ) OH/11/2 1108935501
論語－評釈

OH/12/29 1108942317
◆OH

数理哲学研究
◆OH 田辺元／著

親鸞教の研究 岩波書店 １９２５．５
金子大栄／著 (５０７，１０ｐ ２２ｃｍ)
全人社 １９３８．９ OH/10/1 1108933902
(２６３ｐ ２２ｃｍ)

OH/18/7 1108950732
◆OH

杉本五郎中佐の尊皇と禅
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大山澄太／著 教材社編輯部／編
春陽堂書店 １９４０．５ 教材社 １９４１．１２
(２１１ｐ １９ｃｍ) (２６４ｐ １９ｃｍ)

OH/18/60 1108953603 日本人の死生観(堀場正夫) 生の意識(浅野晃) 生の真理(本荘
可宗) 神道と生死(藤田徳太郎) 生死を超ゆるもの(高神覚昇) 
禅の死生観(東野金瑛) 葉隠の生死観(大木陽堂) 基督教の死生

◆OH 観(加藤一夫) 悟と人生(東福義雄) 愛と死(中谷孝雄) 病死と
図説聖書の世界 １ 自殺(金子準二) 生理学より見た死について(林髞) 生死につい
学習研究社 １９７７．４ てのモノログ(堀秀彦) 死の事実と観念(清水幾太郎) 
(２３９ｐ ３１ｃｍ) OH/10/70 1108935394
イスラエル

OH/19/83 1108958404
◆OH

青春との対話
◆OH 石原慎太郎／著

殉国の論理 番町書房 １９６７．１１
平田内蔵吉／著 (２３７ｐ １８ｃｍ)
山雅房 １９３９．８ 人生のことば
(３００ｐ １９ｃｍ) OH/15/86 1108948991

OH/15/99 1108949411

◆OH
◆OH 聖書

生活の智惠 -人間をつくり生活を更新しよう- 日本聖書協会 １９７６
Ｌ．マンフォード／著 福鎌達夫／訳 (１３２６，４０９，１２ｐ　図版あり ２３ｃｍ)
理想社 １９５６．４ OH/19/58 1108954858
(３０７，１１ｐ ２２ｃｍ)
人生論

OH/15/8 1108945088 ◆OH
聖書
日本聖書協会 １９５９

◆OH (１冊 １６ｃｍ)
生活の智慧３６５章 OH/19/22 1108954106
谷口雅春／著
日本教文社 １９６３．１０
(５，３２９ｐ ２０ｃｍ) ◆OH

OH/15/50 1108948629 聖書語句大辞典
１９６７．９
(１４８３，３４，７０，５４ｐ ２７ｃｍ)

◆OH OH/19/93 1109027878
生活の発見
林語堂／著 阪本勝／訳
創元社 １９３８．７ ◆OH
(１０，５，６，３８０ｐ ２０ｃｍ) 聖書人物伝

OH/10/24 1108934132 沢村五郎／著
いのちのことば社 １９６８．２
(４３９ｐ １８ｃｍ)

◆OH OH/19/105 1108958610
生活の貧しさと心の貧しさ
大塚久雄／〔著〕
みすず書房 １９７８．４ ◆OH
(３４８ｐ ２０ｃｍ) 聖書地図 -換算表つき- １９６１年

OH/19/106 1108958628 改訂
日本聖書協会 １９６１
(１６ｐ １９ｃｍ)

◆OH OH/19/35 1108954726
政治家と実践哲学
安岡正篤／著
全国師友協会 １９８３．１１ ◆OH
(３５６ｐ １９ｃｍ) 聖書とは何か

OH/10/79 1108935485 ダニエル・ロップス／著 Ａ・デル・コール／訳
再版
ドン・ボスコ社 １９６０．２

◆OH (２４５，８ｐ １８ｃｍ)
生死考 カトリック全書
山本米治／著 OH/19/18 1108954064
中央公論事業出版（制作） １９６９．９
(２５９ｐ ２０ｃｍ)

OH/11/5 1108937135 ◆OH
聖書入門
小塩力／著

◆OH 岩波書店 １９５５．１２
生死の思索 (９，２０５，９ｐ，地図 １８ｃｍ)
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岩波新書 (２６４ｐ １９ｃｍ)
OH/19/87 1108958446 OH/19/101 1108958578

◆OH ◆OH
聖書の常識 -日本人は知らなすぎる- 青年と修養
山本七平／著 増田義一／著
講談社 １９８０．１０ 実業之日本社 １９５３．８
(３２７ｐ １８ｃｍ) (３２２ｐ １９ｃｍ)
オレンジバックス 人生訓
聖書 OH/15/30 1108945302

OH/19/100 1108958560

◆OH
◆OH 生命この驚くべきもの -人間の運命-

聖書の人びと ジャン・ロスタン／著 寺田和夫／訳
婦人之友社／編 白水社 １９５５．７
婦人之友社 １９６８．１０ (２２３ｐ １９ｃｍ)
193 人類
(２６５ｐ １９ｃｍ) OH/15/19 1108945195
内容：　旧約聖書の人びと　信仰の父アブラハム　／　植村環
著

OH/19/75 1108958321 ◆OH
生命の実相 -頭注版- 第７巻
谷口雅春／著

◆OH ５４版
精神衛生 全巻 日本教文社 １９７３．１２
田岡種茂／著 (２２１ｐ １９ｃｍ)
〔田岡種茂〕 ［出版年不明］ OH/17/12 1108950849
(１冊 １９ｃｍ)
精神衛生は躾から躾の理想は桃太郎，中巻，下巻，続巻，終巻
，最終巻 ◆OH

OH/16/28 1108950229 西洋近世哲学史稿 下
九鬼周造／著
岩波書店 １９４８．５

◆OH (３６９，３３，２ｐ ２１ｃｍ)
精神と情熱とに関する八十一章 哲学－歴史－近世
アラン／著 小林秀雄／訳 OH/13/5 1108943570
東京創元社 １９６０．５
(２９２ｐ １９ｃｍ)

OH/10/51 1108934405 ◆OH
西洋近世哲学史稿 上
九鬼周造／著

◆OH 岩波書店 １９４４．１１
精神ドックの診断 (３３７，３ｐ ２１ｃｍ)
橋本徹馬／著 哲学－歴史－近世
第４版 OH/13/4 1108943562
紫雲荘出版部 １９５８．１２
(１９０ｐ １８ｃｍ)
人生訓 ◆OH

OH/14/7 1108944644 西洋哲学史
岩崎武雄／著
改訂版

◆OH 有斐閣 １９６１．４
精神療法の理論と実際 -祈祷の科学的解明- (３１９ｐ １９ｃｍ)
平井巽／著 教養全書
再版 西洋哲学－歴史
鹿野苑 １９５７．６ OH/13/15 1108943679
(２７０ｐ １９ｃｍ)

OH/14/11 1108944685
◆OH

西洋の知恵 -図説哲学思想史- 上
◆OH バートランド・ラッセル／著 東宮隆／訳

精神力 -その偉大な力- 社会思想社 １９６８．６
ダン・カスター／著 大原武夫／訳 (３０４ｐ ２２ｃｍ)
ダイヤモンド社 １９６２．１ OH/10/65 1108935345
(３６２ｐ １９ｃｍ)

OH/15/31 1108945310
◆OH

ゼエレン・キェルケゴオル
◆OH 和辻哲郎／著

聖地に咲いた花 筑摩書房 １９４７．８
１９７９．７ (３９８ｐ ２２ｃｍ)
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◆OH
OH/13/7 1108943596 禅苑拾翠

中嶋久万吉／著
明徳出版社 １９５６．２

◆OH (５０２ｐ １９ｃｍ)
世界観と国家観 金剛般若経 般若心経
西谷啓治／著 OH/18/45 1108953462
再版
弘文堂書房 １９４１．１１
(２１０ｐ １９ｃｍ) ◆OH
世界観 禅画の円相

OH/10/47 1108934363 柴山全慶／著
春秋社 １９６９．７
(１５８ｐ ２７×３７ｃｍ)

◆OH 禅宗－伝記
世界観の哲学 OH/18/54 1109027852
理想社／編
理想社 １９４３．１０
(３２８ｐ ２２ｃｍ) ◆OH

OH/10/21 1108934108 戦後の思想問題
長谷川巳之吉／編纂
戦時体制版

◆OH 第一書房 １９３９．９
世界の名著 ４６ (３６０ｐ １９ｃｍ)
中央公論社 １９６６．２ 戰後の思想 / 室伏高信 著. 次の時代思想 / 安部磯雄 著. 強
(６３０ｐ １８ｃｍ) 力日本の再建 / 高木友三郎 著. 戰後の思潮 / 齋藤[ショウ] 
内容：ツァラトゥストラ（手塚富生訳），悲劇の誕生（西尾幹 著. 戰後の文化問題 / 阿部知二 著. 戰後の婦人 / 中川善之
二訳） 助 著. 時代と宗教 / 高神覺昇 著. 

OH/13/27 1108943794 OH/12/99 1108943323

◆OH ◆OH
世界は燃えている 禅・宗教についての十五章
ビリー・グラハム／著 松代幸太郎／訳 辻双明／著
いのちのことば社 １９６６．１１ 春秋社 １９６０．１１
(３５８ｐ １９ｃｍ) (２３８ｐ １８ｃｍ)

OH/19/71 1108958289 Ｓｈｕｎｊû　ｂｏｏｋｓ
OH/18/48 1108953496

◆OH
責任を負う自己 ◆OH
Ｈ．Ｒ．ニーバー／著 小原信／訳 浅草寺仏教文化講座 第２３集（昭和５３年度）
新教出版社 １９６７．４ 塩入亮達／編
(１２，２７８，５ｐ １９ｃｍ) 浅草寺 １９７９．７
キリスト教道徳 (２０２ｐ １９ｃｍ)

OH/10/55 1108935246 仏教－感想・説教
OH/18/40 1108953439

◆OH
積極的生活の技術 ◆OH
ノーマン．Ｖ．ピール／著 相沢勉／訳 禅談
ダイヤモンド社 １９５７．８ 沢木興道／著
(２９４ｐ １９ｃｍ) 普及版　第１５版

OH/15/66 1108948785 大法輪閣 １９４０．８
(３８６ｐ １９ｃｍ)

OH/18/58 1108953587
◆OH

絶對主體道
久松真一／著 ◆OH
弘文堂書房 １９４８．４ 先哲を仰ぐ
(２０７ｐ ２２ｃｍ) 平泉澄／著

OH/10/36 1108934256 再版
日本学協会 １９７２．５
(４３４，５ｐ ２１ｃｍ)

◆OH OH/12/121 1109336238
禅 -悟りへの道-
愛宮真備／著 池本喬・志山博訪／訳
理想社 １９６７．４ ◆OH
(１６８ｐ １９ｃｍ) 先哲に承けて
禅 西内雅／著

OH/18/62 1108953629 小宮山書店 １９４１．６
(２３１ｐ ２２ｃｍ)

OH/15/105 1108949478
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(１５６ｐ ２６ｃｍ)
◆OH 創価学会

先哲の学問 OH/16/29 1108950237
内藤虎次郎／著
弘文堂書房 １９４６．５
(３３４ｐ １９ｃｍ) ◆OH

OH/10/58 1108935279 荘子 -古代中国の実存主義-
福永光司／著
中央公論社 １９６４．３

◆OH (２１０ｐ １８ｃｍ)
禅道俗話 中公新書
間宮英宗／述 中外日報編集局／編纂 OH/12/76 1108942796
貝葉書院 １９１４．３
(４４８，１０６ｐ ２０ｃｍ)
禅宗－法話 ◆OH

OH/18/61 1108953611 荘子
水野勝太郎／編
改訂版

◆OH ジャーナル社 １９７３．１
禅と音楽 (３０７ｐ １６ｃｍ)
中島雅楽之都／著 OH/12/6-2 1109229284
新思社 １９６１．３
(２９３ｐ １９ｃｍ)

OH/18/47 1108953488 ◆OH
荘子　簡抄
水野勝太郎／編

◆OH ジャーナル社 １９６０．１０
禅と美の心をたずねて (３０７ｐ １６ｃｍ)
加藤貴久／著 OH/12/6 1108937283
［加藤貴久］ １９７４．７
(２１２ｐ １８ｃｍ)

OH/18/81 1108953801 ◆OH
荘子物語
諸橋轍次／〔著〕

◆OH 大法輪閣 １９６４．５
禅の伝燈 (４３８ｐ １９ｃｍ)
井上秀天／著 OH/12/66 1108942697
無字書室 １９３５．８
(１８０ｐ ２０ｃｍ)
禅宗 ◆OH

OH/18/66 1108953660 疎外からの自由 -現代に生きる知恵-
谷口隆之助／著
誠信書房 １９６２．１

◆OH (２１６ｐ １９ｃｍ)
禅の道をたどり来て ヒューマン・ブックス
辻双明／著 OH/15/43 1108945567
春秋社 １９５８．１１
(３１２，１２ｐ １９ｃｍ)
禅宗－感想・説教 ◆OH

OH/18/36 1108953389 疎外とヒューマニズム
アルフレート・クレラ／著 藤野渉／訳
青木書店 １９６７．６

◆OH (２１６ｐ １９ｃｍ)
全訳天路歴程 正編 OH/11/9 1108937176
ジョン・バンヤン／著 池谷敏雄／訳
新教出版社 １９５１．２
(２５１ｐ １９ｃｍ) ◆OH
キリスト教－感想・説教 続経世瑣言

OH/19/74 1108958313 安岡正篤／著
刀江書院 １９４２．９
(４２８ｐ １８ｃｍ)

◆OH OH/12/58 1108942614
占領憲法下の日本
谷口雅春／著
日本教文社 １９６９．５ ◆OH
(１３７ｐ １９ｃｍ) 禅に生きる 続

OH/16/40 1108950310 宮島蓬州／著
巧人社 １９３６．７
(６，２７２ｐ １９ｃｍ)

◆OH OH/18/63 1108953637
創価学会の実体解剖論
田村重行／編
邪教撲滅救国連盟創立仮事務所 １９６４．１２
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◆OH
ソクラテス ◆OH
三木清／著 大拙つれづれ草
岩波書店 １９５０．１ 鈴木大拙／著
(２，２，１５５ｐ １９ｃｍ) 読売新聞社 １９６６．１２

OH/13/24 1108943760 (２２９ｐ １９ｃｍ)
仏教

OH/18/38 1108953413
◆OH

その人は慰められん -愛する者の死-
日本基督教団出版部／編 ◆OH
日本基督教団出版部 １９６０．４ 大悲谷観音由来記
(１２０ｐ １８ｃｍ) 横内日史／著
女性と生活シリーズ 〔横内日史〕 １９６５．１
小さき童子にみちびかれて(大塚甫) そは天使なりしか(島村亀 (１０５ｐ １７ｃｍ)
鶴) 文ちゃんのお母さんへ(小野村林蔵) 朝が明け夜が来る如 OH/18/19 1108950583
くに(関屋綾子) ただ神によってのみ慰められる悲しみ(茂義太 OH/18/65 1108953652
郎) 

OH/19/6 1108953942
◆OH

対話　人間いかに生くべきか
◆OH 鈴木大拙／著 古田紹欽／編

その故は神知りたもう -シュザンヌの手紙- 社会思想社 １９６７．１
シュザンヌ／著 (２１４ｐ １９ｃｍ)
７版 仏教
新教出版社 １９６４．３ OH/18/32 1108953355
(１０３ｐ １８ｃｍ)
新教新書
プロテスタント教会 ◆OH

OH/19/63 1108954908 高橋穣小論集
高橋秀俊／［ほか］編
青河書房 １９６８．７

◆OH (２２０ｐ １９ｃｍ)
孫子 OH/10/69 1108935386
桜井忠温／著
フタバ書院成光館 １９３９．４
(４０７ｐ １９ｃｍ) ◆OH

OH/12/15 1108937374 ただ一人のひとに -女性の持っている問題のすべて-
大宅昌／著
青春出版社 １９７３．１

◆OH (２３３ｐ １９ｃｍ)
大学 OH/15/129 1108949718
水野勝太郎／編
改訂版
ジャーナル社 １９７３．１ ◆OH
(２１７ｐ １６ｃｍ) たといそうでなくても

OH/12/8-2 1109229300 安利淑／著
待晨社 １９７２．４
(６０９ｐ ２２ｃｍ)

◆OH OH/19/91 1108958487
大学簡抄
水野勝太郎／編
ジャーナル社 １９６２．４ ◆OH
(３４５ｐ １６ｃｍ) 魂に至る対話

OH/12/8 1108937309 米田友義／編
コルベ出版社 １９７４．５
(２７６ｐ ２１ｃｍ)

◆OH コルベ文庫
太極のひびき 永遠の今（大平正芳，田中英吉）
出居清太郎／著 OH/19/104 1108958602
修養団捧誠会本部 １９６９．１１
(１８３ｐ １９ｃｍ)

OH/16/58 1109306009 ◆OH
為に生きる -文鮮明講演集-
文鮮明／講演

◆OH 光言社 １９７６．１２
大信海 (２２２ｐ ２０ｃｍ)
金子大栄／著 世界基督教統一神霊協会
弥生書房 １９６６．１０ OH/19/97 1108958537
(２５７ｐ １９ｃｍ)
真宗－感想・説教

OH/18/70 1108953702 ◆OH
達磨の研究
関口真大／著
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岩波書店 １９６７．８ 長尾雅人／著
(３７０，２１ｐ ２２ｃｍ) 岩波書店 １９５４．９
禅宗 (４４６ｐ ２２ｃｍ)

OH/18/56 1108953561 OH/18/8 1108950740

◆OH ◆OH
歎異鈔新講話 忠孝論
落合寅平／著 江部鴨村／著 楠正康／著 西晋一郎／著
内外出版社 １９４１．４ 岩波書店 １９３１．１０
(２３８ｐ １９ｃｍ) (３３０ｐ ２３ｃｍ)

OH/18/73 1108953736 OH/15/6 1108945062

◆OH ◆OH
歎異抄夜話 中国五千年の歴史に見る愚者への人間学 -英知・頓知・才知-
岩本月洲／著 寺尾善雄／著
新樹社 １９６５．５ 産業新潮社 １９７９．１０
(２９４ｐ １９ｃｍ) (３３５ｐ １９ｃｍ)
歎異抄 OH/12/77 1108942804

OH/18/26 1108950690 OH/15/127 1108949692

◆OH ◆OH
地位を求める人々 中国古代の思想家たち 上
Ｖ．パッカード／著 郭沫若／著 野原四郎，佐藤武敏，上原淳道／訳
ダイヤモンド社 １９６０．２ 岩波書店 １９５３．８
(３３７ｐ １９ｃｍ) (９，３５６ｐ　図版２枚 １９ｃｍ)
階級 中国－歴史－古代 中国思想

OH/10/56 1108935253 OH/12/27 1108937499

◆OH ◆OH
知識・信仰・懐疑 中国古代の思想家たち 下
Ｋ．レーヴィット／著 川原栄峰／訳 郭沫若／著 野原四郎，佐野武敏，上原淳道／訳
岩波書店 １９５９．８ 岩波書店 １９５７．７
(５，１５４ｐ １９ｃｍ) (６．３９０ｐ １９ｃｍ)

OH/13/41 1108944438 中国－思想 中国－歴史－古代
OH/10/25 1108934140 OH/12/28 1108937507

◆OH ◆OH
知識・信仰・道徳 中国思想史
三谷隆正／著 武内義雄／著
近藤書店 １９４１．１１ 岩波書店 １９３６．５
(３１９ｐ １９ｃｍ) (３６２，８ｐ １８ｃｍ)

OH/19/26 1108955038 岩波全書
中国思想－歴史

OH/12/39 1108942416
◆OH

知識人の良心 -何をなすべきか-
小野協一／［ほか］訳 ◆OH
社会思想社 １９６８．３ 中国哲学史
(１９８ｐ １９ｃｍ) 狩野直喜／著

OH/10/73 1108935428 岩波書店 １９５３．１２
OH/15/94 1108949379 (１５，６６３，１４ｐ　図版１枚 ２２ｃｍ)

中国思想－歴史
OH/12/102 1108943356

◆OH
知的生活
Ｐ．Ｇ．ハマトン／〔著〕 渡部昇一／訳 下谷和幸／訳 ◆OH
講談社 １９７９．５ 中国の故事名言
(４１８ｐ ２２ｃｍ) 和田武司 市川宏／訳
内容：知的生活における肉体的基礎，知的生活における精神的 徳間書店 １９６７．３
基盤，教育について，時間について，金銭の影響力について， (２８５ｐ １８ｃｍ)
習慣と伝統について，女性と結婚，貴族階級と庶民階級につい 中国の思想
て，交際と孤独について，知性の衛生学，商売と知的職業，環 OH/12/97 1108943307
境について

OH/19/98 1108958545
◆OH

中国の思想 １
◆OH 経営思潮研究会 １９６４．５

西蔵仏教研究 (２８６ｐ ２０ｃｍ)
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OH/12/51 1108942531 アラン／〔著〕 桑原武夫，野田又夫／訳
みすず書房 １９７１．５
(２１１ｐ ２０ｃｍ)

◆OH OH/13/53 1108944552
中国の思想 ２
経営思潮研究会 １９６４．６
(２８５ｐ ２０ｃｍ) ◆OH

OH/12/52 1108942549 哲学
宇野正三／著
たくみ工房 １９６９．６

◆OH (３２７ｐ １９ｃｍ)
中国の名著 -その鑑賞と批評- OH/10/60 1108935295
東京大学中国文学研究室／編
勁草書房 １９６１．１０
(４２１ｐ ２０ｃｍ) ◆OH
シナ学 哲学概論

OH/12/59 1108942622 西田幾多郎／著
岩波書店 １９５３．１１
(２２４ｐ ２２ｃｍ)

◆OH 西田哲学
中庸 OH/10/63 1108935329
水野勝太郎／編
改訂版
ジャーナル社 １９７３．１ ◆OH
(２５３ｐ １６ｃｍ) 哲学概論

OH/12/11-2 1109229334 岩元禎／著
近藤書店 １９４４．４
(５４６，１０ｐ ２２ｃｍ)

◆OH OH/10/22 1108934116
中庸　簡抄
水野勝太郎／編
ジャーナル社 １９６１．１２ ◆OH
(２５３ｐ １６ｃｍ) 哲学概論

OH/12/11 1108937333 務台理作／著
岩波書店 １９５８．９
(３０４，１２ｐ ２２ｃｍ)

◆OH OH/10/74 1108935436
沈黙の世界
マックス・ピカート／［著］ 佐野利勝／訳
みすず書房 １９６４．２ ◆OH
(２７８ｐ １９ｃｍ) 哲学散歩 -ヨーロッパ回想記-
哲学 金子武蔵／著

OH/15/42 1108945559 読売新聞社 １９７０．３
(２８６ｐ ２０ｃｍ)
読売選書

◆OH OH/10/38 1108934272
筑紫の神話 -カメラ紀行-
門脇禎二／文 片山摂三／写真
淡交新社 １９６６．５ ◆OH
(２１９ｐ ２２ｃｍ) 哲学通論
神話－日本 田辺元／著

OH/17/7 1108950815 岩波書店 １９３３．１２
(２４３ｐ １８ｃｍ)
岩波全書

◆OH OH/10/5 1108933944
罪と其救ひ
江原万里／著
岩波書店 １９３４．８ ◆OH
(７０４ｐ １９ｃｍ) 哲学とは何か

OH/19/41 1108954783 高山岩男／著
創文社 １９６７．５
(５２０ｐ ２２ｃｍ)

◆OH OH/10/66 1108935352
テアイテトス
プラトン／著
岩波書店 １９４７．９ ◆OH
(５７７ｐ ２２ｃｍ) 哲学入門 -哲学の根本問題-
哲学 田辺元／著

OH/13/36 1108943885 筑摩書房 １９６６．４
(２２５，１６ｐ １９ｃｍ)
筑摩叢書

◆OH OH/10/61 1108935303
デカルト
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(４４２ｐ ２２ｃｍ)
◆OH OH/10/12 1108934017

哲学入門 補説第三
田辺元／著
筑摩書房 １９５２．４ ◆OH
(３１３ｐ １９ｃｍ) 哲学論文集 第７
宗教哲学 倫理学 西田幾多郎／著

OH/10/10 1108933993 岩波書店 １９４６．２
(１８０ｐ ２２ｃｍ)

OH/10/13 1108934025
◆OH

哲学入門 補説第二
田辺元／著 ◆OH
筑摩書房 １９５０．４ デール・カーネギーへの道 -話術と成功をむすぶ秘訣-
(７，２０８ｐ １９ｃｍ) Ｗ．ロングッド／著 望月幸長／訳
哲学 認識論 ダイヤモンド社 １９６７．３

OH/10/9 1108933985 (２２７ｐ １９ｃｍ)
OH/15/54 1108948660

◆OH
哲学入門 -哲学の根本問題- ◆OH
田辺元／著 伝記二宮尊徳
筑摩書房 １９４９．３ 武者小路実篤／著
(２４２ｐ １９ｃｍ) 福村書店 １９５９．１２

OH/10/7 1108933969 (１１，２５１ｐ ２０ｃｍ)
OH/15/60 1108948728

◆OH
哲学入門 補説第一 ◆OH
田辺元／著 天国の礎
筑摩書房 １９５０．４ 世界救世教／編
(２４０ｐ １９ｃｍ) 改訂新版

OH/10/8 1108933977 メシアニカゼネラル １９７９．６
(４４８ｐ ２２ｃｍ)

OH/19/110 1108958669
◆OH

哲学の根本問題 -行為の世界-
西田幾多郎／著 ◆OH
岩波書店 １９３３．１２ 伝習録 -王陽明語録-
(２３５ｐ １９ｃｍ) 山本正一／訳註

OH/10/14 1108934033 法政大学出版局 １９６６．１２
(２７０ｐ ２０ｃｍ)

OH/12/19 1108937416
◆OH

哲学の根本問題 続編
西田幾多郎／著 ◆OH
岩波書店 １９３４．１０ 天上の神々 -人は死後どこへ行く-
(２８５ｐ １８ｃｍ) 内山敬三／著

OH/10/15 1108934041 内山敬三 １９６９．１０
(５６８ｐ ２２ｃｍ)

OH/19/45 1108954924
◆OH

哲学の名著
久野収／著 ◆OH
毎日新聞社 １９５９．５ 天の声と政治家 -ご健康とご成功ご発展のために-
(６，３２９，２３ｐ １９ｃｍ) 河野義／述
毎日ライブラリー 真理生活研究所 １９７４．１０
哲学－書誌 (４７ｐ ２２ｃｍ)

OH/10/27 1108934165 OH/19/115 1108958719

◆OH ◆OH
哲学論文集 第２ 天理教事典
西田幾多郎／著 天理大学おやさと研究所／編
岩波書店 １９３７．１１ 天理教道友社 １９７７．１１
(４２１ｐ ２２ｃｍ) (９６２ｐ ２７ｃｍ)

OH/10/11 1108934009 年表：ｐ８７８～９３５
天理教

OH/17/11 1109027837
◆OH

哲学論文集 第４
西田幾多郎／著 ◆OH
岩波書店 １９４１．１１ 天理教要覧
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天理教教会本部／編 明徳出版社 １９５９．８
改訂版 (３４６ｐ １９ｃｍ)
天理教道友社 １９６６．１ 中国思想
(３５０ｐ図版８０ｐ ２７ｃｍ) OH/12/33 1108942358
天理教

OH/17/2 1109027803
◆OH

東洋的学風
◆OH 安岡正篤／著

道家の思想と其の展開 全国師友協会 １９７０．１２
津田左右吉／著 (３４０ｐ ２３ｃｍ)
岩波書店 １９３９．１１ OH/12/82 1108942853
(９，７３２，９ｐ ２２ｃｍ)

OH/12/45 1108942473
◆OH

東洋的志学
◆OH 安岡正篤／著

道元禅師伝の研究 黎明書房 １９６１．１２
大久保道舟／著 (３５１ｐ ２０ｃｍ)
岩波書店 １９５３．３ OH/12/32 1108942341
(５４７，１７ｐ　図版１枚 ２２ｃｍ)
禅宗

OH/18/14 1108950807 ◆OH
東洋道徳研究
西晋一郎／著

◆OH 岩波書店 １９４０．１
道元禅師の話 (２７２ｐ ２２ｃｍ)
里見●／著 OH/15/7 1108945070
岩波書店 １９５３．１２
(２７６ｐ １９ｃｍ)
禅宗 ◆OH

OH/18/16 1108950625 東洋とは何か
仁井田陞／著
東京大学出版会 １９６８．９

◆OH (３３１ｐ １９ｃｍ)
道徳科学（モラロジー）および最高道徳の概要 ＵＰ選書
広池千英／講述 中国－歴史
改訂版 OH/12/104 1108943364
道徳科学研究所 １９６３．１０
(２０２ｐ ２１ｃｍ)
倫理学 ◆OH

OH/15/13 1108945138 東洋の叡智
原谷一郎／著
経済往来社 １９７５．１０

◆OH (１８９ｐ ２０ｃｍ)
道徳とは何か -倫理学入門- OH/12/88 1108943216
高山岩男／著
創文社 １９５８．４
(２１５ｐ １９ｃｍ) ◆OH
倫理学 東洋の心 -対談-

OH/15/56 1108948678 諸橋轍次／著 中村元／著
大修館書店 １９７６．５
(１８１ｐ １９ｃｍ)

◆OH 東洋思想
道徳の危機と新倫理 OH/12/71 1108942747
高山岩男／著
創文社 １９５２．２
(８，２７７ｐ １９ｃｍ) ◆OH
社会道徳 公民道徳 東洋の心

OH/15/39 1108945393 鈴木大拙／著
春秋社 １９６５．８
(２０８ｐ ２０ｃｍ)

◆OH 東洋思想
頭山満翁語録 OH/18/39 1108953421
田中稔／編
皇国青年教育協会 １９４３．５
(２９１ｐ ２１ｃｍ) ◆OH

OH/15/104 1108949460 東洋の思想家たち
邱永漢／著
富士書店 １９６２．４

◆OH (２２５ｐ １８ｃｍ)
東洋思想と人物 中国思想
安岡正篤／著 OH/12/62 1108942655
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(３６５ｐ ２０ｃｍ)
世界救世教

◆OH OH/19/114 1108958701
東洋の思想家たち
邱永漢／著
大日本雄弁会講談社 １９５８．７ ◆OH
(２２５ｐ ２０ｃｍ) 名も無き民のこころ -河村幹雄博士遺稿-
中国思想 河村幹雄／著

OH/12/50 1108942523 岩波書店 １９３４．５
(３６４ｐ ２３ｃｍ)

OH/10/16 1108934058
◆OH

東洋倫理概論
安岡正篤／著 ◆OH
玄黄社 １９２９．４ 楠公のこころ
(３０３ｐ ２３ｃｍ) 志村陸城／著

OH/15/5 1108945054 平凡社 １９４１．１２
(１６３ｐ １８ｃｍ)

OH/15/100 1108949429
◆OH

道理への意志
天野貞祐／著 ◆OH
岩波書店 １９４０．１０ 西田幾多郎先生の生涯と思想
(２４３ｐ ２０ｃｍ) 高坂正顕／著

OH/15/37 1108945377 弘文堂書房 １９４７．１２
(３２８ｐ ２２ｃｍ)

OH/12/31 1108942333
◆OH

道理の感覚
天野貞祐／著 ◆OH
岩波書店 １９３７．７ 二十世紀の神話
(２，２，２９０ｐ ２０ｃｍ) アルフレット・ローゼンベルグ／著 吹田順助 上村清延／共訳

OH/12/12 1108937341 中央公論社 １９３８．８
(５６３ｐ ２３ｃｍ)

OH/19/5 1108953934
◆OH

討論現代日本人の思想
国民講座・日本人の再建編集委員会／編 ◆OH
原書房 １９６８．７ ２０年後の世界 ２
(３０４ｐ １９ｃｍ) Ｎ．コールダー／編 赤木昭夫，須之部淑男／訳
国民講座・日本人の再建 紀伊国屋書店 １９６６．７

OH/12/83 1108942861 (４６２ｐ ２０ｃｍ)
OH/10/62 1108935311

◆OH
徳川合理思想の系譜 ◆OH
源了円／著 ニーチェの哲学
１９７２．６ Ｋ．レーヴィット／〔著〕 柴田治三郎／訳
(３８２ｐ ２０ｃｍ) 岩波書店 １９６０．４
中公叢書 (３６０ｐ １９ｃｍ)

OH/12/84 1108942879 岩波現代叢書
OH/13/48 1108944503

◆OH
とこしえの命に導く真理 ◆OH
ものみの塔聖書冊子協会 １９６９ 日光東照宮
(１９０ｐ １７ｃｍ) 日光東照宮社務所／編

OH/19/95 1108958511 日光東照宮社務所 ［出版年不明］
(１冊 ３６ｃｍ)

OH/17/9 1109027829
◆OH

奴隷から宰相へ -ヨセフの生涯から-
Ｆ・Ｂ・マイアー／著 湖浜馨／訳 ◆OH
いのちのことば社 １９７９．８ 二宮尊徳翁全集 -解説-
(２３５ｐ １９ｃｍ) 二宮尊徳翁全集刊行會／編
聖書－旧約 二宮尊徳翁全集刊行會 １９３７．４

OH/19/99 1108958552 (５９０ｐ ２２ｃｍ)
図版あり

OH/15/111 1108949536
◆OH

何をしている世界救世教 -教祖の御教えの原点に還れ！-
松本明重／著 ◆OH
恒友出版 １９８７．６ 二宮尊徳翁全集 -解説-
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二宮尊徳翁全集刊行會／編 竜夫）　尾藤二洲について（頼惟勤）　藪孤山と亀井昭陽父子
二宮尊徳翁全集刊行會 １９３７．５ （頼惟勤）　徂徠門弟以後の経学説の性格（頼惟勤）　文学史
(５１５ｐ ２２ｃｍ) 上の徂徠学・反徂徠学（日野竜夫）
内容：總説　ほか１３篇 日本思想

OH/15/112 1108949544 OH/12/87 1108942903

◆OH ◆OH
二宮尊徳翁全集 -解説- 日本思想の系譜 -文献資料集- 中・その２
二宮尊徳翁全集刊行會／編 小田村寅二郎／編
二宮尊徳翁全集刊行會 １９３７．７ 国民文化研究会 １９６８
(５６４ｐ ２２ｃｍ) (４０９ｐ １７ｃｍ)
図版あり 国文研叢書

OH/15/113 1108949551 日本思想－歴史－史料
OH/12/70 1108942739

◆OH
二宮尊徳翁全集 -解説- ◆OH
二宮尊徳翁全集刊行會／編 日本人 -新しい反論の角度から-
二宮尊徳翁全集刊行會 １９３７．１２ 仁戸田六三郎
(６０４ｐ ２２ｃｍ) 新潮社 １９５７．１１
図版あり (２８３ｐ ２０ｃｍ)

OH/15/114 1108949569 日本人 日本思想
OH/10/45 1108934348

◆OH
二宮尊徳翁全集 -解説- ◆OH
二宮尊徳翁全集刊行會／編 日本真言の哲学
二宮尊徳翁全集刊行會 １９３７．１１ 金山穆韶，柳内謙十郎／著
(５４０ｐ ２２ｃｍ) 弘文堂書房 １９４３．７
内容：自序及總説　ほか１５篇 (３３５ｐ １９ｃｍ)

OH/15/115 1108949577 真言宗
OH/10/46 1108934355

◆OH
二宮尊徳翁全集 -解説- ◆OH
二宮尊徳翁全集刊行會／編 日本人の表現構造 -公的自己と私的自己・アメリカ人との比較
二宮尊徳翁全集刊行會 １９３７．９ -
(５２０ｐ ２２ｃｍ) Ｄ．Ｃ．バーンランド／著 西山千／訳 佐野雅子／訳
内容：農村更生と二宮精神　ほか１５篇　年表あり 新版

OH/15/116 1108949585 サイマル出版会 １９７９．５
(２４１ｐ １９ｃｍ)
巻末：引用文献

◆OH 日本人 コミュニケーション
日本を築くもの OH/15/138 1108949809
谷口雅春／著
日本教文社 １９６０．５
(２６８ｐ １９ｃｍ) ◆OH
生長の家 日本神話の世界

OH/16/17 1108950112 上田正昭／著
創元社 １９６７．５
(１８６ｐ １８ｃｍ)

◆OH 創元新書
日本思想大系 ３６ 神話－日本
岩波書店 １９７３ OH/17/6 1108950500
(８２９ｐ ２２ｃｍ)
内容：弁道（西田太一郎校注）　弁名（西田太一郎校注）　学
則（西田太一郎校注）　政談（辻達也校注）　太平策（丸山真 ◆OH
男校注）　徂徠集（西田太一郎校注）　解説　徂徠学案（吉川 日本聖公会祈祷書 - 救主降世一千九百十三十八年版-
幸次郎）　「政談」の社会的背景（辻達也）　「太平策」考（ 日本聖公会教務院／著
丸山真男）　荻生徂徠年譜：ｐ．６０７－６１５ 改訂増補　戦後第４版
日本思想 日本聖公会教務院 １９５３．８

OH/12/85 1108942887 (６００，３７９ｐ １６ｃｍ)
詩篇
祈祷書（キリスト教）

◆OH OH/19/25 1108955020
日本思想大系 ３７
岩波書店 １９７２
(５９４ｐ　図 ２２ｃｍ) ◆OH
内容：太宰春台　経済録（抄）　経済録拾遺，聖学問答，斥非 日本精神史研究
　斥非附録．　服部南郭　南郭先生文集（抄）　尾藤二洲　素 和辻哲郎／著
餐録，正学指掌．藪孤山　崇孟．亀井昭陽　読弁道．解説　太 改訂版
宰春台の人と思想（尾藤正英）　服部南郭の生涯と思想（日野 岩波書店 １９７０．１２
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(２７１ｐ ２２ｃｍ) (２６１ｐ（おもに図版） ３１ｃｍ)
OH/12/96 1108943299 内容：関東編，東北編，北海道編，神々のふるさと

神道 神社
OH/18/43 1109027845

◆OH
日本精神と日本産業
金子鷹之助／著 ◆OH
科學主義工業社 １９３１．８ 日本の仏教
(４１９ｐ １９ｃｍ) 大野達之助／著

OH/10/44 1108934330 至文堂 １９６１．１０
(２６２ｐ １９ｃｍ)
仏教－日本

◆OH OH/18/11 1108950773
日本精神の研究
安岡正篤／著
増補改版 ◆OH
玄黄社 １９３７．５ 日本の父母に
(３１５ｐ ２２ｃｍ) 安岡正篤／著

OH/10/43 1108934322 新篇
OH/12/95 1108943281 全国師友協会 １９７５．２

(１４０p １９ｃｍ)
OH/12/92 1108943257

◆OH
日本道徳思想史
家永三郎／著 ◆OH
岩波書店 １９５４．４ 日本の名著 -近代の思想-
(９，２９４，１８ｐ １８ｃｍ) 桑原武夫／著
岩波全書 中央公論社 １９６２．１１
道徳－歴史 (３１０ｐ １８ｃｍ)

OH/15/46 1108945583 中公新書
OH/12/13 1108937358

◆OH
日本と東洋文化 -シンポジウム- ◆OH
上山春平／編 梅原猛／編 日本仏教史観
新潮社 １９６９．７ 金子大栄／著
(３１８ｐ ２０ｃｍ) 岩波書店 １９４０．４

OH/12/90 1108943232 (４８１ｐ ２２ｃｍ)
仏教－日本－歴史

OH/18/6 1108950724
◆OH

日本の運命 -日本を救ふ道-
安岡正篤／著 ◆OH
明徳出版社 １９５５．２ 日本倫理思想史 上巻
(１２３ｐ １９ｃｍ) 和辻哲郎／著
師友選書 岩波書店 １９５２．１

OH/10/42 1108934314 (４２０，１２ｐ ２２ｃｍ)
倫理学－歴史

OH/15/84 1108948975
◆OH

日本の思想家
奈良本辰也／編 ◆OH
毎日新聞社 １９５４．７ 庭野日敬法話選集 ５
(３７３ｐ １９ｃｍ) 立正佼成会／編
毎日ライブラリー 佼成出版社 １９８１．８
日本思想 思想家 (４７３，９ｐ ２２ｃｍ)

OH/12/56 1108942580 OH/12/98 1108943315

◆OH ◆OH
日本の新興宗教 -大衆思想運動の歴史と論理- 人間への復帰
高木宏夫／著 庭野日敬／著
岩波書店 １９５９．１１ 佼成出版社 １９６６．７
(８，２０９ｐ １８ｃｍ) (３１８ｐ ２０ｃｍ)
岩波新書 立正佼成会
日本－宗教 OH/15/14 1108945146

OH/16/21 1108950153

◆OH
◆OH 人間科学 -第３の社会は存在する-

日本の神道 第１巻 石田俊孝／著
近代日本思想研究会／編 第７版
東京国文社 １９６９．１ 人間科学研究所 １９６１．１１
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(２５０ｐ ２６ｃｍ)
人間科学叢書
民主主義 ◆OH

OH/10/37 1108934264 ニ－チェの顔
氷上英広／著
岩波書店 １９７６．１

◆OH (２２５ｐ １８ｃｍ)
人間関係の秘密 -その成功と失敗- 岩波新書
Ｓ．Ｍ．デュバル／著 大原敬二／訳 OH/13/49 1108944511
創元社 １９６９
(２３９ｐ １９ｃｍ)
成功法 人間関係 ◆OH

OH/15/78 1108948918 野の百合　空の鳥
キェルケゴール／著 久山康／訳
基督教学徒兄弟団 １９６３．２

◆OH (１８１Ｐ １８ｃｍ)
人間最後の言葉 兄弟選書
クロ－ド・アヴリ－ヌ／著 河盛好蔵／訳 OH/13/37 1108943893
筑摩書房 １９６３．８
(２５５ｐ １９ｃｍ)
筑摩叢書 ◆OH

OH/15/106 1108949486 葉隠
山本常朝／講述 田代陣基／筆録 神子侃／編訳
経営思潮研究会 １９６４．３

◆OH (２５８ｐ ２０ｃｍ)
人間と思想の歴史 武士道
林健太郎／著 OH/15/76 1108948892
国立書院 １９４８．９
(３１０ｐ １９ｃｍ)

OH/10/48 1108934371 ◆OH
葉隠武士道
松波治郎／著

◆OH 一路書苑 １９４２．３
人間と実存 (２３８ｐ １９ｃｍ)
九鬼周造／著 OH/15/109 1108949510
岩波書店 １９４７．１１
(３００ｐ ２３ｃｍ)

OH/12/41 1108942432 ◆OH
白陰夜船閑話氷釈
白隠慧鶴／著 虚白道人／釈

◆OH 文友堂書店 １９２８．４
人間とは何か (１４８ｐ １８ｃｍ)
Ｍ．ブーバー／著 児島洋／訳 禅宗
理想社 １９６１．８ OH/18/67 1108953678
(１８６ｐ １９ｃｍ)
実存主義叢書

OH/11/10 1108937184 ◆OH
パスカルにおける人間の研究
三木清／著

◆OH 改版
人間の改造 -われらいかに生くべきか- 岩波書店 １９６８．５
ポール・キャンベル／著 ピーター・ハワード／著 相馬雪香／ (１８０ｐ １９ｃｍ)
訳 OH/11/4 1108937127
毎日新聞社 １９６２．１０
(１４８ｐ １９ｃｍ)
ＭＲＡ運動（倫理） ◆OH

OH/15/15 1108945153 バートランドラッセル著作集 ６
バートランド・ラッセル／著
みすず書房 １９５９．６

◆OH (２０８，３ｐ ２０ｃｍ)
人間の哲学 -マルクス主義と実存主義- OH/13/34 1108943869
Ａ．シャフ／著 藤野渉／訳
岩波書店 １９６４．２
(２０３ｐ １９ｃｍ) ◆OH

OH/13/13 1108943653 般若心経講義 -佛教聖典-
高神覚昇／著
増補改訂版

◆OH 第一書房 １９３９．１１
人間復興 -創価学会に生きる- (３６３ｐ １９ｃｍ)
高瀬広居／著 般若心経
有紀書房 １９６４．８ OH/18/72 1108953728
(２６９ｐ １９ｃｍ)

OH/18/23 1108950666
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◆OH 日本経済新聞社 １９６４．５
万有主義文明序論 (３７７ｐ １９ｃｍ)
吉田八郎／著 OH/10/28 1108934173
国政記者会 １９６９．８
(２３２ｐ １９ｃｍ)

OH/10/71 1108935402 ◆OH
日々の勝利 １
Ｅ．スタンレー・ジョンズ／著 安村三郎／訳

◆OH ５版
汎ヨーロッパ十字軍 下 ヨルダン社 １９５９．２
クーデンホーフ・カレルギー／著 深津栄一／著 (１６，９，２７４ｐ １８ｃｍ)
鹿島研究所出版会 １９６６．２ 信仰録（キリスト教）
(２４８ｐ １８ｃｍ) OH/15/47 1108945591
汎ヨーロッパ主義

OH/19/61 1108954882
◆OH

日々の勝利 ２
◆OH Ｅ．スタンレー・ジョンズ／著 安村三郎／訳

ビジネス相性学 ヨルダン社 １９５７．７
長谷川博一／著 (５，７，２７３ｐ １８ｃｍ)
７版 信仰録（キリスト教）
日本能率協会 １９７６ OH/15/48 1108945609
(２５８ｐ １８ｃｍ)

OH/14/19 1108944974
◆OH

日々の聖句 １９６６
◆OH ヘルンフート兄弟団／原著

人を動かす ベステダ奉仕女母の家 １９６５．１１
Ｄ．カーネギー／〔著〕 山口博／訳 (１１４，６ｐ １７ｃｍ)
全訳版 OH/19/73 1108958305
創元社 １９５８．１１
(２９５ｐ １９ｃｍ)
人生訓 ◆OH

OH/15/21 1108945211 日々の力 -全訳-
チレンストン／編 三輪経治／編
長崎書店 １９４０．１１

◆OH (３６６ｐ １９ｃｍ)
人と同じ道を歩むな -個性を生かした異色の成功者- OH/19/66 1108958230
Ｅ．Ｇ．レターマン／著 Ｔ．Ｗ．カーリン／著 松永芳久／訳
ダイヤモンド社 １９７０．５
(４，２９１ｐ １９ｃｍ) ◆OH
成功法 ビリー・グラハムの人生相談 上

OH/15/70 1108948827 ビリー・グラハム／著
ヨルダン社 １９６７．９
(２５７ｐ １８ｃｍ)

◆OH プロテスタント教会－感想・説教
人と人との間 -精神病理学的日本論- OH/15/57 1108948694
木村敏／著
弘文堂 １９７２．３
(２３８ｐ １９ｃｍ) ◆OH

OH/12/65 1108942689 ビリー・グラハムの人生相談 下
ビリー・グラハム／著
ヨルダン社 １９６７．９

◆OH (３０２ｐ １８ｃｍ)
人の心をつかむ法 -科学的選挙戦術応用- プロテスタント教会－感想・説教
飯島清／著 OH/15/58 1108948702
番町書房 １９６９．７
(２０４ｐ １９ｃｍ)

OH/14/10 1108944677 ◆OH
ヒルティ著作集 第６巻
ヒルティ／［著］

◆OH 白水社 １９５９．２
人の心はこうして掴め -ひとより先に成功する即効のルール- (３９６ｐ ２０ｃｍ)
河野守宏／著 人間をそだてる芸術,友情について,ダンテ,神の国はどうして
双葉社 １９６９．３ 来るか.
(２２２ｐ １８ｃｍ) OH/13/28 1108943802
双葉新書

OH/15/122 1108949643
◆OH

ヒルティ著作集 第８巻
◆OH ヒルティ／［著］

人・文化・宗教 白水社 １９５９．５
谷川徹三／著 (４２１ｐ ２０ｃｍ)
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読書について,演説について,神経衰弱について,病める魂,永遠 宇井伯寿／著
の生命,力の秘密 岩波書店 １９４３．１

OH/13/29 1108943810 (７２２，１７ｐ ２２ｃｍ)
仏教－日本

OH/18/2 1108950880
◆OH

ヒルティ著作集 第９巻
ヒルティ／［著］ ◆OH
白水社 １９５９．７ 仏教思想の基礎
(３８６ｐ ２０ｃｍ) 宇井伯寿／著
誕生から伝道開始まで,ガリラヤ伝道,エルサレム行と受難,復 大東出版社 １９４４．２
活と昇天,再臨の待望. (４５０ｐ ２２ｃｍ)

OH/13/30 1108943828 OH/18/3 1108950898

◆OH ◆OH
ヒルティ著作集 第１０巻 仏教聖典
ヒルティ／［著］ 第４４版
白水社 １９５９．６ 仏教伝道協会 １９８０．１０
(３０９ｐ ２０ｃｍ) (３１０ｐ １９ｃｍ)
スイス的教育の根本思想について,結婚の神聖について,商業道 仏教
徳について,新聞界の教育について,老年について. OH/16/13 1108949957

OH/13/31 1108943836

◆OH
◆OH 仏教哲学・仏教道徳

ヒルティ著作集 第１１巻 鈴木大拙／著
ヒルティ／［著］ 春秋社 １９５５．７
白水社 １９５９．１０ (１７５ｐ １９ｃｍ)
(３０３ｐ ２０ｃｍ) 仏教哲学 仏教道徳
マキアヴェリとヴィーコ,スイスの将来,歴史における主観的要 OH/18/35 1108953397
素について,永遠の平和. 

OH/13/32 1108943844
◆OH

仏教読本
◆OH 増永霊鳳／著

ヒルティ著作集 第１巻 誠信書房 １９５６．６
ヒルティ／〔著〕 (２１１ｐ １９ｃｍ)
白水社 １９５８．１１ 仏教
(２９４ｐ ２０ｃｍ) OH/18/10 1108950765
幸福 人生訓

OH/15/25 1108945252
◆OH

仏教の諸問題
◆OH 金子大栄／著

副論語 -孔子家語十講- 岩波書店 １９３４．９
安岡正篤／著 (４７５ｐ ２２ｃｍ)
明徳出版社 １９５６．２ OH/18/5 1108950716
(１１３ｐ １９ｃｍ)

OH/15/49 1108948611
◆OH

仏教の大意
◆OH 鈴木大拙／著

武士道 -戦闘者の精神- 法蔵館 １９５３．１
葦津珍彦／著 (２，１３６ｐ １９ｃｍ)
徳間書店 １９６９．５ 仏教
(２３７ｐ ２０ｃｍ) OH/18/12 1108950781
武士道

OH/15/72 1108948843
◆OH

物質主義からの離脱
◆OH クーデンホーフ・カレルギー／著 鹿島守之助／著

仏教 河出書房新社 １９６３．１２
渡辺照宏／著 (２９４ｐ １９ｃｍ)
岩波書店 １９５６．１１ OH/10/53 1108935220
(７，２０２，１０ｐ １８ｃｍ)
岩波新書
仏教 ◆OH

OH/18/13 1108950799 仏敵 -求道物語-
伊藤康善／著
３版

◆OH 自然良能社 １９４１．５
仏教思想研究 (３２５ｐ ２０ｃｍ)
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真宗－法話
OH/18/59 1108953595

◆OH
文化と宗教

◆OH 務台理作／著
仏立開導　長松日扇 -幕末・維新の仏教改革者- 弘文堂書房 １９４８．７
村上重良／著 (１７８ｐ １９ｃｍ)
講談社 １９７６．２ OH/16/18 1108950120
(２７０ｐ ２０ｃｍ)

OH/18/51 1108953520
◆OH

碧巌集秘抄
◆OH 白隠禅師／提唱 永田春雄／編

ブーバー著作集 ５ 復刻版
マルティン・ブーバー／著 鵠林山松蔭禅寺 １９７３．８
みすず書房 １９６８．９ (４，５，５，８９８，２ｐ ２２ｃｍ)
(２７７ｐ ２０ｃｍ) 禅宗－語録
かくれた神／三谷好憲， 山本誠作 訳.善悪の諸像／水垣渉 訳 OH/18/50 1108953512
ユダヤ教

OH/19/44 1108954916
◆OH

ヘーゲル著作集 第１巻
◆OH ヘーゲル／著 河野正通／訳

プラトン国家篇 白揚社 １９３１．３
久保勉／著 (４２４ｐ ２３ｃｍ)
４刷 OH/13/2 1108943547
岩波書店 １９４６．８
(２４８ｐ １９ｃｍ)

OH/13/26 1108943786 ◆OH
ヘーゲル・マルクス・キェルケゴール
カール・レヴィット／〔原著〕 柴田治三郎／訳

◆OH 未来社 １９６７．１０
フランシス・ベイコン -産業科学の哲学者- (９９ｐ ２０ｃｍ)
ベンジャミン・ファリントン ／著 松川七郎 中村恒矩／訳 OH/13/45 1108944479
岩波書店 １９６８．４
(２５６ｐ　図版 １９ｃｍ)

OH/13/39 1108944412 ◆OH
ヘボン書簡集
Ｊ．Ｃ．ヘボン／著 高谷道男／編訳

◆OH 岩波書店 １９５９．１０
フランスの智慧 (７，３８６ｐ　図版２枚 １９ｃｍ)
Ｆ．ストロウスキー／著 森有正，土居寛之／訳 OH/19/47 1108954940
岩波書店 １９５１．７
(２６６ｐ １９ｃｍ)
岩波現代叢書 ◆OH
フランス哲学 崩壊する創価学会 -公明党の素顔から11年 -

OH/13/6 1108943588 内藤国夫／著
エール出版社 ［出版年不明］
(２２９ｐ １９ｃｍ)

◆OH OH/18/92 1109310993
フランス・ロシア神話と伝説
井上勇 昇曙夢／編著
３版 ◆OH
大洋社 １９３９．２ 奉天三十年 下巻
(８０２ｐ １９ｃｍ) クリスティー／著 矢内原忠雄／訳

OH/16/56 1109318442 岩波書店 １９３８．１１
(２０３～４０１ｐ １８ｃｍ)
岩波新書

◆OH 瀋陽
文学としての聖書 OH/19/52 1108954999
斎藤勇／著
研究社 １９４４．２
(３２２ｐ １９ｃｍ) ◆OH

OH/19/17 1108954056 放蕩息子とその父
塚本虎二／著
再版

◆OH 聖書知識社 １９５７．７
文化と宗教 -ティリッヒ博士講演集- (６５ｐ １９ｃｍ)
高木八尺／編訳 聖書知識文庫
岩波書店 １９６２．８ OH/19/38 1108954759
(１０，２７５ｐ １９ｃｍ)
宗教

OH/16/4 1108949866
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◆OH
法華経の新しい解釈 第２巻
庭野日敬／著 ◆OH
立正佼成会出版部 １９６１．６ ほんとうの幸福 -山上の垂訓の解説-
(２３４ｐ １８ｃｍ) 石塚和一／著

OH/18/27 1108950708 和光塾出版部 １９５８．３
(１３４ｐ １８ｃｍ)

OH/19/7 1108953959
◆OH

法華経の新しい解釈 第３巻
庭野日敬／著 ◆OH
立正佼成会出版部 １９６０．８ まあ座れ
(２３１ｐ １８ｃｍ) 釈宗演／講述 和田健次／編

OH/18/28 1108953314 １１版
京文社書店 １９３６．１
(５２５ｐ １９ｃｍ)

◆OH OH/18/64 1108953645
法華経の新しい解釈 第４巻
庭野日敬／著
立正佼成会出版部 １９６０．１２ ◆OH
(２３１ｐ １８ｃｍ) 忠の序説

OH/18/29 1108953322 平田内蔵吉／著
山雅房 １９３９．６
(３７９ｐ １９ｃｍ)

◆OH OH/15/92 1108949353
法華経の新しい解釈 第５巻
庭野日敬／著
立正佼成会出版部 １９６１．２ ◆OH
(２５３ｐ １８ｃｍ) マラルメ覚書

OH/18/30 1108953330 田辺元／著
筑摩書房 １９６１．８
(１８９ｐ ２０ｃｍ)

◆OH OH/13/21 1108943737
法華経の教え -全人類の心の光-
大口善博／著
大阪市阿部野法華経研究会 １９７１．１２ ◆OH
(２６８ｐ １９ｃｍ) マルクスの人間疎外論 -技術の人間化をめざして-

OH/14/5 1108944628 Ａ．クレラ／著 藤野渉／訳
岩波書店 １９７２．４
(３８４，３ｐ １９ｃｍ)

◆OH OH/13/44 1108944461
法華経の玄理一念三千の法門
小笠原慈聞／著
３版 ◆OH
日蓮正宗日蓮大聖会 １９７３．９ マルセルの哲学 -愛と知恵の哲学-
(１５３ｐ １９ｃｍ) 竹下敬次／著 広瀬京一郎／著

OH/18/82 1108953819 弘文堂 １９５９．３
(２０４ｐ １９ｃｍ)
アテネ新書

◆OH 哲学
法華経の心髄 OH/13/14 1108943661
本多日生／著
訂５５版
大乗仏教会 １９６３．３ ◆OH
(３９０，４ｐ １１ｃｍ) みことばの糧

OH/18/57 1108953579 Ｏ．ハレスビー／著 岸恵以／訳
聖文舎 １９５４．１２
(４６０，６ｐ １８ｃｍ)

◆OH OH/19/85 1108958420
ホメーロス批判
和辻哲郎／著
要書房 １９４６．１１ ◆OH
(２８５ｐ ２２ｃｍ) 三谷隆正 -人・思想・信仰-
ギリシア哲学 南原繁／編 高木八尺／編 鈴木俊郎／編

OH/13/33 1108943851 岩波書店 １９６６．１２
(４３３ｐ　図版 ２０ｃｍ)

OH/19/65 1108958222
◆OH

ポリス的人間の倫理学
和辻哲郎／著 ◆OH
白日書院 １９４８．１ 道をひらく -日々の言葉-
(２７７Ｐ ２２ｃｍ) 松下幸之助／著

OH/15/4 1108945047 実業之日本社 １９６７．１
(２３２ｐ １８ｃｍ)
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実日新書
人生訓

OH/15/74 1108948868 ◆OH
民衆の宗教・大本 -写真図説-
出口栄二／監修

◆OH 学燈社 １９７０．４
道しるべ (１５０ｐ ３１ｃｍ)
ダグ・ハマーショルド／著 大本教
みすず書房 １９６７．５ OH/16/11 1108949932
(２０２ｐ １９ｃｍ)

OH/19/84 1108958412
◆OH

無心といふこと
◆OH 鈴木大拙／著

みちびき -イエスの僕会創立当時を語る- 第１集 大東出版社 １９４１．１
イエスの僕会資料編集委員会／著 (３４６ｐ ２０ｃｍ)
［青山学院購買部］ １９８１．２ 仏教－感想・説教
(１７２ｐ １９ｃｍ) OH/18/68 1108953686
「イエスの僕会」運動成立時を語る座談会，「イエスの僕会」
と私（みちびき）／服部治著

OH/19/113 1108958693 ◆OH
無門関解釈
谷口雅春／著

◆OH ２７版
道は開ける 日本教文社 １９７８．９
Ｄ・カーネギー／著 加藤直士／訳 (３７８ｐ ２２ｃｍ)
創元社 １９５０．１１ OH/16/45 1108950369
(２００ｐ １９ｃｍ)

OH/15/82 1108948959
◆OH

無門関提唱
◆OH 山本玄峰／著

道は開ける -全訳- 大法輪閣 １９６０．１０
Ｄ・カーネギー／著 新島洋／訳 (４９７ｐ ２２ｃｍ)
創元社 １９５９．１２ OH/18/21 1108950609
(３８４ｐ １９ｃｍ)

OH/15/83 1108948967
◆OH

無門関の日本的解釈
◆OH 谷口雅春／著

妙好人の歩み 光明思想普及会 １９４０．１０
村山熊太／著 (１０，３９０ｐ ２３ｃｍ)
丁子屋書店 １９５５．８ 無門関
(２４９ｐ １９ｃｍ) OH/16/32 1108950252

OH/18/24 1108950674

◆OH
◆OH むもん法話集

未来を生きる -トインビ－との対話- 山田無文／著
ア－ノルド・Ｊ．トインビ－，若泉敬／著 毎日新聞社外信部 春秋社 １９６３．１２
／訳 (４６５ｐ ２０ｃｍ)
毎日新聞社 １９７１ 禅宗－法話
(３４８ｐ　肖像 ２０ｃｍ) OH/18/20 1108950591
社会

OH/15/102 1108949445
◆OH

明夷待訪録 -中国近代思想の萌芽-
◆OH 黄宗羲／著 西田太一郎／訳

未来を生きる 続 平凡社 １９６４．６
ア－ノルド・Ｊ．トインビ－／著 毎日新聞社外信部／訳 (１９１ｐ １８ｃｍ)
毎日新聞社 １９７１ 東洋文庫
(１９７ｐ　肖像 ２０ｃｍ) OH/12/55 1108942572
社会

OH/15/103 1108949452
◆OH

明治仏教の思潮 -井上円了の事績-
◆OH 宮本正尊／著

魅力ある人柄を創る -自己診断１０のテスト- 佼成出版社 １９７５．３
ジェイムズ・ベンダー／著 金沢養／訳 (２９７ｐ ２０ｃｍ)
白揚社 １９５８．１０ OH/16/53 1108950443
(２５２ｐ １９ｃｍ)
人生訓

OH/15/120 1108949627

- 38 -－74－



◆OH
孟子 上巻 (７３０ｐ ２０ｃｍ)
水野勝太郎／編 内容：孫子諺義，原源発機，原源発機諺解，治平要録
改訂版 OH/12/119 1108943521
ジャーナル社 １９７３．１
(４３７ｐ １６ｃｍ)

OH/12/4-2 1109229268 ◆OH
山鹿素行全集 思想篇１１
山鹿素行／著

◆OH 岩波書店 １９４０．８
孟子 下巻 (６２６ｐ ２０ｃｍ)
水野勝太郎／編 内容：聖教要録，四書句読大会，大学山鹿随筆
改訂版 OH/12/116 1108943489
ジャーナル社 １９７３．１
(３５６ｐ １６ｃｍ)

OH/12/5-2 1109229276 ◆OH
山鹿素行全集 思想篇９
山鹿素行／著

◆OH 岩波書店 １９４１．１２
孟子　簡抄 上巻 (５８３ｐ ２０ｃｍ)
水野勝太郎／編 内容：山鹿語類　６
ジャーナル社 １９６１．６ OH/12/114 1108943463
(４３７ｐ １６ｃｍ)

OH/12/4 1108937267
◆OH

山鹿素行全集 思想篇７
◆OH 山鹿素行／著

孟子　簡抄 下巻 岩波書店 １９４１．８
水野勝太郎／編 (６０２ｐ ２０ｃｍ)
ジャーナル社 １９６１．６ 内容：山鹿語類　４
(３５６ｐ １６ｃｍ) OH/12/112 1108943448

OH/12/5 1108937275

◆OH
◆OH 山鹿素行全集 思想篇１３

孟子通解 山鹿素行／著
孟子／著 簡野道明／著 岩波書店 １９４０．１１
明治書院 １９２５．７ (７２２ｐ ２０ｃｍ)
(１０２６，７０ｐ １９ｃｍ) 内容：中朝事実，武家事記

OH/12/21 1108937432 OH/12/118 1108943505

◆OH ◆OH
本居宣長の研究 山鹿素行全集 思想篇１０
笹月清美／著 山鹿素行／著
岩波書店 １９４４．７ 岩波書店 １９４２．２
(４４２ｐ ２２ｃｍ) (５１４ｐ ２０ｃｍ)
付録：古事記研究小史　参照年譜：ｐ．４２９－４４２ 内容：山鹿語類　７

OH/12/18 1108937408 OH/12/115 1108943471

◆OH ◆OH
モルトケ 山鹿素行全集 思想篇８
ゼークト／著 斎藤栄治／訳 山鹿素行／著
岩波書店 １９４３．１ 岩波書店 １９４１．９
(２，２，２５６，１４ｐ ２２ｃｍ) (６１６ｐ ２０ｃｍ)
軍事文化叢書 内容：山鹿語類　５

OH/10/33 1108934223 OH/12/113 1108943455

◆OH ◆OH
山鹿素行全集 思想篇１５ 山鹿素行全集 思想篇６
山鹿素行／著 山鹿素行／著
岩波書店 １９４１．２ 岩波書店 １９４１．７
(９０２ｐ ２０ｃｍ) (６１９ｐ ２０ｃｍ)
内容：家譜年譜，年譜資料，家譜年譜参考資料，詩文，書簡， 山鹿語類　３
積徳堂書簡目録 OH/12/111 1108943430

OH/12/120 1108943513

◆OH
◆OH 山鹿素行全集 思想篇５

山鹿素行全集 思想篇１４ 山鹿素行／著
山鹿素行／著 岩波書店 １９４１．５
岩波書店 １９４２．４ (５０７ｐ ２０ｃｍ)
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内容：山鹿語類　２ (２９２ｐ １９ｃｍ)
OH/12/110 1108943422 OH/15/87 1108949007

◆OH ◆OH
山鹿素行全集 思想篇３ 友情論
山鹿素行／著 アベル・ボナール／〔著〕 大塚幸男／訳
岩波書店 １９４２．８ 改訳増補版
(５０２ｐ ２０ｃｍ) 白水社 １９６４．９
内容：修教要録　２ (２２５ｐ ２１ｃｍ)

OH/12/108 1108943406 友情
OH/15/62 1108948744

◆OH
山鹿素行全集 思想篇１ ◆OH
山鹿素行／著 憂楽秘帖
岩波書店 １９４２．５ 安岡正篤／［著］
(６３４ｐ ２０ｃｍ) 全国師友協会 １９７３．６
内容：山鹿素行略筆譜，修身受用抄，牧民忠吉諺解，式目家訓 (２９１ｐ １９ｃｍ)
，家訓条目，海道日記，東山道日記，治教要録，武教小学，武 OH/12/94 1108943273
教本論，兵法神武雄備集

OH/12/106 1108943380
◆OH

ユダと美神
◆OH 村松剛／著

山鹿素行全集 思想篇４ 講談社 １９６６．９
山鹿素行／著 (３５２ｐ ２０ｃｍ)
岩波書店 １９４１．４ OH/19/56 1108954833
(４６６ｐ ２０ｃｍ)
内容：山鹿語類　１

OH/12/109 1108943414 ◆OH
よい名前のつけ方
田口二州／著

◆OH 鶴書房 １９６５．８
山鹿素行全集 思想篇２ (２７１ｐ ２０ｃｍ)
山鹿素行／著 OH/14/9 1108944669
岩波書店 １９４２．６
(６３９ｐ ２０ｃｍ)
内容：修教要録 ◆OH

OH/12/107 1108943398 陽気ぐらし
中山正善／著
天理教道友社 １９７７．１１

◆OH (３３９ｐ ２０ｃｍ)
山鹿素行全集 思想篇１２ 天理教
山鹿素行／著 4-8073-0044-X
岩波書店 １９４０．６ OH/17/10 1108950831
(５９９ｐ ２０ｃｍ)
内容：謫居童問，謫居随筆，配所残筆

OH/12/117 1108943497 ◆OH
幼児心理学
山下俊郎／著

◆OH 改訂版
やまとこゝろ 朝倉書店 １９５５．７
福井久蔵／著 (４４８，１２ｐ ２２ｃｍ)
増訂新版 幼児心理
同文書院 １９４０．８ OH/14/15 1108944925
(３６６，１８ｐ １９ｃｍ)

OH/15/91 1108949346
◆OH

ヨガによる生きる喜びの発見
◆OH 沖正弘／著

唯物論者の宗教 -人間への反省- 白揚社 １９７８．５
安部繁／著 (２５１ｐ １９ｃｍ)
［安部繁］ １９７９．９ OH/15/126 1108949684
(１３６ｐ １９ｃｍ)
宗教

OH/16/51 1108950427 ◆OH
吉田松陰の思想と教育
玖村敏雄／著

◆OH 岩波書店 １９４２
勇気あることば (４１１ｐ ２２ｃｍ)
毎日新聞社／編 OH/12/81 1108942846
毎日新聞社 １９６７．１１

- 40 -－76－



岩波書店 １９６１．９
◆OH (４８６，１８ｐ １９ｃｍ)

吉野作造 -日本的デモクラシーの使徒- OH/13/47 1108944495
田中惣五郎／著
未来社 １９５８．７
(４５０ｐ １９ｃｍ) ◆OH

OH/12/67 1108942705 リーダーシップ
Ｏ．ティード／［著］ 土田哲／訳
創元社 １９７０．１

◆OH (２４９ｐ １９ｃｍ)
ヨハネ伝講義 人間開発双書
谷口雅春／著 リーダーシップ
日本教文社 １９６０．９ OH/15/85 1108948983
(３００ｐ ２２ｃｍ)
聖書－新約

OH/19/28 1108955053 ◆OH
リビングバイブル -新約-
いのちのことば社 １９７５．１０

◆OH (５６８ｐ １９ｃｍ)
ヨブ記 聖書（新約）
矢内原忠雄／著 OH/19/107 1108958636
向山堂書房 １９３５．４
(２１２ｐ ２０ｃｍ)

OH/19/51 1108954981 ◆OH
留魂文鈔
田所廣泰／編

◆OH 日本学生協会 １９４１．１
余は如何にして基督信徒となりし乎 (１８６ｐ １９ｃｍ)
内村鑑三／著 鈴木俊郎／訳 OH/12/100 1108943331
岩波書店 １９５８．１２
(２８５ｐ １５ｃｍ)
岩波文庫 ◆OH

OH/19/96 1108958529 倫理学 下巻
和辻哲郎／著
岩波書店 １９４９．５

◆OH (５９１ｐ ２２ｃｍ)
楽園はどこにあったか -世界２５の謎- OH/15/3 1108945039
リヒアルト・ヘニッヒ／著 黒川晃，安東次男／訳
ダヴィット社 １９５８．１１
(２２９ｐ １９ｃｍ) ◆OH
神話 倫理学 上巻

OH/19/59 1108954866 和辻哲郎／著
岩波書店 １９３７．４
(５４５ｐ ２２ｃｍ)

◆OH OH/15/1 1108945013
ランケとブルクハルト
フリードリヒ・マイネッケ／著 中山治一・岸田達也／訳
創文社 １９６０．９ ◆OH
(１４１ｐ １９ｃｍ) 倫理学 中巻

OH/13/22 1108943745 和辻哲郎／著
岩波書店 １９４２．６
(５６６ｐ ２２ｃｍ)

◆OH OH/15/2 1108945021
乱世に生きる中国人の知恵
諸橋轍次／著
講談社 １９６５．９ ◆OH
(２２７ｐ １８ｃｍ) 「倫理論集」の話
講談社現代新書 プルターク／著 河野与一／訳
中国思想－歴史 岩波書店 １９６４．４

OH/12/60 1108942630 (５０２ｐ １９ｃｍ)
OH/15/35 1108945351

◆OH
リオナルド・ダ・ヴィンチ -哲学者としてのリオナルド- ◆OH
カール・ヤスパース／著 藤田赤二／訳 ルターにおける改革と形成
理想社 １９５８．１２ 倉松功／著
(１６０ｐ １９ｃｍ) 日本基督教団出版局 １９７３．６

OH/10/59 1108935287 (３５４ｐ １９ｃｍ)
神学双書

OH/19/117 1109336253
◆OH

理性と革命 -ヘーゲルと社会理論の興隆-
Ｈ．マルクーゼ／著 桝田啓三郎／［ほか］訳

- 41 -－77－



◆OH
礼の意義と構造 OH/12/7-2 1109229292
西晋一郎，小糸夏次郎／共著
畝傍書房 １９４３．１１
(２，３，４６７ｐ ２２ｃｍ) ◆OH
礼 儒子 老子　簡抄

OH/12/48 1108942507 水野勝太郎／編
ジャーナル社 １９５８．２
(１６２ｐ １６ｃｍ)

◆OH OH/12/7 1108937291
例話大全集 全
小原国芳／編
玉川大学出版部 １９６０．１１ ◆OH
(９３３ｐ　図版１枚 ２２ｃｍ) 老子講義 上
人生訓 五井昌久／著

OH/15/118 1108949601 白光真宏会出版局 １９６３．１１
(１５９ｐ １９ｃｍ)

OH/12/68 1108942713
◆OH

歴史的形成の倫理
柳田謙十郎／著 ◆OH
近藤書店 １９４３．５ 老子・孫子と太史公
(２４５ｐ １９ｃｍ) 福本和夫／著

OH/15/36 1108945369 日本ルネッサンス研究会 １９７５．１２
(１１，１５２ｐ ２２ｃｍ)

OH/12/86 1108942895
◆OH

歴史哲学緒論 -ラッソン版-
ヘーゲル／著 河野正通／訳 ◆OH
増補版 老子と達磨
白揚社 １９４３．４ 安岡正篤／著
(４４０ｐ ２２ｃｍ) 明徳出版社 １９５６．５

OH/13/1 1108943539 (１２７ｐ １９ｃｍ)
OH/12/34 1108942366

◆OH
歴史の名言 ◆OH
伊福部隆彦／著 老春謳歌 -長生きの秘訣-
人物往来社 １９６４．４ 御木徳近／著
(３００ｐ ２０ｃｍ) 芸術生活社 １９７６
格言 (２５３ｐ １９ｃｍ)

OH/15/40 1108945401 OH/15/136 1108949783

◆OH ◆OH
劣等感と自信 -勇気ある生き方- 老荘思想
加藤諦三／［ほか］著 安岡正篤／著
大和出版 １９７３．２ 福村書店 １９４６．１１
(２３５ｐ ２０ｃｍ) (１９２ｐ ２２ｃｍ)
青春の書 老荘思想
人生の哲理（加藤諦三），可能性をひらく豊かな指針（加藤日 OH/12/122 1108942598
出男），生き甲斐と信念の追求（島影盟），平凡に還るという
こと（亀井勝一郎），不安と悩みを超える知性（古谷綱武），
自分をみつめる勇気（堀秀彦），私に勇気を与えた一言（佐藤 ◆OH
正忠） 論語 上

OH/15/137 1108949791 吉川幸次郎／著
朝日新聞社 １９５９．３
(１１，１２，３３８ｐ １９ｃｍ)

◆OH 中国古典選
老子 論語－評釈
森三樹三郎／著 森三樹三郎／著 OH/12/64 1108942671
講談社 １９７８．７
(４２５ｐ １８ｃｍ)
人類の知的遺産 ◆OH
巻末：年表，文献案内 論語 -悦楽忠恕-

OH/12/73 1108942762 幸田露伴／著
中央公論社 １９４７．４
(２５５ｐ １９ｃｍ)

◆OH OH/12/63 1108942663
老子
水野勝太郎／編
改訂版 ◆OH
ジャーナル社 １９７３．１ 論語 上
(１６２ｐ １６ｃｍ) 吉川幸次郎／著
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朝日新聞社 １９６５．１２
(１２，３，１１，３３８ｐ １９ｃｍ)
新訂中国古典選 ◆OH
論語－評釈 我国土・我国民

OH/12/64-2 1109309599 林語堂／著 新居格／訳
改訂
豊文書院 １９３８．１２

◆OH (５９１，８ｐ ２０ｃｍ)
論語 OH/12/42 1108942440
水野勝太郎／編
ジャーナル社 １９７３．２
(５６７ｐ １６ｃｍ) ◆OH

OH/12/9-2 1109229318 わが師　わがことば
黒田了一／著
毎日新聞社 １９７８．６

◆OH (２６１ｐ ２０ｃｍ)
論語解義 OH/15/130 1108949726
簡野道明／著
増訂版
明治書院 １９３１．９ ◆OH
(６９４，４０ｐ ２０ｃｍ) わが精神の冒険

OH/12/22 1108937440 サタデー・イヴニング・ポスト／編 西村孝次／他訳
荒地出版社 １９６１．１０
(２３８ｐ ２０ｃｍ)

◆OH 芸術と人生(ハーバート・リード著 田辺徹訳) 拡大する宇宙の
論語　簡抄 精神的把握(B.ラッセル著 大竹勝訳) 画一化の呪い(ワルター
水野勝太郎／編 ・グロピウス著 戸川敬一訳) 英雄の没落(アーサー・シュレジ
ジャーナル社 １９６２．１２ ンガー著 杉浦安訳) 帝国主義の終焉(D.W.ブローガン著 鷺村
(５６７ｐ １６ｃｍ) 達也訳) 物質の神秘(ロバート・オッペンハイマー著 佐々木宗

OH/12/9 1108937317 雄訳) 音楽のよろこび(アーロン・コープランド著 塚谷晃弘訳
) 宗教における失われた次元(P.ティリッヒ著 古屋安雄訳) ア
インシュタインの偉大な思想(J.ニューマン著 鈴木良治訳) コ

◆OH トバは人間を作り人間を変える(S.ハヤカワ著 大久保忠利訳) 
論語講義 戦争はいかにして始まったか(L.マンフォード著 瀬木慎一訳) 
渋沢栄一／述 人間の精神を形成する薬(A.ハクスリー著 西村孝次訳) 
新版 OH/15/44 1108945575
二松学舎大学出版部 １９７５．１０
(９５７ｐ ２２ｃｍ)
論語－評釈 ◆OH

OH/12/79 1108942820 わが憂国の戦い
谷口雅春／著
２版

◆OH 日本教文社 １９７３．２
論語之研究 (９，２７２ｐ ２０ｃｍ)
武内義雄／著 OH/16/55 1108950468
岩波書店 １９７２．７
(１４，３６２，６ｐ ２２ｃｍ)

OH/12/89 1108943224 ◆OH
若人のための７８章
谷口雅春／著

◆OH 日本教文社 １９６０．７
論語は生きている (３９０ｐ １９ｃｍ)
堀秀彦／著 生長の家
潮文社 １９６３．１ OH/16/16 1108950005
(２８２ｐ １８ｃｍ)
潮文社新書

OH/12/54 1108942564 ◆OH
忘れえぬ印象
村山熊太／著

◆OH 真人会 １９６２．１０
若き日の信仰 続 (２８１ｐ １８ｃｍ)
田中耕太郎／編 OH/18/25 1108950682
三笠書房 １９５６．３
(１７７ｐ １８ｃｍ)
三笠新書 ◆OH
内容：道徳的自己と宗教（安倍能成），不安と希望（仁戸田六 忘れられぬ名言
三郎），随想二題（田中峯子），キリスト教と欧米映画（津村 赤尾好夫／著
秀夫），人間の限界（石上玄一郎），フランス・カトリック大 旺文社 ［１９７２］
学の学生生活（岩瀬孝），詩と信仰（佐古純一郎），つくられ (２３４ｐ １８ｃｍ)
た人間つくる人間（武者小路実篤），ＡとＸの対話（武者小路 OH/15/51 1108948637
実篤），文学としての聖書（花岡花子），信仰の論理（田中耕
太郎）

OH/19/60 1108954874
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◆OH ◆OH
私の処世観 我等の信仰
藤原銀次郎／著 ブルンナー／著 豊沢登／著
要書房 １９５４．２ 改訳新版７版
(２１７ｐ １９ｃｍ) 新教出版社 １９６０．４

OH/15/63 1108948751 (２３５ｐ １９ｃｍ)
キリスト教－教義

OH/19/62 1108954890
◆OH

私の聖書物語
椎名麟三／著 ◆OH
７版 われら不条理の子
中央公論社 １９６２．６ Ｐ．ファン．デン．ボッシュ／著 加藤周一／訳
(２１０ｐ １８ｃｍ) 改装版
聖書（新約） 紀伊国屋書店 １９６９

OH/19/64 1108958214 (１５５ｐ １９ｃｍ)
OH/11/11 1108937192

◆OH
私の無教会主義 ◆OH
塚本虎二／著 我らは信ず -日本基督教団信仰告白解説-
伊藤節書房 １９６２．１２ 宮崎明治／著
(７，３３６ｐ ２０ｃｍ) 日本基督教団出版部 １９６６．１２
無教会主義 (１８６ｐ １８ｃｍ)

OH/19/49 1108954965 入門シリーズ
OH/19/81 1108958388

◆OH
私は創価学会の「スパイ」だった ◆OH
下山正行／著 ＡＬ．Ｑｕｒａｎ
晩声社 １９７９．１２ ［１９－－］
(２７２ｐ １９ｃｍ) (１ｖ． ２５ｃｍ)
ヤゲンブラ選書 OH/16/59 1109317139
創価学会

OH/18/85 1108953827
◆OH

Ｈｏｗ　ｔｏ　ｗｉｎ　ｆｒｉｅｎｄｓ　ａｎｄ　ｉｎｆｌｕ
◆OH ｅｎｃｅ　ｐｅｏｐｌｅ

私に勇気を与えた一言 -一流人から何を学ぶか- ｂｙ　Ｄａｌｅ　Ｃａｒｎｅｇｉｅ
佐藤正忠／著 Ｐｏｃｋｅｔｂｏｏｋｓ １９６８
大和書房 １９６８．２ (２６４ｐ １８ｃｍ)
(２２４ｐ １９ｃｍ) OH/15/117 1108949593
銀河選書

OH/15/52 1108948645
◆OH

Ｔｈｅ　ｓｕｒｖｉｖａｌ　ｏｆ　ｔｈｅ　ｗｉｓｅｓｔ
◆OH ｂｙ　Ｊｏｎａｓ　Ｓａｌｋ

和辻哲郎の思ひ出 Ｈａｒｐｅｒ　＆　Ｒｏｗ ［１９７３］
和辻照／編 (ｘｉｉ，１２４ｐ ２２ｃｍ)
岩波書店 １９６３．３ OH/11/15 1109340578
(１１，３７８ｐ １９ｃｍ)

OH/12/16 1108937382

◆OH
われら旅びと -さとりの道を求めて-
高橋隆天／著
川崎大師遍照叢書刊行会 １９８０．１
(２４５ｐ ２０ｃｍ)
川崎大師遍照叢書
真言宗－感想・説教

OH/16/52 1108950435

◆OH
我ら日本人として
谷口雅春／著
日本教文社 １９５８．２
(２５２ｐ １９ｃｍ)
生長の家

OH/16/24 1108950187
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◆OH (１０，４９８ｐ ２２ｃｍ)
アメリカ ２ 世界史 ローマ帝国 インド－歴史－古代 東南アジア－歴史－
世界文化社 １９６４．８ 古代
(１５０ｐ ２８ｃｍ) OH/20/112 1108960061
世界文化シリーズ

OH/20/84 1109029254
◆OH

岩波講座世界歴史 第４（古代第４東アジア世界の形成第１）
◆OH 岩波書店 １９７０．５

アメリカ １ (４８６ｐ ２２ｃｍ)
世界文化社 １９６４．７ 総説（西嶋定生）黄河文明の形成（関野進）殷周国家の構造（
(１４６ｐ ２８ｃｍ) 松丸道雄）古典の形成（松本雅明）春秋戦国時代の社会と国家
世界文化シリーズ （増淵竜夫）諸子百家論（小倉芳彦）皇帝支配の成立（西嶋定

OH/20/38 1109029155 生）漢王朝の支配機構（大庭脩）均輸・平準と塩鉄専売（影山
剛）儒教の成立（板野長八）王奔政権の出現（河地重造）後漢
王朝と豪族（五井直弘）漢帝国と周辺諸民族（栗原朋信）

◆OH 世界史 アジア（東部）－歴史－古代
イギリス OH/20/113 1108960079
世界文化社 １９６６．４
(１４６ｐ ２８ｃｍ)
世界文化シリーズ ◆OH

OH/20/34 1109029114 岩波講座世界歴史 第５（古代第５東アジア世界の形成第２）
岩波書店 １９７０．９
(４７４ｐ ２２ｃｍ)

◆OH 総説（堀敏一）黄巾の乱と五斗米道（大淵忍爾）曹操政権論（
イタリア 好並隆司）貴族制社会の成立（川勝義雄）六朝士大夫の精神生
世界文化社 １９６４．９ 活（吉川忠夫）南朝の国家と社会（越智重明）拓跋国家の展開
(１４６ｐ ２８ｃｍ) と貴族制の再編（谷川道雄）隋唐帝国の成立（布目潮[フウ]）
世界文化シリーズ 律令官制の形成（池田温）良賤制の展開とその性格（尾形勇）

OH/20/85 1109029262 均田制と租庸調制の展開（堀敏一）府兵制度の展開（菊池英夫
）唐中期の政治と社会（礦波護）
世界史 アジア（東部）－歴史－古代 中央アジア－歴史－古代

◆OH OH/20/114 1108960087
岩波講座世界歴史 第1（古代 第１古代オリエント世界・地中
海世界 第１） 
岩波書店 １９６９．５ ◆OH
(１９，５５１ｐ ２２ｃｍ) 岩波講座世界歴史 第６（古代第６東アジア世界の形成第３）
総説（杉勇）古代オリエントにおける灌漑文明の成立（川村喜 岩波書店 １９７１．１
一）「神王国家」の出現と「庶民国家」（屋形禎亮） シュメ (５２０ｐ ２２ｃｍ)
ールの国家と社会（山本茂，前川和也）ハンムラピ時代の国家 朝鮮・日本における国家の成立（井上秀雄）律令国家群の形成
と社会（黒田和彦）印欧語族の移動とヒッタイト王国の擡頭（ （井上光貞，武田幸男）漢字文化圏の形成（藤堂明保）中国仏
岸本通夫）イク=エン=アテンとその時代（屋形禎亮）エジプト 教の展開と東アジア仏教圏の成立（鎌田茂雄）安史の乱と藩鎮
新王国の社会と経済（中山伸一）世界帝国の成立とその構造－ 体制の展開（栗原益男）両税法の成立とその展開（松井秀一）
アッシリア帝国からペルシア帝国へ（杉勇，佐藤進）東地中海 唐末の民衆叛乱と五代の形勢（松井秀一）内陸アジア世界の形
沿岸諸国の隆替－前1200年まで（並木浩一）イスラエルにおけ 成 総説（佐藤長）ユーラシア草原世界の形成（岡崎敬）中央
る政治と宗教（関根正雄）地中海世界第１総説（太田秀通）エ アジア・オアシス都市国家の性格（榎一雄）北アジア・古代遊
ーゲ文明とホメロスの世界（太田秀通）ポリスの成立（藤縄謙 牧国家の構造（護雅夫）遊牧国家の中央アジア支配と中国王朝
三）貴族政の発展と僭主政の出現（清水昭次，安藤弘）アテナ （嶋崎昌）ソグド人の東方活動（羽田明）東西文化の交流（羽
イとスパルタの国制（岩田拓郎） 田明）トルキスタンの成立（山田信夫）チベット民族の統一と
世界史 ラマ教の成立（佐藤長）

OH/20/110 1108960046 世界史 アジア（東部）－歴史－古代
OH/20/115 1108960095

◆OH
岩波講座世界歴史 第２（古代 第２地中海世界第２） ◆OH
岩波書店 １９６９．９ 岩波講座世界歴史 第７（中世第１中世ヨーロッパ世界第１）
(７，４９０ｐ ２２ｃｍ) 岩波書店 １９６９．６
アテナイ民主政の成立と発展（三浦一郎，馬場恵二）古代ギリ (４６１ｐ ２２ｃｍ)
シア市民-殺人についての意識をめぐって（村川堅太郎）古典 総説（堀米庸三）末期ローマ帝国の体制（弓削達）ゲルマン民
期のポリス社会とその変質（伊藤貞夫）ローマ共和政の成立と 族・大移動・部族国家（中村宏，野崎直治，石川操）イスラム
発展（鈴木一州）アレクサンドロスとヘレニズム世界（大牟田 の発展と地中海世界（平城照介）中世初期の社会と経済（森本
章等）ローマと地中海世界（長谷川博隆）内乱の一世紀（長谷 芳樹）八－九世紀初頭のビザンツ帝国とフランク王国（渡辺金
川博隆）ローマ元首政の起源（吉村忠典）原始キリスト教の成 一，田中陽児）カトリック世界の成立（今野国雄）外民族の侵
立（荒井献）古典古代社会の基本構造と奴隷制（太田秀通）地 入と中世諸国家の成立（堀米庸三，木村豊）大陸封建社会（石
中海世界のローマ化と都市化（高橋秀）大土地所有の発展とコ 川武，木村尚三郎）アングローサクソンの社会とその封建化（
ロナート制の成立（浅香正） 田中正義）中世法の理念と現実（世良晃志郎）ビザンツ世界の
世界史 国家と経済（米田治泰）

OH/20/111 1108960053 世界史 ヨーロッパ－歴史－中世
OH/20/116 1108960103

◆OH
岩波講座世界歴史 第３（古代第３地中海世界第３） ◆OH
岩波書店 １９７０．１ 岩波講座世界歴史 第８（中世第２西アジア世界）

- 1 -－81－



岩波書店 １９６９．１０ OH/20/121 1108961358
(４２９ｐ ２２ｃｍ)
内容：西アジア世界
世界史 アジア（西部）－歴史－中世 ◆OH

OH/20/117 1108961317 岩波講座世界歴史 第１３（中世第７内陸アジア世界の展開第
２）
岩波書店 １９７１．５

◆OH (４９７ｐ ２２ｃｍ)
岩波講座世界歴史 第９（中世第３内陸アジア世界の展開第１ 総説(佐藤長) モンゴリアの分裂と統一(萩原淳平) トルキスタ
） ンの諸ハン国(佐口透) オイラート族の発展(若松寛) 内陸アジ
岩波書店 １９７０．２ アと清朝(佐藤長,佐口透) 国際商業の展開(佐口透) 南アジア
(５５０ｐ ２２ｃｍ) 世界の展開 総説(荒松雄) 11-13世紀北インドの国家と社会(山
総説(護雅夫) 遼王朝の成立とその国家構造(愛宕松男) 金王朝 崎利雄) インドにおけるムスリム支配の成立(荒松雄) ムガル
の成立とその国家構造(河内良弘) 西夏王国の性格とその文化( 支配期の農村社会と支配体制(松井透) デカン諸王国とラージ
西田竜雄) モンゴル帝国の成立と分裂(村上正二) 「タタール プト体制(深沢宏) ヴィジャヤナガルの政治と社会(辛島昇) ヒ
の平和」(佐口透) 東アジア世界の展開第1 総説(佐伯富) 宋朝 ンドゥー思想の変革(高崎直道) マラータとシクー地域民族国
集権官僚制の成立(佐伯富) 王安石の新法(梅原郁) 南宋政権の 家の成立と崩壊(深沢宏) ムスリム支配下における宗教と政治
推移(山内正博) 元の中国支配と漢民族社会(愛宕松男) 郷村制 権力(荒松雄) 東南アジアの社会と国家の変貌(和田久徳) 
の展開(柳田節子) 大土地所有と佃戸制の展開(草野靖) 商工業 世界史 中央アジア－歴史－中世 インド－歴史－中世 東南ア
と都市の発展(斯波義信) 宋学の展開(島田虔次) 庶民文化の誕 ジア－歴史－中世
生(尾上兼英) 新羅の滅亡と高麗朝の展開(武田幸男) 東アジア OH/20/122 1108961366
通交関係の形成(田中健夫) 
世界史 アジア（東部）－歴史－中世 中央アジア－歴史－中世

OH/20/118 1108961325 ◆OH
岩波講座世界歴史  第１４ （近代 第1 近代世界の形成第1）
岩波書店 １９６９．７

◆OH (４７３ｐ ２２ｃｍ)
岩波講座世界歴史 第１０（中世第４中世ヨーロッパ世界第２ 総説(越智武臣) 国際政治の展開(成瀬治) ヨーロッパ経済の変
） 動(越智武臣) 絶対王政期の社会構造(篠塚信義,遅塚忠躬,藤瀬
岩波書店 １９７０．６ 浩司) 民衆運動と国家(富岡次郎,千葉治男,瀬原義生) 宗教改
(４８６ｐ ２２ｃｍ) 革とその波紋(有賀弘等) 
総説(堀米庸三) グレゴリウス改革と叙任権闘争(堀米庸三) 「 世界史 ヨーロッパ－歴史－近代
商業の復活」と都市の発生(佐々木克巳) 十字軍とビザンツ世 OH/20/123 1108961374
界(木村豊,渡辺金一) 十二世紀ルネサンスと西ヨーロッパ文明
(伊東俊太郎) 正統と異端(今野国雄,渡辺昌美) 十二・十三世
紀の西ヨーロッパ諸国(佐藤伊久男,渡辺昌美,山田欣吾) 中世 ◆OH
中期の社会と経済(松垣裕等) 大学の発達とスコラ学(森洋,今 岩波講座世界歴史 第１５ （近代第２近代世界の形成第２）
道友信) ロマネスクとゴシックの世界(柳宗玄) 岩波書店 １９６９．１１
世界史 ヨーロッパ－歴史－中世 (４４４ｐ ２２ｃｍ)

OH/20/119 1108961333 十六・十七世紀の西ヨーロッパ諸国(井上幸治等) 十六・十七
世紀の東ヨーロッパ諸国(阿部重雄) オスマン帝国とヨーロッ
パ(三橋富治男) 

◆OH 世界史 西洋史－近世
岩波講座世界歴史 第１１（中世第５中世ヨーロッパ世界第３ OH/20/124 1108961382
）
岩波書店 １９７０．１０
(４７２ｐ ２２ｃｍ) ◆OH
総説(堀米庸三) 身分制と身分制議会(城戸毅,木村尚三郎,中村 岩波講座世界歴史 第１６（近代 第３近代世界の形成第３）
賢二郎) 中世末期の社会と経済(岡田与好,井上泰男,伊藤栄) 岩波書店 １９７０．３
十四・十五世紀の西ヨーロッパ諸国(東出功,堀越孝一,中村賢 (４７３ｐ ２２ｃｍ)
二郎) 教皇権の衰退と中世後期の政治思想(橋口倫介,樺山紘一 ヨーロッパ近代前期の思想(井上庄七等) ヨーロッパの商業的
) 後期ゴシックの世界(堀越孝一) ビザンツ的表象の世界(辻佐 進出(川北稔) 植民時代のアメリカ(寺田和夫,飯本稔,富田虎男
保子) 十四・十五世紀の東ヨーロッパ世界(渡辺金一,鳥山成人 ) 前植民地時代のアフリカ(山口昌男) アジアとヨーロッパ(佐
,阿部重雄) イタリアにおけるルネサンス(清水広一郎,永井三 伯有一等)
明,伊東俊太郎) 世界史 世界史－近世
世界史 ヨーロッパ－歴史－中世 OH/20/125 1108961390

OH/20/120 1108961341

◆OH
◆OH 岩波講座世界歴史 第１７（近代第４近代世界の展開第１）

岩波講座世界歴史 第１２（中世第６東アジア世界の展開第２ 岩波書店 １９７０．７
） (４４４ｐ ２２ｃｍ)
岩波書店 １９７１．２ 総説(柴田三千雄) 経済史上の18世紀(遅塚忠躬) 18世紀の国際
(４８０ｐ ２２ｃｍ) 政治(成瀬治) 18世紀ヨーロッパ思想(前川貞次郎等) 18世紀の
総説(岩見宏) 「元末の反乱」と明朝支配の確立(山根幸夫) 明 ヨーロッパ諸国家(松浦高嶺等)
代における郷村支配(鶴見尚弘) 明代の農民反乱(谷口規矩雄) 世界史 西洋史－近代
清朝の中国征服(岩見宏) 清朝権力の性格(近藤秀樹) 清代の農 OH/20/126 1108961408
民反乱(安野省三) 明清時代の土地制度(森正夫) 明清時代にお
ける商品生産の展開(寺田隆信) 賦・役制度の変革(小山正明) 
郷紳支配の成立と構造(重田徳) 儒教イデオロギーにおける正 ◆OH
統と異端(小野和子) 李代朝鮮の成立と展開(矢沢康祐) ヴェト 岩波講座世界歴史 第１８（近代第５近代世界の展開第２）
ナム諸王朝の変遷(藤原利一郎) 岩波書店 １９７０．１１
世界史 アジア（東部）－歴史－中世 (４７４ｐ ２２ｃｍ)
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独立革命とその後のアメリカ(今津晃) フランス革命とヨーロ 二十世紀初頭の反帝国主義運動(斉藤孝等) 第一次世界大戦前
ッパ(柴田三千雄) イギリス産業革命(角山栄) ナポレオン大陸 の国際対立(木谷勤) 第一次世界大戦前夜の社会主義者たち(西
体制(吉田静一) ウィーン体制(斉藤孝,矢田俊隆) 十九世紀前 川正雄) 第一次世界大戦前のヨーロッパ諸国(西海太郎等) 帝
半の経済と社会(毛利健三,岡田与好) ウィーン体制期の思想( 国主義時代の思想と文化(江口朴郎) 「第二次産業革命」と科
水田洋,水田珠枝) 初期社会主義(永井義雄) 学・技術の発展(星野芳郎) 
世界史 西洋史－近代 世界史 世界史－近代

OH/20/127 1108961416 OH/20/132 1108961465

◆OH ◆OH
岩波講座世界歴史 第１９（近代第６近代世界の展開第３） 岩波講座世界歴史 第２４（現代第１次世界大戦）
岩波書店 １９７１．３ 荒松雄／〔ほか〕編集
(４７５ｐ ２２ｃｍ) 岩波書店 １９７０．４
十九世紀前半のヨーロッパ諸国家 イギリス自由主義の発達(村 (４９４ｐ ２２ｃｍ)
岡健次) フランス復古王政・七月王政(服部春彦) ドイツにお 総説(斉藤孝) 第一次世界大戦の発生とその展開(義井博) 第一
ける「改革」とウィーン体制(末川清) 十九世紀前半のロシア( 次世界大戦と諸地域の動向(平瀬徹也等) ロシア革命(和田春樹
倉持俊一) スペインにおける革命と改革(井上幸治) 一八四八 ,長尾久) オーストリア・ハンガリー帝国の崩壊とドイツの敗
年 一八四八年とヨーロッパ(喜安朗) フランス第二共和政(喜 戦(矢田俊隆,富永幸生) 
安朗) ドイツ三月革命(広実源太郎) 一八四八年と社会主義(河 世界史 世界大戦（第一次）
野健二) 国民経済の編成過程 フランスにおける資本主義の発 OH/20/133 1108961473
達(遠藤輝明) ドイツにおける資本主義の勃興(大島隆雄) ロシ
アにおける資本主義の形成(松岡保) 十九世紀後半の世界政治(
江口朴郎) 十九世紀後半の世界経済(竹内幹敏) ◆OH
世界史 西洋史－近代 岩波講座世界歴史 第２５（現代第２第１次世界大戦直後）

OH/20/128 1108961424 荒松雄／〔ほか〕編集
岩波書店 １９７０．８
(５６４ｐ ２２ｃｍ)

◆OH 第1次世界大戦の終結(斉藤孝) 諸地域の革命運動と国際共産主
岩波講座世界歴史 第２０（近代第７近代世界の展開第４） 義運動(相田重夫等) 第一次世界大戦直後のアジアの民族運動(
岩波書店 １９７１．６ 江口朴郎等) 日本帝国主義と東アジア(関寛治,藤井昇三) 
(５２５ｐ ２２ｃｍ) 世界史 世界史－近代
世界史 西洋史－近代 OH/20/134 1108961481

OH/20/129 1108961432

◆OH
◆OH 岩波講座世界歴史 第２６（現代第３ １９２０年代）

岩波講座世界歴史 第２１（近代第８近代世界の展開第５） 荒松雄／〔ほか〕編集
岩波書店 １９７１．８ 岩波書店 １９７０．１２
(５５３ｐ ２２ｃｍ) (４６１ｐ ２２ｃｍ)
アジアにおける近代（佐伯有一）資本主義とアジア社会 中国 1920年代の世界(斉藤孝) 1920年代のヨーロッパ(栗原優等) 19
社会の解体とアヘン戦争（田中正俊）十九世紀の東南アジア社 20年代のアメリカ(斎藤真,加茂雄三) ネップ期のソ連(渓内謙)
会（池端雪浦，真保潤一郎）インドにおける植民地支配体制の  中国革命の展開(佐伯有一) 1920年代の労働運動(小此木真三
成立（高畠稔）十九世紀インド農村社会の変容（多田博一）オ 郎) 
スマン帝国のアラブ支配とその解体（三木亘）十九世紀中葉に 世界史 世界史－近代
おけるアラブ社会の変容-エジプトを中心として（中岡三益） OH/20/135 1108961499
十九世紀中央アジア社会の変容（佐口透）アジア社会における
革命と改革 太平天国革命（小島晋治）セポイの反乱（長崎暢
子）十九世紀イランの民族運動（加賀谷寛）オスマン帝国の改 ◆OH
革運動（護雅夫，林武）明治維新（芝原拓自）アジアにおける 岩波講座世界歴史 第２７（現代第４世界恐慌期）
思想的変革 中国の近代と伝統思想（近藤邦康） 十九世紀にお 岩波書店 １９７１．４
けるインドの改革運動（荒松雄）イスラム改革思想－アラブの (５１５ｐ ２２ｃｍ)
場合を中心として（板垣雄三） 大恐慌とその影響（鈴木正四）大恐慌と資本主義諸国（古川哲
世界史 東洋史－近代 ）世界恐慌と植民地・従属国（山田秀雄，中岡三益，岡部広治

OH/20/130 1108961440 ）満州事変と東アジア（江口圭一，梶村秀樹，加藤祐三）第一
次五カ年計画とソ連（渓内謙）ニューディール政策（斎藤真，
新川健三郎）ヴァイマル共和制の崩壊過程（山口定，鹿毛達雄

◆OH ）
岩波講座世界歴史 第２２（近代第９帝国主義時代第１） 世界史 世界史－近代 経済－歴史－近代
岩波書店 １９６９．８ OH/20/136 1108961507
(４８５ｐ ２２ｃｍ)
総説（江口朴郎）ヨーロッパ帝国主義の成立（河合秀和）世界
政策と国際関係（岡部健彦）世界分割と植民地支配（板垣雄三 ◆OH
等）アメリカ帝国主義の形成（清水知久）東アジアにおける帝 岩波講座世界歴史 第２８（現代第５一九三〇年代）
国主義（佐伯有一等）第二インターナショナル（西川正雄） 岩波書店 １９７１．７
世界史 世界史－近代 (５２６ｐ ２２ｃｍ)

OH/20/131 1108961457 一九三〇年代におけるファシズム（木下半治）ドイツ《第三帝
国》の政治構造（宮田光雄）スターリン時代（菊地昌典）反フ
ァシズム運動－ドイツとフランス（横田地弘）スペイン戦争（

◆OH 斉藤孝，本川誠二）日中戦争（藤原彰，野沢豊）一九三〇年代
岩波講座世界歴史 第２３（近代第１０帝国主義時代第２） の民族運動（江口朴郎等）第二次世界大戦の発生（山極潔，福
荒松雄／〔ほか〕編集 田茂夫）
岩波書店 １９６９．１２ 世界史 世界史－近代
(４６７ｐ ２２ｃｍ) OH/20/137 1108961515
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◆OH
概觀世界史潮
坂口昂／著

◆OH 岩波書店 １９２０．７
岩波講座世界歴史 第２９（現代第６第二次世界大戦） (７７６ｐ ２３ｃｍ)
荒松雄／〔ほか〕編集　 世界史
岩波書店 １９７１．９ OH/20/14 1108958842
(４９６ｐ ２２ｃｍ)
戦争の経過とファシズム諸国の占領政策(荒井信一) 第二次世
界大戦における解放闘争 東アジアにおける民族革命運動(古島 ◆OH
和雄) 東南アジアにおける民族運動(真保潤一郎) 第二次大戦 概論歴史学
とインド(桑島昭) 第二次世界大戦と西アジア(前田慶穂) ヨー 大類伸／著
ロッパにおける対独抵抗運動(加藤晴康,木戸蓊) 第二次世界大 生活社 １９４４．３
戦中の連合国 「大同盟」の諸問題(山上正太郎) 連合国の内部 (３０３ｐ ２２ｃｍ)
事情(藤村瞬一) ファシズム体制の崩壊過程(吉田輝夫) 国際連 OH/20/4 1108958750
合の成立と展開(石本泰雄) 第二次世界大戦の終結と戦後の世
界(斉藤孝) 
世界史 世界大戦（第二次） ◆OH

OH/20/138 1108961523 各時代の希望 第２巻
エレン・Ｇ・ホワイト／著
福音社 １９６４．２

◆OH (３９７ｐ ２２ｃｍ)
岩波講座世界歴史 第３０（別巻現代歴史学の課題） OH/20/46 1108959030
荒松雄／〔ほか〕編集　
岩波書店 １９７１．１１
(５６５ｐ ２２ｃｍ) ◆OH
歴史意識の展開 ヨーロッパにおける歴史意識(堀米庸三) 西ア 各時代の希望 第３巻
ジアにおける歴史意識(護雅夫) インドにおける歴史意識(荒松 エレン・Ｇ・ホワイト／著
雄) 中国における歴史意識(西嶋定生) 「第三世界」における 福音社 １９６５．８
歴史像-行為としての歴史(山口昌男) 歴史学の理論と方法 近 (３８７，７ｐ ２２ｃｍ)
代ヨーロッパ歴史学(井上幸治) 世界史の理論(一)-辺境変革説 OH/20/47 1108959048
と共同体の問題(太田秀通) 世界史の理論(二)-世界史の課題(
斎藤孝) 歴史学とマルクス主義(一)-理論と現実の関連をつら
ぬく科学的方法の問題として(江口朴郎) 歴史学とマルクス主 ◆OH
義(二)-レーニンの世界史認識(和田春樹) 歴史学とマルクス主 狩野亨吉遺文集
義(三)-ドイツ社会民主党とマルクス主義史学についての断章( 安倍能成／編
西川正雄)歴史学とウェーバー(世良晃志郎) 現代の社会理論と 岩波書店 １９５８．１１
歴史学(金原左門) 東洋社会研究における歴史的方法について (２１４ｐ １９ｃｍ)
ーライオット地代と貢納制(石母田正) 地方史研究の過去と現 志筑忠雄の星気説，安藤昌益，天津教古文書の批判，歴史の概
在(越智武臣) 地域研究と歴史学(三木亘) 日本近代史学の再検 念，記憶すべき関流の数学家，科学的方法に拠る書画の鑑定と
討 日本におけるヨーロッパ歴史学の受容(柴田三千雄) 日本に 登録，蔵書印譜続編序漱石， 年譜
おける東洋史学の発達(小倉芳彦) 東アジア近代史研究の課題( OH/20/28 1108958982
田中正俊) 歴史学と「世界史」教育(田中陽児)  
世界史 歴史学

OH/20/139 1108961531 ◆OH
菅公と酒 -歴史随想-
坂本太郎／著

◆OH 東京大学出版会 １９６４．６
岩波講座世界歴史 第３１ (２６０ｐ，図版１枚 ２０ｃｍ)
荒松雄／〔ほか〕編集　 OH/20/106 1108960004
岩波書店 １９７４．１１
(８，６１３，１００ｐ ２２ｃｍ)
総目次・総索引 : 付:略語略称索引,単位索引. ◆OH
世界史 歴史学 北アフリカ

OH/20/139-2 1109317089 世界文化社 １９６４．６
(１４６ｐ ２８ｃｍ)
世界文化シリーズ

◆OH OH/20/36 1109029130
インド
世界文化社 １９６５．７
(１４６ｐ ２８ｃｍ) ◆OH
世界文化シリーズ 北ヨーロッパ

OH/20/42 1109029197 世界文化社 １９６５．１
(１４６ｐ ２８ｃｍ)
世界文化シリーズ

◆OH OH/20/87 1109029288
オーストラリア・太平洋諸島
世界文化社 １９６６．５
(１４６ｐ ２８ｃｍ) ◆OH
世界文化シリーズ 騎馬民族国家 -日本古代史へのアプローチ-

OH/20/43 1109029205 江上波夫／著
中央公論社 １９６８．１１
(３４８ｐ １８ｃｍ)
中公新書
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日本－歴史－古代 井上通泰／著
OH/20/99 1108959931 三省堂 １９４３．６

(５２９，４４，５０ｐ ２２ｃｍ)
日本－歴史－古代

◆OH OH/20/109 1108960038
巨大古墳の世紀
森浩一／著
岩波書店 １９８１．８ ◆OH
(２３４ｐ １８ｃｍ) スイス・オーストリア
岩波新書 世界文化社 １９６５．３

OH/20/93 1108959410 (１４６ｐ ２８ｃｍ)
世界文化シリーズ

OH/20/86 1109029270
◆OH

現代の世界 -歴史の流れ-
Ｄ．トムソン／著 中野好夫・中村英勝／訳 ◆OH
紀伊国屋書店 １９５７．７ スラブとゲルマン -東欧民族抗争史-
(３０２ｐ １９ｃｍ) ジャーク・アンセル／著 山本俊朗／著

OH/20/19 1108958891 弘文堂 １９６５
(２１２ｐ １９ｃｍ)
フロンティアライブラリー

◆OH OH/20/30 1108959006
現代の世界史
ダヴィッド・トムソン／著 中村英勝／訳 中村妙子／訳
紀伊国屋書店 １９６９．５ ◆OH
(２９２ｐ ２０ｃｍ) 西南アジア
世界史－２０世紀 世界文化社 １９６５．５

OH/20/95 1108959436 (１４６ｐ ２８ｃｍ)
世界文化シリーズ

OH/20/88 1109029296
◆OH

現代歴史学入門
１９６５．２ ◆OH
(２１０ｐ １９ｃｍ) 世界一周 １

OH/20/5 1108958768 世界文化社 １９６６．５
(１４６ｐ ２８ｃｍ)
世界文化シリーズ

◆OH OH/20/44 1109029213
現代歴史学の新動向
増田四郎／編
如水書房 １９５３．８ ◆OH
(２８１ｐ ２１ｃｍ) 世界一周 ２

OH/20/7 1108958784 世界文化社 １９６６．７
(１４６ｐ ２８ｃｍ)
世界文化シリーズ

◆OH OH/20/45 1109029221
考古学の窓
末永雅雄／著
学生社 １９６８．１ ◆OH
(３１２ｐ　図版１枚 １９ｃｍ) 世界各国史 １２
考古学－日本 山川出版社 １９５６．１１

OH/20/104 1108959980 (１７，４０８ｐ １９ｃｍ)
アジア－歴史

OH/20/54 1108959113
◆OH

古代オリエント文明の誕生
Ｈ．フランクフォート／著 曽田淑子／訳 森岡妙子／訳 ◆OH
岩波書店 １９６２．１ 世界各国史 １１
(１９４ｐ １９ｃｍ) 山川出版社 １９５５．６
アジア（西部）－歴史－古代 エジプト－歴史－古代 (３９８，６８ｐ　図版１枚 １９ｃｍ)

OH/20/12 1108958826 内容：セム族世界（前島信次）　イラン族世界（蒲生礼一）　
トルコ族世界（三橋富治男）　エジプト（前島信次　三橋富治
男）

◆OH アジア（西部）－歴史
言葉・物語・歴史 OH/20/53 1108959105
山田修／著
サンケイ出版サービス １９７６．５
(３３７ｐ ２１ｃｍ) ◆OH

OH/20/178 1108961903 世界各国史 ８
山川出版社 １９５５．１２
(３３２，７１ｐ　図版１枚 １９ｃｍ)

◆OH 北米（三浦進　清水博　豊川良一　井出義光）　中南米（飯木
上代歴史地理新考 -東山道- 稔　中曽根由紀）
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アメリカ－歴史 ◆OH
OH/20/52 1108959097 世界史像の新形成

上原専祿／著
創文社 １９５５．１０

◆OH (２２５ｐ １９ｃｍ)
世界各国史 ６ 世界歴史－論説 歴史学－論説
山川出版社 １９５５．１０ OH/20/22 1108958925
(３３３，６５ｐ　図版１枚 １９ｃｍ)
内容：総説（角田文衛）　歴史の黎明（角田文衛）　北欧三国
（角田文衛）　フィンランド（桑木務）　バルト三国（桑木務 ◆OH
　角田文衛）　北欧三国の繁栄（角田文衛）　新興諸国の建設 世界史の意識と理論
（角田文衛）　第二次大戦と北欧（向後英一　角田文衛）　第 成瀬治／著
二次体戦後の北欧（向後英一　角田文衛） 岩波書店 １９７７．１１
ヨーロッパ（北部）－歴史 (３５６ｐ １９ｃｍ)

OH/20/51 1108959089 世界歴史叢書
巻末：参考文献　付：年表
世界史

◆OH OH/20/21 1108958917
世界各国史 ２
山川出版社 １９５５．３
(１０，３４９，５５ｐ　図版１枚 １９ｃｍ) ◆OH
フランス－歴史 世界史の哲学

OH/20/49 1108959063 高山岩男／著
岩波書店 １９４２．９
(５３９ｐ ２２ｃｍ)

◆OH OH/20/16 1108958867
世界各国史 １
山川出版社 １９５４．１２
(４０４，６６ｐ　図版２枚 １９ｃｍ) ◆OH
内容：近世以前のイギリス（田中正義）　絶対王政（大野真弓 世界史論講
）　イギリス革命（糸曽義夫）　産業革命と自由主義（糸曽義 坂口昂／著
夫）　帝国主義時代のイギリス（中村英勝）　アイルランド（ 岩波書店 １９３１．６
別枝達夫）　オーストラリアとニュージーランド（木谷勤）　 (７６３，６ｐ ２２ｃｍ)
南アフリカ（鈴木正四） OH/20/13 1108958834
イギリス－歴史

OH/20/48 1108959055
◆OH

世界大戦原因の研究
◆OH 鹿島守之助／著

世界各国史 ４ ４版
山川出版社 １９５５．８ 鹿島研究所 １９５９．３
(３９４，５３ｐ　図版１枚 １９ｃｍ) (１４，３，２，２７，１０，９６８，４１ｐ ２２ｃｍ)
内容：序説（岩間徹）　キーエフ・ロシア以前の社会（阿部重 戦争
雄）　キーエフ・ロシアの時代（阿部重雄）　封建的分裂の時 OH/20/80 1108959360
代（田中陽児）　モスクワロシア（鳥山成人）　ロシア帝国の
成立と発展（鳥山成人　相田重夫）　帝政の動揺（倉持俊一）
　十月革命（倉持俊一）　ソヴェト政枢（相田重夫）　中央ア ◆OH
ジア（香山陽坪）　カフカーズ（香山陽坪）　付録（相田重夫 世界と世界史
　田中陽児　倉持俊一） Ｋ．レーヴィット／著 柴田治三郎／訳
ロシア－歴史 岩波書店 １９５９．１０

OH/20/50 1108959071 (２０９ｐ １９ｃｍ)
岩波現代叢書
哲学

◆OH OH/20/20 1108958909
世界史概観 上
Ｈ．Ｇ．ウエルズ／著 長谷部文雄，阿部知二／訳
岩波書店 １９６６．６ ◆OH
(２２３ｐ １８ｃｍ) 世界の国 -文化誌- １６
岩波新書 講談社 １９７３

OH/20/24 1108958941 (２２２ｐ（図共） ２７ｃｍ)
付：参考文献・資料
ヨ－ロッパ（北部）－地誌

◆OH OH/20/11 1109028694
世界史概観 下
ウェルズ／著 長谷部文雄，阿部知二／訳
岩波書店 １９６６．７ ◆OH
(２３５，１３ｐ １８ｃｍ) 世界の歴史 ３
岩波新書 中央公論社 １９６１．２
世界史 (４８９ｐ　図版１枚 １８ｃｍ)
4-00-413004-2 西洋史－中世

OH/20/25 1108958958 OH/20/57 1108959147
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◆OH
◆OH 世界の歴史 １５

世界の歴史 ２ 中央公論社 １９６２．２
中央公論社 １９６１．１ (５０８ｐ　図版１枚 １８ｃｍ)
(４８９ｐ　図版１枚 １８ｃｍ) 世界史－近代 世界大戦（第二次）
世界史－古代 OH/20/69 1108959261

OH/20/56 1108959139

◆OH
◆OH 世界の歴史 １３

世界の歴史 １１ 中央公論社 １９６１．１２
中央公論社 １９６１．１０ (５１２ｐ　図版１枚 １８ｃｍ)
(４９６ｐ　図版１枚 １８ｃｍ) 世界史－近代
世界史－近世 OH/20/67 1108959246

OH/20/65 1108959220

◆OH
◆OH 世界の歴史 １６

世界の歴史 ９ 中央公論社 １９６２．３
中央公論社 １９６１．８ (５１８ｐ　図版１枚 １８ｃｍ)
(４９６ｐ　図版１枚 １８ｃｍ) 世界史－現代
世界史－近世 東洋史 OH/20/70 1108959279

OH/20/63 1108959204

◆OH
◆OH 世界の歴史 １４

世界の歴史 ７ 中央公論社 １９６２．１
中央公論社 １９６１．６ (４９５ｐ　図版１枚 １８ｃｍ)
(５１３，３ｐ　図版１枚 １８ｃｍ) 世界史－近代
世界史－近代 OH/20/68 1108959253

OH/20/61 1108959188

◆OH
◆OH 世界の歴史 １２

世界の歴史 ５ 中央公論社 １９６１．１１
中央公論社 １９６１．４ (５０６ｐ　図版１枚 １８ｃｍ)
(４６３ｐ　図版１枚 １８ｃｍ) 世界史－近代
世界史－中世 OH/20/66 1108959238

OH/20/59 1108959162

◆OH
◆OH 世界の歴史 １７

世界の歴史 １０ 中央公論社 １９６２．８
中央公論社 １９６１．９ (４００，１０ｐ １８ｃｍ)
(５０７ｐ １８ｃｍ) 世界史－年表
世界史－近世 OH/20/55 1108959121

OH/20/64 1108959212

◆OH
◆OH 世界の歴史 -ホームスクール版- １

世界の歴史 ８ 中央公論社 １９６２．４
中央公論社 １９６１．７ (４３８ｐ　図版２枚 １８ｃｍ)
(５００ｐ　図版１枚 １８ｃｍ) 世界史－古代
世界史－近世 OH/20/72 1108959287

OH/20/62 1108959196

◆OH
◆OH 世界の歴史 -ホームスクール版- ２

世界の歴史 ６ 中央公論社 １９６２．５
中央公論社 １９６１．５ (４４６ｐ　図版１枚 １８ｃｍ)
(４９１ｐ　図版１枚 １８ｃｍ) 世界史－古代
東洋史－中世 OH/20/73 1108959295

OH/20/60 1108959170

◆OH
◆OH 世界の歴史 -ホームスクール版- ３

世界の歴史 ４ 中央公論社 １９６２．７
中央公論社 １９６１．３ (４２２ｐ　図版２枚 １８ｃｍ)
(４６５ｐ １８ｃｍ) 東洋史
東洋史－中世 OH/20/74 1108959303

OH/20/58 1108959154

◆OH
世界の歴史 -ホームスクール版- ４
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中央公論社 １９６２．８ 平凡社 １９３４．１１
(４４６ｐ，図版２枚 １８ｃｍ) (８，５８０ｐ　図版５枚 ２３ｃｍ)

OH/20/75 1108959311 西洋史－古代
OH/20/155 1108961697

◆OH
世界の歴史 -ホームスクール版- ５ ◆OH
中央公論社 １９６２．９ 世界歴史大系 １３Ｂ
(４３８ｐ　図版２枚 １８ｃｍ) 平凡社 １９３５．３

OH/20/76 1108959329 (８，６１４ｐ ２３ｃｍ)
日本－歴史－近世 日本－歴史－近代

OH/20/153 1108961671
◆OH

世界の歴史 -ホームスクール版- ６
中央公論社 １９６２．１０ ◆OH
(４４４ｐ　図版２枚 １８ｃｍ) 世界歴史大系 １２

OH/20/77 1108959337 平凡社 １９３６．１
(２，７，５６５ｐ　 ２３ｃｍ)
日本－歴史－古代

◆OH OH/20/151 1108961655
世界の歴史 -ホームスクール版- ７
中央公論社 １９６２．１１
(４３０ｐ　図版２枚 １８ｃｍ) ◆OH
世界史－近代 世界歴史大系 １６

OH/20/78 1108959345 平凡社 １９３４．６
(６，５６４ｐ　図版３枚 ２３ｃｍ)
西洋史－古代

◆OH OH/20/156 1108961705
世界の歴史 -ホームスクール版- ８
中央公論社 １９６２．１２
(４３４ｐ　図版２枚 １８ｃｍ) ◆OH
世界史－現代 世界歴史大系 １４

OH/20/79 1108959352 平凡社 １９３３．１２
(５０４，３０ｐ　図版７枚 ２３ｃｍ)
西洋史－古代

◆OH OH/20/154 1108961689
世界文化史概観 上巻
ウェルズ／著 長谷部文雄／訳
岩波書店 １９５８．８ ◆OH
(２６７ｐ １８ｃｍ) 世界歴史大系 １３Ａ
岩波新書 平凡社 １９３５．８

OH/20/167 1108961812 (２，７，５３９ｐ　 ２３ｃｍ)
日本－歴史－中世

OH/20/152 1108961663
◆OH

世界文化史概観 下巻
ウェルズ／著 長谷部文雄／訳 ◆OH
岩波書店 １９５０．７ 世界歴史大系 ４
(４，２９０，２４ｐ １８ｃｍ) 平凡社 １９３４．３
岩波新書 (５，５５２ｐ　図版３枚 ２３ｃｍ)
世界史 世界－文化 東洋史－中世

OH/20/168 1108961820 OH/20/143 1108961572
OH/20/23 1108958933

◆OH
◆OH 世界歴史大系 ２３

世界文明の盛衰と土壌 平凡社 １９３５．１２
トム・デール, ヴァーノン・ギル・カーター／著 山路健／訳 (３，６，５１９ｐ　図版２枚 ２３ｃｍ)
農林水産業生産性向上会議 １９５７．３ 世界史－現代
(２２７ｐ ２２ｃｍ) OH/20/163 1108961770

OH/20/18 1108958883

◆OH
◆OH 世界歴史大系 ２１

世界歴史大系 １７ 平凡社 １９３５．６
平凡社 １９３５．１ (５，５３８ｐ　図版６枚 ２３ｃｍ)
(６，４０４ｐ　図版４枚 ２３ｃｍ) 西洋史－近世
西洋史－中世 OH/20/161 1108961754

OH/20/157 1108961713

◆OH
◆OH 世界歴史大系 １９

世界歴史大系 １５ 平凡社 １９３３．１１
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(５９８ｐ　図版６枚 ２３ｃｍ) 東洋史－中世
西洋史－近世 OH/20/146 1108961606

OH/20/159 1108961739

◆OH
◆OH 世界歴史大系 ８

世界歴史大系 ２２ 平凡社 １９３６．３
平凡社 １９３４．１２ (２，１０，５３６ｐ　 ２３ｃｍ)
(４，５００ｐ　図版４枚 ２３ｃｍ) 東洋史－近世
西洋史－近代 OH/20/147 1108961614

OH/20/162 1108961762

◆OH
◆OH 世界歴史大系 ９

世界歴史大系 ２０ 平凡社 １９３４．７
平凡社 １９３４．２ (４，５１０ｐ　 ２３ｃｍ)
(３，５１９ｐ　図版６枚 ２３ｃｍ) 東洋史－近世
西洋史－近世 OH/20/148 1108961622

OH/20/160 1108961747

◆OH
◆OH 世界歴史大系 １０

世界歴史大系 １８ 平凡社 １９３５．１０
平凡社 １９３４．９ (１０，６４３ｐ ２３ｃｍ)
(６，５５６ｐ　図版６枚 ２３ｃｍ) インド－歴史 中央アジア－歴史
西洋史－近世 OH/20/149 1108961630

OH/20/158 1108961721

◆OH
◆OH 世界歴史大系 １１

世界歴史大系 １ 平凡社 １９３５．７
平凡社 １９３４．８ (１０，６０９ｐ ２３ｃｍ)
(８，６１２ｐ　 ２３ｃｍ) 朝鮮－歴史 満洲
世界史－原始時代 OH/20/150 1108961648

OH/20/140 1108961549

◆OH
◆OH 世界歴史大系 ２５

世界歴史大系 ２ 平凡社 １９３６．５
平凡社 １９３４．５ (１冊　図版２枚 ２３ｃｍ)
(６，６３２ｐ　 ２３ｃｍ) OH/20/164 1108961788
考古学

OH/20/141 1108961556
◆OH

戦国の群像
◆OH 早乙女貢／著

世界歴史大系 ３ 新人物往来社 １９８１．６
平凡社 １９３３．１０ (２３０ｐ ２０ｃｍ)
(４，６４６ｐ　 ２３ｃｍ) 内容：北条早雲〔ほか１０編〕
東洋史－古代 武士－伝記

OH/20/142 1108961564 4-404-01064-8
OH/20/171 1108961853

◆OH
世界歴史大系 ５ ◆OH
平凡社 １９３４．５ ソヴェトの内幕 １
(６，５７２ｐ　 ２３ｃｍ) ジョン・ガンサー／著 湯浅義正／訳
東洋史－中世 みすず書房 １９５８．９

OH/20/144 1108961580 (１２，２２９ｐ　図版２枚 ２１ｃｍ)
現代史双書
ロシア－歴史

◆OH OH/20/31 1108959014
世界歴史大系 ６
平凡社 １９３４．１０
(７，５３７ｐ　 ２３ｃｍ) ◆OH
東洋史－中世 ソヴェトの内幕 ２

OH/20/145 1108961598 ジョン・ガンサー／著 湯浅義正／訳
みすず書房 １９５９．１
(２０，２３２ｐ　 ２１ｃｍ)

◆OH 現代史双書
世界歴史大系 ７ ロシア－歴史
平凡社 １９３５．５ OH/20/32 1108959022
(２，１０，５７３ｐ　 ２３ｃｍ)
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伊瀬仙太郎／著
◆OH 清水弘文堂書房 １９６９．７

第三次世界大戦は始まっている (１９０ｐ １９ｃｍ)
那須聖／著 東洋と西洋
サンケイ出版 １９７９．３ OH/20/94 1108959428
(２３８ｐ １９ｃｍ)
日本の安全を考える

OH/20/173 1108961879 ◆OH
東南アジア
世界文化社 １９６５．２

◆OH (１４６ｐ ２８ｃｍ)
第二次世界大戦 -ヒトラーの戦い- 第３巻 世界文化シリーズ
児島襄／箸 OH/20/41 1109029189
小学館 １９７９．５
(３２５ｐ　図版 ２０ｃｍ)
世界戦争（１９３９～１９４５） ◆OH

OH/20/172 1108961861 東洋と西洋 -パーキンソンの歴史法則-
Ｃ．Ｎ．パーキンソン／著 福島正光／訳
至誠堂 １９６４．６

◆OH (４０５ｐ １９ｃｍ)
第二次世界大戦史 世界史
Ｒ．Ｃ．Ｋ．エンソー／著 内山正熊／訳 OH/20/97 1108959915
岩波書店 １９５６．２
(１９０ｐ　図版４ｐ １８ｃｍ)
岩波新書 ◆OH
世界大戦（第二次） 日本とはどんな国 -秘められた人類救済の原理-

OH/20/26 1108958966 佐藤定吉／著
たま出版 １９７４．４
(３４９ｐ １９ｃｍ)

◆OH 国体 天皇
第二次世界大戦の原因 OH/20/102 1108959964
ピエ－ル・ルヌ－バン／著 鹿島守之助／訳
鹿島研究所出版会 １９７２．４
(４０６，３４ｐ ２２ｃｍ) ◆OH
巻末：書籍目録 日本における近代化の問題
世界戦争（１９３９～１９４５）－原因 国際政治－歴史 Ｍ．Ｂ．ジャンセン／著 細谷千博／訳

OH/20/165 1108961796 岩波書店 １９６９．８
(１２，４１２ｐ ２２ｃｍ)

OH/20/100 1108959949
◆OH

中国
世界文化社 １９６５．１０ ◆OH
(１４６ｐ ２８ｃｍ) 年表世界史提要
世界文化シリーズ 史学会／編

OH/20/40 1109029171 改訂
山川出版社 １９６３．２
(２０２ｐ １８ｃｍ)

◆OH 世界史－年表
朝鮮 OH/20/27 1108958974
世界文化社 １９６６．１
(１４６ｐ ２８ｃｍ)
世界文化シリーズ ◆OH

OH/20/82 1109029239 ハワイ・香港
世界文化社 １９６４．１２
(１４６ｐ ２８ｃｍ)

◆OH 世界文化シリーズ
定本世界史地図 OH/20/89 1109029304
亀井高孝／編 三上次男／編
吉川弘文館 １９５４．７
(地図１２８ｐ，索引６２ｐ ２２ｃｍ) ◆OH

OH/20/166 1108961804 東と西 -アメリカとソ連の同時代史- 1
アンドレ・モロア／著 ルイ・アラゴン／著
読売新聞社 １９６３．１０

◆OH (２８４ｐ ２２ｃｍ)
転落の歴史 アメリカ合衆国(アンドレ・モロア著 河盛好蔵訳) ソヴィエト
森正蔵／著 連邦(ルイ・アラゴン著 小場瀬卓三訳) 
人物往来社 １９６７．１１ OH/20/90 1108959386
(３０６ｐ １９ｃｍ)

OH/20/108 1108960020
◆OH

東と西 -アメリカとソ連の同時代史- ２
◆OH アンドレ・モロア／著 ルイ・アラゴン／著

東西文化の交流 読売新聞社 １９６３．１１
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(２８６ｐ ２２ｃｍ) OH/20/37 1109029148
アメリカ合衆国(アンドレ・モロア著 河盛好蔵訳) ソヴィエト
連邦(ルイ・アラゴン著 小場瀬卓三訳) 

OH/20/91 1108959394 ◆OH
南アメリカ
世界文化社 １９６４．１０

◆OH (１４６ｐ ２８ｃｍ)
東と西 -アメリカとソ連の同時代史- ３ 世界文化シリーズ
アンドレ・モロア／著 ルイ・アラゴン／著 OH/20/83 1109029247
読売新聞社 １９６３．１２
(２８６ｐ ２２ｃｍ)
アメリカ合衆国(アンドレ・モロア著 河盛好蔵訳) ソヴィエト ◆OH
連邦(ルイ・アラゴン著 小場瀬卓三訳) メキシコ・カナダ

OH/20/92 1108959402 世界文化社 １９６５．６
(１４６ｐ ２８ｃｍ)
世界文化シリーズ

◆OH OH/20/39 1109029163
フランス
世界文化社 １９６４．５
(１５０ｐ ２８ｃｍ) ◆OH
世界文化シリーズ 模範最新世界年表

OH/20/33 1109028702 三省堂編集所／編
四訂新版
〔三省堂〕 １９３８．２

◆OH (１冊 １８ｃｍ)
文化類型学研究 OH/20/107 1108960012
高山岩男／著
弘文堂書房 １９４１．７
(４０１ｐ ２２ｃｍ) ◆OH

OH/20/17 1108958875 邪馬台国は大和である
肥後和男／著
秋田書店 １９７１．１１

◆OH (２５９ｐ ２０ｃｍ)
文明にとっての変革期 邪馬台国
Ｇ・バラクロウ 木村尚三郎／著 OH/20/101 1108959956
日本放送出版会 １９７７．１０
(２０３ｐ １９ｃｍ)
ＮＨＫブックス ◆OH

OH/20/179 1109328128 ルネッサンス史概説 -フロレンス及びローマを中心として-
坂口昂／著
岩波書店 １９３０．４

◆OH (２４２ｐ　図版１０枚 ２２ｃｍ)
ベネルックス ルネッサンス－歴史 西洋史－中世 イタリア美術
世界文化社 １９６５．９ OH/20/15 1108958859
(１４６ｐ ２８ｃｍ)
世界文化シリーズ

OH/20/35 1109029122 ◆OH
歴史学序説
上原専祿／著

◆OH 大明堂 １９５８．５
ヘレニズム -一つの文明の歴史- (４，３７０ｐ ２２ｃｍ)
アーノルド．ジョセフ・トインビー／著 秀村欣二，清水昭次 内容：歴史学の概念　歴史研究への基本態度，歴史学の概念，
／共訳 歴史学の研究課題，歴史学と考古学　歴史学の諸問題　カール
紀伊国屋書店 １９６１．６ ・ラムプレヒトの生涯と業績，封建制度概念の多様性，社会発
(７，３１０ｐ　図版３枚 ２０ｃｍ) 展の法則と類型，社会経済史研究におけるマックス・ウエーバ
ギリシア（古代） ー，あとがき

OH/20/29 1108958990 歴史学
OH/20/1 1108958727

◆OH
北方領土 -古地図と歴史- ◆OH
北方領土問題調査会／編 歴史的思考入門
北方領土問題調査会 １９７１．１ カール・ラムプレヒト／著 上原専祿／訳
(１４４ｐ ３７ｃｍ) 日本評論社 １９４２．４
千島 (３３５ｐ ２２ｃｍ)

OH/20/96 1108959907 経済学著名選集
歴史哲学 音楽－ドイツ

OH/20/3 1108958743
◆OH

南アフリカ
世界文化社 １９６５．４ ◆OH
(１４６ｐ ２８ｃｍ) 歴史と終末論
世界文化シリーズ Ｒ．Ｋ．ブルトマン／著 中川秀恭／訳
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岩波書店 １９５９．１１
(１２，２０１ｐ １９ｃｍ)
岩波現代叢書 ◆OH
キリスト教－教義 歴史 歴史のための弁明 -歴史家の仕事-

OH/20/169 1108961838 マルク・ブロック／著 讃井鉄男／訳
岩波書店 １９５６．６
(２２，１８３ｐ １９ｃｍ)

◆OH 歴史学
歴史と政治 OH/20/10 1108958818
林健太郎／著
有信堂 １９６５．８
(２５２ｐ １９ｃｍ) ◆OH
世界史 歴史の誕生 第２巻

OH/20/8 1108958792 大阪読売新聞社／編
浪速社 １９６７．４
(２８７ｐ １８ｃｍ)

◆OH OH/20/103 1108959972
歴史にみる実力者の条件 -対談・人とその時代-
城山三郎／著
講談社 １９７８．１０ ◆OH
(１９５ｐ ２０ｃｍ) 歴史のみかた

OH/20/170 1108961846 茅野良男／著
紀伊国屋書店 １９６４．１２
(２３２ｐ １８ｃｍ)

◆OH 紀伊國屋新書
歴史のあけぼの 参考文献：ｐ２２２～２２９
Ｇ．チャイルド／〔著〕 今来陸郎／訳 武藤潔／訳 歴史学
岩波書店 １９５８．６ OH/20/6 1108958776
(３３３，５ｐ １９ｃｍ)
考古学

OH/20/9 1108958800 ◆OH
忘れてならぬ歴史の一頁 -徳をもって怨に酬ゆる-
大久保伝蔵／著

◆OH 時事通信社 １９６９．５
歴史の確認 (２２４ｐ １９ｃｍ)
秋山謙蔵／著 日本－歴史－昭和時代 中国－対外関係－日本 太平洋戦争
三笠書房 １９４１．１２ OH/20/98 1108959923
(３６９ｐ １９ｃｍ)

OH/20/105 1108959998
◆OH

ＢＥＲＬＩＮ
◆OH Ｐｈｏｔｏｇｒａｐｈｓ　ｂｙ　Ｌｉｓｅｌｏｔｔｅ　ａｎｄ

歴史の教訓 　Ａｒｍｉｎ　Ｏｒｇｅｌ－Ｋｏｈｎｅ，　Ｔｏｎｉ　Ｓｃｈ
アーノルド・ジョセフ・トインビー／著 松本重治／訳 ｎｅｉｄｅｒ，　ａｎｄ　ｏｔｈｅｒｓ
岩波書店 １９５７．５ Ｈａｎｎｓ　Ｒｅｉｃｈ　Ｖｅｒｌａｇ １９５９
(１２，２１９ｐ １９ｃｍ) (９６ｐ ２９ｃｍ)

OH/20/81 1108959378 Ｔｅｒｒａ　Ｍａｇｉｃａ　Ｂｏｏｋ
OH/20/176 1109029312

◆OH
歴史の地獄 １ ◆OH
オーギュスタン・カバネス／［著］ 安斎和雄／訳 Ｃｈｉｌｅ　ｅｎ　１１０　ｃｕａｄｒｏｓ
白水社 １９７６．１０ ｂｙ　Ｒｏｂｅｒｔ　Ｍ．Ｇｅｒｓｔｍａｎｎ　
(２９６ｐ １９ｃｍ) Ｔｅｒｃｅｒａ　ｅｄ．
白水叢書 Ｈｕｂ．Ｈｏｃｈ ［出版年不明］

OH/20/175 1108961895 (１０９ｐ ２８ｃｍ)
OH/20/177 1109029320

◆OH
歴史の証言 -日華関係－恩を仇で返してよいのか-
大久保伝蔵／著
サンケイ新聞出版局 １９７４．１２
(２８５ｐ １９ｃｍ)

OH/20/174 1108961887

◆OH
歴史の前進
秋山謙蔵／著
４版
四海書房 １９４１．１
(３１５ｐ ２２ｃｍ)

OH/20/2 1108958735
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◆OH 日本－歴史－昭和時代
飛鳥 -その古代史と風土- OH/21/323 1109029791
門脇禎二／著
日本放送出版協会 １９７０．１０
210.33 ◆OH
(２１６ｐ １９ｃｍ) １億人の昭和史 ３
ＮＨＫブックス 毎日新聞社 １９７６．１
日本－歴史－飛鳥時代 (２５８ｐ ２８ｃｍ)

OH/21/260 1108981687 太平洋戦争（１９４１～１９４５） 日本－歴史－昭和時代
OH/21/324 1109029809

◆OH
維新革命前夜物語 ◆OH
白柳秀湖／著 １億人の昭和史 ４
千倉書房 １９４７．９ 毎日新聞社 １９７５．９
(３７２ｐ １９ｃｍ) (２５８ｐ ２８ｃｍ)

OH/21/62 1108971092 日本－歴史－昭和時代
OH/21/325 1109036812

◆OH
維新的人間像 -新時代の予告者たち- ◆OH
奈良本辰也／著 １億人の昭和史 ５
日本放送出版協会 １９７９．６ 毎日新聞社 １９７５．１１
(２４４ｐ １９ｃｍ) (２５８ｐ ２８ｃｍ)
ＮＨＫブックス 日本－歴史－昭和時代
内容：吉田松陰と佐久間象山，高杉晋作と久坂玄瑞，松下村塾 OH/21/326 1109036820
の一日，大村益次郎，明治戊辰年，大久保利通，華を去る
伝記－日本人

OH/21/290 1108982719 ◆OH
１億人の昭和史 ７
毎日新聞社 １９７６．７

◆OH (２５８ｐ ２８ｃｍ)
維新の信條 -園田新吾十五年祭記念- 日本－歴史－昭和時代
岡本太郎／編 OH/21/328 1109036838
中井勝彦 １９７２．４
(２８７ｐ ２２ｃｍ)

OH/21/277 1108981844 ◆OH
１億人の昭和史 ８
毎日新聞社 １９７６．９

◆OH (２５８ｐ ２８ｃｍ)
維新の精神 日本－歴史－昭和時代
藤田省三／著 OH/21/329 1109036846
みすず書房 １９６７．３
(１４６ｐ ２０ｃｍ)
内容：維新の精神，現代における理性の回復，大正デモクラシ ◆OH
ー精神の一側面，当事者優位の原理，「論壇」における知的頽 １億人の昭和史 ９
廃，普遍的な道理にしたがう精神 毎日新聞社 １９７６．１１
社会思想－日本－歴史－近代 (２５８ｐ ２８ｃｍ)

OH/21/151 1108975648 日本－歴史－昭和時代
OH/21/330 1109036853

◆OH
出雲大社 ◆OH
千家尊統／著 １億人の昭和史 １０
学生社 １９６８．８ 毎日新聞社 １９７７．１
(２６１ｐ ２０ｃｍ) (２５８ｐ ２８ｃｍ)
出雲大社 日中戦争（１９３７～１９４５） 検閲 日本－歴史－昭和時代

OH/21/269 1108981778 OH/21/330-2 1109036861

◆OH ◆OH
１億人の昭和史 １ １億人の昭和史 １１
毎日新聞社 １９７５．５ 毎日新聞社 １９７６．３
(２５８ｐ ２８ｃｍ) (２５８ｐ ２８ｃｍ)
満州事変（１９３１～１９３２） 日本－歴史－昭和時代 日本－歴史－大正時代

OH/21/322 1109029783 OH/21/331 1109036879

◆OH ◆OH
１億人の昭和史 ２ 埋もれた銅鐸
毎日新聞社 １９７５．７ 森秀人／著
(２５８ｐ ２８ｃｍ) 紀伊国屋書店 １９７０．３
二・二六事件（１９３６） 日中戦争（１９３７～１９４５） (１７８ｐ １８ｃｍ)
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銅鐸
OH/21/233 1108981430

◆OH
近江高天原の発掘

◆OH 吾郷清彦／著
海鳴りの日々 -かくされた戦後史の断層- 琵琶湖研究会 １９７９．１０
大久保武雄／著 (１０３ｐ １９ｃｍ)
海洋問題研究会 １９７８．６ OH/21/288 1108982693
397.21
(３３１ｐ ２０ｃｍ)
太平洋戦争（１９４１～１９４５） 朝鮮戦争（１９５０～１ ◆OH
９５３） 小笠原諸島概史 -日米交渉を中心として- その１

OH/21/287 1108982685 石井通則／著
小笠原協会 １９６７．１
(２７６ｐ ２１ｃｍ)

◆OH OH/21/173 1108975697
永遠の飛鳥川 -万葉故郷紀行-
徳永隆平／著
日本交通公社 １９７２．６ ◆OH
(２１０ｐ １８ｃｍ) 概観維新史

OH/21/271 1108981794 維新史料編纂会／編
１７版
明治書院 １９４４．５

◆OH (８８１，６５ｐ ２２ｃｍ)
江戸と大坂 明治維新
幸田成友／著 OH/21/231 1108981414
増補
冨山房 １９４２．５
(４４５，１４ｐ　図版 ２２ｃｍ) ◆OH

OH/21/31 1108970805 金貸と大名
松好貞夫／著
弘文堂 １９５７．１０

◆OH (１９０ｐ １９ｃｍ)
江戸ルポルタージュ -史実と虚説- アテネ新書
綿谷雪／著 日本－経済－歴史－江戸時代
人物往来社 １９６１．２ OH/21/49 1108970979
(３０４ｐ １９ｃｍ)
歴史地理散歩
東京都－歴史 ◆OH

OH/21/38 1108970870 神風特別攻撃隊「ゼロ号」の男 - 追跡ドキュメント消された
戦史 「最初の特攻」が"正史"から抹殺された謎を追う-
大野芳／著

◆OH サンケイ出版 １９８０．８
江戸ルポルタージュ -異説と実説- 続 916
綿谷雪／著 (２３８ｐ １９ｃｍ)
人物往来社 １９６１．６ 太平洋戦争（１９４１～１９４５）
(３０４ｐ １９ｃｍ) OH/21/332 1108985910
歴史地理散歩
東京都－歴史

OH/21/39 1108970888 ◆OH
漢字の起原
加藤常賢／著

◆OH 角川書店 １９７０
王朝 続 (９９５ｐ　図 ２３ｃｍ)
海音寺潮五郎／著 二松学舎大学東洋学研究所
雪華社 １９６１．３ 漢字
(２７４ｐ ２２ｃｍ) OH/21/255 1109029429

OH/21/177 1108975739

◆OH
◆OH 韓来文化の後栄 上

大阪文化史研究 金正柱／編
魚澄惣五郎／著 再版
星野書店 １９４３．６ 韓国資料研究所 １９６３．７
(４０１ｐ １９ｃｍ) (１９２ｐ ２２ｃｍ)
大阪郷土史の研究とその史料(魚澄惣五郎) 難波津と八十島祭( OH/21/216 1108976851
勝谷透) 溝咋神社(天野高信) 天野行宮金剛寺-勤皇僧禅恵法印
(岸本準二) 石山本願寺(佐々木茂八) 大阪城(金丸二郎) 西鶴
の文学に現れた元禄時代大阪の町人精神(有働賢造) 糸荷廻船 ◆OH
考(黒羽兵治郎) 堺刃物工業の発達(鷹津祥造) 浪華画学校の顛 韓来文化の後栄 中
末(木村武夫) 金正柱／編
大阪府－歴史 韓国資料研究所 １９６４．１１

OH/21/142 1108975564 (２２３ｐ ２２ｃｍ)
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OH/21/217 1108976869 時事通信社 １９６１．６
(３９７，８ｐ １９ｃｍ)

OH/21/92 1108975044
◆OH

韓来文化の後栄 下
金正柱／編 ◆OH
韓国資料研究所 １９６３．７ 近世日本国民史 ８５
(３５３ｐ ２２ｃｍ) 徳富猪一郎／著

OH/21/218 1108976877 時事通信社 １９６１．５
(４２５，８ｐ １９ｃｍ)

OH/21/91 1108975036
◆OH

北一輝と日本の近代
Ｇ．Ｍ．ウィルソン／著 岡本幸治／訳 ◆OH
勁草書房 １９７１．１２ 近世日本国民史 ８４
(２５８，７ｐ ２０ｃｍ) 徳富猪一郎／著
ナショナリズム－日本 時事通信社 １９６１．４

OH/21/281 1108981877 (４２５，８ｐ １９ｃｍ)
OH/21/90 1108975028

◆OH
近世地方史研究入門 ◆OH
地方研究協議会／編 近世日本国民史 ９１
岩波書店 １９５５．７ 徳富猪一郎／著
(１０，３１６，１８ｐ １８ｃｍ) 時事通信社 １９６１．１１
岩波全書 (４２３，８ｐ １９ｃｍ)
郷土研究 OH/21/97 1108975119

OH/21/63 1108971100

◆OH
◆OH 近世日本国民史 ９４

近世日本国民史 ８７ 徳富猪一郎／著
徳富猪一郎／著 時事通信社 １９６２．２
時事通信社 １９６１．７ (４０３，１４ｐ １９ｃｍ)
(３８８，７ｐ １９ｃｍ) OH/21/100 1108975143

OH/21/93 1108975051

◆OH
◆OH 近世日本国民史 ９５

近世日本国民史 ９３ 徳富猪一郎／著
徳富猪一郎／著 時事通信社 １９６２．３
時事通信社 １９６２．１ (３９４，１１ｐ １９ｃｍ)
(４２３，８ｐ １９ｃｍ) OH/21/101 1108975150

OH/21/99 1108975135

◆OH
◆OH 近世日本国民史 ９６

近世日本国民史 ８２ 徳富猪一郎／著
徳富猪一郎／著 時事通信社 １９６２．４
時事通信社 １９６１．２ (４２１，１０ｐ １９ｃｍ)
(４３３，８ｐ １９ｃｍ) OH/21/102 1108975168

OH/21/88 1108975002

◆OH
◆OH 近世日本国民史 ９７

近世日本国民史 ７９ 徳富猪一郎／著
徳富猪一郎／著 時事通信社 １９６２．５
時事通信社 １９６０．１１ (４７７，２２ｐ １９ｃｍ)
(４６８，６ｐ １９ｃｍ) OH/21/103 1108975176

OH/21/85 1108974971

◆OH
◆OH 近世日本国民史 ９８

近世日本国民史 ８３ 徳富猪一郎／著
徳富猪一郎／著 時事通信社 １９６２．６
時事通信社 １９６１．３ (４６４，２３ｐ １９ｃｍ)
(４３３，８ｐ １９ｃｍ) OH/21/104 1108975184

OH/21/89 1108975010

◆OH
◆OH 近世日本国民史 ９９

近世日本国民史 ８６ 徳富猪一郎／著
徳富猪一郎／著 時事通信社 １９６２．７
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(６７５，２０ｐ １９ｃｍ) 中央公論社 １９６５．９
OH/21/105 1108975192 (１８２ｐ １８ｃｍ)

中公新書
蒙古－歴史

◆OH OH/21/51 1108970995
近世日本国民史 ７８
徳富猪一郎／著
時事通信社 １９６０．１０ ◆OH
(４３５，６ｐ １９ｃｍ) 元号 -いま問われているもの-

OH/21/84 1108974963 村松剛／著 葦津珍彦／著
日本教文社 １９７７．１２
(１９６ｐ １９ｃｍ)

◆OH 年号
近世日本国民史 ８０ OH/21/141 1108975556
徳富猪一郎／著
時事通信社 １９６０．１２
(４３０，６ｐ １９ｃｍ) ◆OH

OH/21/86 1108974989 元号考証
滝川政次郎／著
永田書房 １９７４．６

◆OH (１９７ｐ ２０ｃｍ)
近世日本国民史 ８８ 年号
徳富猪一郎／著 OH/21/333 1108985928
時事通信社 １９６１．８
(４１０，７ｐ １９ｃｍ)

OH/21/94 1108975085 ◆OH
元号問題あなたはどうする -「昭和」が消える時、何が起るの
か-

◆OH 大森和夫／著
近世日本国民史 ８９ エール出版社 １９７９．３
徳富猪一郎／著 (２０９ｐ １９ｃｍ)
時事通信社 １９６１．９ エールブックス
(３８９，８ｐ １９ｃｍ) 元号

OH/21/95 1108975093 OH/21/14 1108970615

◆OH ◆OH
近世日本国民史 ８１ 絢爛たる暗黒 -私記日本史-
徳富猪一郎／著 宇能鴻一郎／著
時事通信社 １９６１．１ 新潮社 １９６７．５
(４２８，７ｐ １９ｃｍ) (３１７ｐ ２０ｃｍ)

OH/21/87 1108974997 OH/21/190 1108975861

◆OH ◆OH
近世日本国民史 ９０ 号外百年史
徳富猪一郎／著 小野秀雄／編
時事通信社 １９６１．１０ 読売新聞社 １９６９。４
(４１４，７ｐ １９ｃｍ) (４１２ｐ ３０ｃｍ)

OH/21/96 1108975101 日本－歴史－明治以後－史料
OH/21/314 1109029452

◆OH
近世日本国民史 ９２ ◆OH
徳富猪一郎／著 高原千里 -内蒙古回顧録-
時事通信社 １９６１．１２ らくだ会本部 １９７３．９
(４６４，７ｐ １９ｃｍ) (６６０ｐ ２７ｃｍ)

OH/21/98 1108975127 OH/21/318 1109029478

◆OH ◆OH
近世の庶民文化 考古学西から東から
高尾一彦／著 森浩一／著
岩波書店 １９６８．３ 中央公論社 １９８１．７
(３２８，５ｐ １９ｃｍ) (２５４ｐ ２０ｃｍ)
日本歴史叢書 考古学－日本
日本－文化－歴史－江戸時代 OH/21/291 1108982727

OH/21/230 1108981406

◆OH
◆OH 皇国日本の大道

元寇 -蒙古帝国の内部事情- 徳富猪一郎／著
旗田巍／著 明治書院 １９４１．１０
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(２７７ｐ ２１ｃｍ) 八代国治，早川純三郎，井野辺茂雄／著
OH/21/203 1108975994 大増訂

吉川弘文館 １９２８．１２
(ｐ．１１４５－１９００ ２０ｃｍ)

◆OH 内容：さ－そ，た－と
紅塵三百五十年 -続・東京の歴史- OH/21/225 1108976943
樋口清之／著
弥生書房 １９６１．８
(１９６ｐ ２０ｃｍ) ◆OH
東京都－歴史－江戸時代 国史大辞典

OH/21/135 1108975499 八代国治，早川純三郎，井野辺茂雄／著
大増訂
吉川弘文館 １９２９．１

◆OH (ｐ．１９０１－２３８０ ２０ｃｍ)
国語教師五十年 -学校・家庭・書斎- 内容：な－は，ま－や，ら－わ
稲田伊之助／著 OH/21/226 1108976950
三秀社 １９６９．９
(２２４ｐ ２０ｃｍ)

OH/21/239 1108981497 ◆OH
国史大辞典
八代国治，早川純三郎，井野辺茂雄／著

◆OH 大増訂
国史概説 上 吉川弘文館 １９２９．２
文部省／編 (２２９ｐ ２０ｃｍ)
内閣印刷局 １９４３．８ 内容：増補　年表
(４８０ｐ ２１ｃｍ) OH/21/227 1108976968

OH/21/268 1108981760

◆OH
◆OH 国史大辞典

国史学の骨髄 八代国治，早川純三郎，井野辺茂雄／著
平泉澄／著 大増訂
至文堂 １９３２．９ 吉川弘文館 １９２９．４
(２６８ｐ ２２ｃｍ) (１冊 ２０ｃｍ)
内容：国史学の骨髄、歴史の回顧と革新の力、歴史を貫く冥々 内容：附図
の力、溪嵐拾葉集と中世の宗教思想、日本精神発展の段階、中 OH/21/228 1108976976
世文化の基調、一の精神を欠く、国家護持の精神、栗山潜〓と
谷奏山、飛鳥時代の文化、江都督納言願文集発刊の由来、日本
精神 ◆OH
日本－歴史 ここに古代王朝ありき -邪馬一国の考古学-

OH/21/198 1108975945 古田武彦／著
朝日新聞社 １９７９．６
(３４７ｐ ２０ｃｍ)

◆OH 巻末：室見川の銘版測定結果報告書
国史辞典 4（こーし） 邪馬台国
富山房国史辞典編纂部／編 OH/21/303 1108982842
冨山房 １９４３．１２
(９７６ｐ ２７ｃｍ)

OH/21/275 1109029445 ◆OH
こころとみち -国学の歴史精神-
佐野一彦／著

◆OH 靖文社 １９４４．１
国史大辞典 (２６３ｐ ２２ｃｍ)
八代国治，早川純三郎，井野辺茂雄／著 OH/21/56 1108971043
大増訂
吉川弘文館 １９２８．１０
(５１０ｐ ２０ｃｍ) ◆OH
内容：あ－お 古事記講話

OH/21/223 1108976927 山田孝雄／著
有本書店 １９４４．１
(２８７ｐ １９ｃｍ)

◆OH OH/21/33 1108970821
国史大辞典
八代国治，早川純三郎，井野辺茂雄／著
大増訂 ◆OH
吉川弘文館 １９２８．１１ 古事記・日本書紀
(ｐ．５１１－１１４４ ２０ｃｍ) 梅沢伊勢三／著
内容：か―こ 新装版

OH/21/224 1108976935 三一書房 １９７１．９
(２２０ｐ ２０ｃｍ)
古典とその時代

◆OH OH/21/229 1108981398
国史大辞典
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◆OH
◆OH 古都遍歴 -奈良-

古事記のいのち 竹山道雄／著
夜久正雄／著 新潮社 １９５４．４
国民文化研究会 １９６６．３ (２０６ｐ １９ｃｍ)
(２４６ｐ １７ｃｍ) 一時間文庫
国文研叢書 OH/21/45 1108970946
古事記

OH/21/34 1108970839
◆OH

罪悪と栄光 -敗戦時の裏面秘録-
◆OH 山田秀三郎／著

古事記物語 改訂版
太田善麿／著 大日本皇道会総本部 １９７０．１０
社会思想社 １９７１．３ (５２６ｐ ２２ｃｍ)
(２６２ｐ １５ｃｍ) 太平洋戦争（１９４１～１９４５）
 現代教養文庫 OH/21/293 1108982743

OH/21/273 1108981810

◆OH
◆OH 西郷南洲史料

古城物語 西郷吉之助／編
南条範夫／著 東西文化調査会 １９６６．７
文芸春秋新社 １９６１．６ (１冊 ３１×４３ｃｍ)
(２１９ｐ ２０ｃｍ) OH/21/316 1109246650
内容：安土城の鬼門櫓，大坂城の天守閣，春日山城の多聞堂，
名古屋城のお土居下，稲葉山城の一の門，熊本城の空井戸，姫
路城の腹切丸，彦根城の廊下橋，鹿児島城の蘇鉄 ◆OH

OH/21/176 1108975721 最新日本史
森杉多／著
法文社 １９５３．１０

◆OH (１１，４１３ｐ １９ｃｍ)
古代史疑 OH/21/147 1108975614
松本清張／著
中央公論社 １９６８．２
(２４５ｐ ２０ｃｍ) ◆OH

OH/21/264 1108981729 史談あれやこれ
村雨退二郎／著
北辰堂 １９５８．６

◆OH (２２４ｐ １９ｃｍ)
古代の日本 第３ 日本－歴史
角川書店 １９７０．２ OH/21/55 1108971035
(３６５ｐ　図版 ２３ｃｍ)
日本－歴史－古代

OH/21/248 1108981588 ◆OH
七・五事件公判記録
影山正治／編

◆OH 大東塾出版部 １９４２．１２
古代の日本 第５ (１６２ｐ １９ｃｍ)
角川書店 １９７０．１ 右翼
(３４０ｐ　図版 ２３ｃｍ) OH/21/267 1108981752
日本－歴史－古代

OH/21/249 1108981596
◆OH

実在した神話 -発掘された「平原弥生古墳」-
◆OH 原田大六／著

孤島の英霊 -中部太平洋諸島第一次特別慰霊・遺骨収集調査派 学生社 １９６６．７
遣団記録- (２６２ｐ １９ｃｍ)
日本民主同志会／編 古墳
恒友出版 １９７３．１０ OH/21/240 1108981505
(１冊（おもに図） ２６×２２ｃｍ)
太平洋戦争（１９４１～１９４５）

OH/21/65 1109029346 ◆OH
写真図説総合日本史 第１０巻
日本近代史研究会／著

◆OH 東京タイムズ社 １９５７．９
後鳥羽上皇と隠岐島 -史蹟と歴史の集大成- (ｐ４９５－９１８，６ｐ ３１ｃｍ)
村上兼巳／編 日本－歴史－現代
後鳥羽上皇聖蹟顕彰会 １９７５．１１ OH/21/161 1109029676
(１９７ｐ ２０ｃｍ)

OH/21/299 1108982800
◆OH

写真図説総合日本史 第８巻
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日本近代史研究会／著 東京タイムズ社 １９５７．１２
東京タイムズ社 １９５７．８ (図版４９２，３ｐ ３１ｃｍ)
(ｐ９７１－１４９０，３ｐ ３１ｃｍ) 日本－歴史－古代 日本－歴史－中世
日本－歴史－近代 OH/21/157 1109029627

OH/21/159 1109029643

◆OH
◆OH 従軍記者 -日本戦争外史-

写真図説総合日本史 第３巻 全日本新聞連盟 １９６５．９
日本近代史研究会／著 (４４１ｐ ３１ｃｍ)
東京タイムズ社 １９５７．６ 戦争－歴史 従軍記者
(図版ｐ９０３－１３７２ ３１ｃｍ) OH/21/334 1109036887
日本－歴史－古代 日本－歴史－中世

OH/21/154 1109029593
◆OH

修羅 -発掘から復元まで-
◆OH 朝日新聞大阪本社社会部／編

写真図説総合日本史 別巻 朝日新聞社 １９７９．１１
日本近代史研究会／編 (２０１ｐ ２０ｃｍ)
東京タイムズ社 １９５７．９ 遺物－日本
(１３５ｐ ３１ｃｍ) OH/21/292 1108982735
日本－歴史

OH/21/161-2 1109029668
◆OH

証言私の昭和史 第１
◆OH 東京１２チャンネル報道部／編

写真図説総合日本史 第９巻 学芸書林 １９６９．６
日本近代史研究会／著 (３１７ｐ ２０ｃｍ)
東京タイムズ社 １９５８．１ 内容：大正から昭和へ(大塚喜平,甘露寺受長) 片岡蔵相失言す
(４９４，６ｐ ３１ｃｍ) (青木得三,高橋亀吉,今日出海) 私は直訴兵・北原二等卒(北原
日本－歴史－現代 泰作,小酒井正吉) 円本時代来たる(横関愛三,北原正雄) 浅草

OH/21/160 1109029650 の灯(榎本健一,沢田要造) 第一回普選(西尾末広,松村謙三) 人
民の名において(堀内謙介,横田喜三郎) 飛行船ツェッペリン伯
号来日(渡辺紳一郎) 金解禁のころ(小汀利得,高橋亀吉) ロン

◆OH ドン軍縮会議(賀屋興宣,榎本重治) 霧社事件(小島義夫,小島源
写真図説総合日本史 第７巻 治,宮村堅弥) 男子の本懐(松井政平,入沢文明,佐郷屋喜明,浜
日本近代史研究会／著 口巌根) 官吏減俸騒動記(平山孝,藤井五一郎) 売られた娘達(
東京タイムズ社 １９５６．９ 結城哀草果,本堂フミ,山口久吾,南喜一) 大学は出たけれど(土
(ｐ４９５－９６８，３ｐ ３１ｃｍ) 岐雄三,尾崎盛光) 　満州某重大事件(森島守人,宮内霊勝) 満
日本－歴史－近代 州事変勃発す(武内文彬,片倉衷,竹下義晴) 装甲車とクリーク

OH/21/158 1109029635 と(宮崎世竜,田中隆吉) 宣統帝溥儀満州へ(片倉衷) 天竜脱退
事件(天竜三郎,相馬基) 天国に結ぶ恋(吉川重男,岩森伝,五所
平之助) 白木屋の大火始末記(柄島俊輝,鎌倉安一,海保省三) 

◆OH レビュー・ストライキ(水の江滝子,城戸四郎) 踊り踊るなら(
写真図説総合日本史 第２巻 小唄勝太郎,八木沢俊夫,小塚光雄) モボ・モガから日の丸弁当
日本近代史研究会／著 まで(徳川夢声,吉沢典男) 丹那トンネル貫通す(星野茂樹,石川
東京タイムズ社 １９５７．３ 九五) 出た!!少年倶楽部(加藤謙一,須藤憲三,西成俊成) のら
(ｐ４１９－９０２，４ｐ ３１ｃｍ) くろ活躍す(田河水泡,加藤謙一) ムーラン・ルージュの灯(伊
日本－歴史－古代 日本－歴史－中世 馬春部,森繁久弥) 乙女の夢を描き続けて(蕗谷虹児) 昭和史展

OH/21/153 1109029585 望(小西四郎) 昭和初期のころ(原田勝正) 年表. 
日本－歴史－昭和時代

OH/21/246 1108981562
◆OH

写真図説総合日本史 第４巻
日本近代史研究会／著 ◆OH
東京タイムズ社 １９５７．１１ 聖徳太子 -特に和の憲法を中心として-
(図版５６６，４ｐ ３１ｃｍ) 里見岸雄／著
日本－歴史－古代 日本－歴史－中世 里見日本文化学研究所 １９７４．８

OH/21/155 1109029601 (７２ｐ ２２ｃｍ)
OH/21/179 1108975754

◆OH
写真図説総合日本史 第５巻 ◆OH
日本近代史研究会／著 昭和外国映画史 -「月世界探検」から「スター・ウォーズ」ま
東京タイムズ社 １９５６．１１ で-
(図版ｐ５６７－１１２６，７ｐ ３１ｃｍ) 毎日新聞社 １９７８．６
日本－歴史－古代 日本－歴史－中世 (３２２ｐ ２８ｃｍ)

OH/21/156 1109029619 別冊１億人の昭和史
映画－歴史

OH/21/338 1109036929
◆OH

写真図説総合日本史 第６巻
日本近代史研究会／著
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◆OH
昭和研究会 -ある知識人集団の軌跡-
酒井三郎／著
ＴＢＳブリタニカ １９７９．６ ◆OH
(３８８ｐ ２０ｃｍ) 昭和流行歌史 -「宮さん宮さん」から「北の宿から」まで心の
私の現代史シリーズ 歌５００曲-
巻末：関連年表 毎日新聞社 １９７７．１
日本－歴史－昭和時代 (３１４ｐ ２８ｃｍ)

OH/21/307 1108982891 別冊　１億人の昭和史
流行歌－歴史

OH/21/339 1109036937
◆OH

昭和史の天皇 １
読売新聞社／編 ◆OH
読売新聞社 １９６７．９ 女帝と道鏡 -天平末葉の政治と文化-
(３９６ｐ ２２ｃｍ) 北山茂夫／著
日本－歴史－昭和時代 中央公論社 １９６９

OH/21/242 1108981521 (１８９ｐ １８ｃｍ)
中公新書
付：参考文献

◆OH 日本－歴史－奈良時代
昭和史の天皇 ２ OH/21/265 1108981737
読売新聞社／編
読売新聞社 １９６７．１２
(４１１ｐ　図版 ２２ｃｍ) ◆OH
日本－歴史－昭和時代 資料日本史

OH/21/243 1108981539 小澤榮一［ほか］／編
清水書院 １９５２．１
(３２８ｐ ２２ｃｍ)

◆OH  学習活用資料シリーズ
昭和スポーツ史 -オリンピック８０年- OH/21/17 1108970631
毎日新聞社 １９７６．９
(３０６ｐ ２７ｃｍ)
別冊　１億人の昭和史 ◆OH

OH/21/336 1109036903 史話東と西
幸田成友／著
中央公論社 １９４０．１

◆OH (３５３ｐ ２０ｃｍ)
昭和動乱私史 上 OH/21/146 1108975606
矢次一夫／著
２版
経済往来社 １９７１．６ ◆OH
(１６，５６６ｐ ２２ｃｍ) 新稿日本古代文化
日本－歴史－昭和時代 和辻哲郎／著

OH/21/283 1108981893 岩波書店 １９５１．５
(１３，４０５ｐ　図版２枚 １９ｃｍ)
日本文化

◆OH OH/21/143 1108975572
昭和動乱の真相
安倍源基／著
原書房 １９７７．１０ ◆OH
210.7 壬申の乱
(５，４０５ｐ ２２ｃｍ) 亀田隆之／著
日本－歴史－昭和時代 至文堂 １９６１．１

OH/21/286 1108982677 (２３７ｐ １９ｃｍ)
日本歴史新書
日本－歴史－古代

◆OH OH/21/37 1108970862
昭和日本映画史 -“目玉の松ちゃん”から「人間の証明」まで
-
毎日新聞社 １９７７．１２ ◆OH
(３２２ｐ ２８ｃｍ) 人物・日本の歴史 １
別冊１億人の昭和史 読売新聞社 １９６６．９
映画－日本－歴史 (３２０ｐ １９ｃｍ)

OH/21/337 1109036911 参考文献：ｐ．３１６－３１７
日本－歴史－大和時代

OH/21/245 1108981554
◆OH

昭和の流行歌手 -佐藤千夜子からピンク・レディーまで-
毎日新聞社 １９７８．１ ◆OH
(３１４ｐ ２８ｃｍ) 神武天皇紀元論 -紀元節の正しい見方-
別冊１億人の昭和史 日本文化研究会／編
流行歌－日本 立花書房 １９５８．３

OH/21/335 1109036895 (３９７ｐ １９ｃｍ)
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OH/21/181 1108975770 毎日新聞社 １９７８．５
(２５８ｐ ２８ｃｍ)

OH/21/321-2 1109318491
◆OH

神話時代 -民族の思い出として読まれるように-
肥後和男／著 ◆OH
至文堂 １９５９．８ 世界の中の日本百年
(２３３ｐ １９ｃｍ) 会田雄次　等／著
日本歴史新書 文藝春秋 １９６７．１０
日本－歴史－古代 神話－日本 (２５８ｐ ２０ｃｍ)

OH/21/280 1108981869 OH/21/251 1108981612

◆OH ◆OH
随筆池田勇人 世界平和への歩み
林房雄／著 世界連邦日本青年協議会 １９６５．９
サンケイ新聞社出版局 １９６８．５ (１７５ｐ（図版共） ３６ｃｍ)
(５３９ｐ １９ｃｍ) OH/21/170 1109029395

OH/21/256 1108981646 OH/21/171 1109029403

◆OH ◆OH
素顔の昭和 -戦後- 戦国史談
戸川猪佐武／著 高柳光寿／著
光文社 １９７８．８ 人物往来社 １９６６．１０
(２７０ｐ ２０ｃｍ) (３０７ｐ １９ｃｍ)
日本－歴史－昭和時代 日本－歴史－随筆

OH/21/169 1108975671 OH/21/261 1108981695

◆OH ◆OH
素顔の昭和 -戦前- 戦国の人々
戸川猪佐武／著 高柳光寿／著
光文社 １９７８．８ 春秋社 １９６２．３
(２５８ｐ ２０ｃｍ) (２４６ｐ ２０ｃｍ)
日本－歴史－昭和時代 日本－歴史－中世

OH/21/168 1108975663 OH/21/40 1108970896

◆OH ◆OH
世界史的立場と日本 戦国武将の生活
高坂正顕／等述 桑田忠親／著
中央公論社 １９４３．３ 角川書店 １９６９．９
(４４３ｐ １９ｃｍ) (２７２ｐ １９ｃｍ)

OH/21/26 1108970722 角川選書
武士

OH/21/184 1108975804
◆OH

世界史と日本
林健太郎／著 ◆OH
新潮社 １９６５．５ 戦国乱世 -対談-
(２４２ｐ ２０ｃｍ) 海音寺潮五郎／著 桑田忠親／著

OH/21/28 1108970748 角川書店 １９６９．８
(２４２ｐ １９ｃｍ)
角川選書

◆OH OH/21/187 1108975838
世界史における日本
Ｇ．Ｂ．サンソム／著 大窪愿二／著
岩波書店 １９５１．１１ ◆OH
(１５８ｐ １８ｃｍ) 戦後日本小史 上巻
岩波新書 矢内原忠雄／編

OH/21/47 1109309557 東京大学出版会 １９５８．９
(３，２７２ｐ ２１ｃｍ)
総説(矢内原忠雄) 経済(大内兵衛) 労働(大河内一男)

◆OH 日本－歴史－昭和時代
世界史の中の１億人の昭和史 ３ OH/21/18 1108970649
毎日新聞社 １９７８．３
(２５８ｐ ２８ｃｍ)

OH/21/321 1109029502 ◆OH
船場今昔物語 後編
福島祐二／編

◆OH 福島商会 １９６９．２
世界史の中の１億人の昭和史 ４ (１０８ｐ ２５ｃｍ)
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OH/21/149 1109029353 (３９９，１８ｐ １９ｃｍ)
OH/21/262 1108981703

◆OH
旋風二十年 -解禁昭和裏面史- 上巻 ◆OH
森正蔵／著 大東亜戦争を見直そう
鱒書房 １９４５．１２ 名越二荒之助／著
210.7 原書房 １９６８．８
(１７４ｐ ２１ｃｍ) 210.75
日本－歴史－昭和時代 (２１２ｐ １８ｃｍ)

OH/21/195 1108975911 太平洋戦争（１９４１～１９４５）
OH/21/188 1108975846

◆OH
旋風二十年 -解禁昭和裏面史- 下巻 ◆OH
森正蔵／著 大東亜戦争肯定論
鱒書房 １９４６．２ 林房雄／著
210.7 番町書房 １９６４．９
(１８９ｐ ２１ｃｍ) (２６３ｐ １９ｃｍ)
日本－歴史－昭和時代 OH/21/12 1108970599

OH/21/196 1108975929

◆OH
◆OH 大東亜戦争写真史 １

戦友 -興国の礎- 四国編 富士書苑／編
加戸宏平／編 富士書苑 １９５４．５
地方人事調査会 １９７８．１２ (２００ｐ ２８ｃｍ)
(８８８ｐ ２６ｃｍ) OH/21/162 1109029684

OH/21/320 1109029494

◆OH
◆OH 大東亜戦争写真史 ２

占領秘録 富士書苑／編
住本利男／著 富士書苑 １９５４．６
毎日新聞社 １９６０．７ (２００ｐ ２８ｃｍ)
(３６１，６ｐ １９ｃｍ) OH/21/163 1109029692
日本－歴史－昭和時代

OH/21/235 1108981455
◆OH

大東亜戦争写真史 ３
◆OH 富士書苑／編

第一次世界大戦 -目で見る戦史- 富士書苑 １９５４．７
Ａ．Ｊ．Ｐ．テイラー／〔著〕 倉田稔／訳 (２００ｐ ２８ｃｍ)
新評論 １９８０．１ OH/21/164 1109029700
(３１６ｐ ２０ｃｍ)
世界大戦（第一次）

OH/21/48 1108970961 ◆OH
大東亜戦争写真史 ４
富士書苑／編

◆OH 富士書苑 １９５４．８
第一次大戦－その戦略 (２００ｐ ２８ｃｍ)
ベイジル・ヘンリー・リデルハート／著 後藤冨男／訳 OH/21/165 1109029361
原書房 １９８０．９
391.2071
(１５，２４１ｐ ２０ｃｍ) ◆OH
世界大戦（第一次） 大東亜戦争写真史 ５
74-562-01079-7 富士書苑／編

OH/21/296 1108982776 富士書苑 １９５４．９
(２００ｐ ２８ｃｍ)

OH/21/166 1109029379
◆OH

大化の改新
海音寺潮五郎／著 ◆OH
河出書房新社 １９５９．２ 大東亜戦争写真史 ６
(３７４ｐ，図版 ２０ｃｍ) 富士書苑／編
現代人の日本史 富士書苑 １９５４．１０

OH/21/7 1108970771 (２００ｐ ２８ｃｍ)
OH/21/167 1109029387

◆OH
大国史美談 第４ ◆OH
北垣恭次郎／著 大日本帝国の興亡 1
実業之日本社 １９４２．５ ジョン・トーランド／著 毎日新聞社／著
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毎日新聞社 １９７１．６ 朝日新聞社 １９６３．５
(２７６，１０ｐ １９ｃｍ) 210.75

OH/21/274 1108981828 (４９３，１０，５ｐ ２２ｃｍ)
太平洋戦争（１９４１～１９４５） 日本－対外関係－歴史－
昭和時代

◆OH OH/21/123 1108975374
太平洋戦争 上
児島襄／著
中央公論社 １９６５．１１ ◆OH
(３２９ｐ １８ｃｍ) 太平洋戦争への道 -開戦外交史- ３
中公新書 日本国際政治学会太平洋戦争原因研究部／編
世界大戦（第二次） 朝日新聞社 １９６２．１２

OH/21/136 1108975507 (４０４，１０ｐ ２２ｃｍ)
太平洋戦争（１９４１～１９４５） 日本－対外関係－歴史－
昭和時代

◆OH OH/21/119 1108975333
太平洋戦争への道 -開戦外交史- １
日本国際政治学会太平洋戦争原因研究部／編
朝日新聞社 １９６３．２ ◆OH
210.75 血の維新史の影に -明治百年のため-
(４９８，１２ｐ ２２ｃｍ) 太田俊穂／著
太平洋戦争（１９４１～１９４５） 日本－対外関係－歴史－ 大和書房 １９６５．１０
昭和時代 (２５５ｐ ２０ｃｍ)

OH/21/117 1108975317 盛岡藩
OH/21/43 1108970920

◆OH
太平洋戦争への道 -開戦外交史- ２ ◆OH
日本国際政治学会太平洋戦争原因研究部／編 地方史研究必携
朝日新聞社 １９６２．１１ 地方史研究協議会／編
210.75 岩波書店 １９５２．７
(４３５，８ｐ ２２ｃｍ) (１０，３１６ｐ １８×１２ｃｍ)
太平洋戦争（１９４１～１９４５） 日本－対外関係－歴史－ 岩波全書
昭和時代 郷土研究

OH/21/118 1108975325 OH/21/1 1108970516

◆OH ◆OH
太平洋戦争への道 -開戦外交史- ４ 筑紫ものがたり -博多二千年史-
日本国際政治学会太平洋戦争原因研究部／編 朝日新聞社／編
朝日新聞社 １９６３．１ 朝日新聞社 １９６７．８
210.75 (３０５ｐ ２０ｃｍ)
(４２６，８ｐ ２２ｃｍ) OH/21/238 1108981489
太平洋戦争（１９４１～１９４５） 日本－対外関係－歴史－
昭和時代

OH/21/120 1108975341 ◆OH
津別町史
新訂

◆OH 北海道網走郡津別町役場 １９７１．３
太平洋戦争への道 -開戦外交史- ５ (１０６５ｐ ２７ｃｍ)
日本国際政治学会太平洋戦争原因研究部／編 OH/21/340 1109310985
朝日新聞社 １９６３．３
210.75
(３９３，６ｐ ２２ｃｍ) ◆OH
太平洋戦争（１９４１～１９４５） 日本－対外関係－歴史－ 帝国主義の時代
昭和時代 江口朴郎／著

OH/21/121 1108975358 岩波書店 １９６９．２
(１８４，１２ｐ １８ｃｍ)
岩波全書

◆OH 付：参考文献
太平洋戦争への道 -開戦外交史- ６ 世界史－近世 帝国主義
日本国際政治学会太平洋戦争原因研究部／編 OH/21/178 1108975747
朝日新聞社 １９６３．４
210.75
(４３７，１０ｐ ２２ｃｍ) ◆OH
太平洋戦争（１９４１～１９４５） 日本－対外関係－歴史－ 鉄剣の謎と古代日本 -シンポジウム-
昭和時代 井上光貞／［ほか著］

OH/21/122 1108975366 新潮社 １９７９．１
(２６２ｐ ２０ｃｍ)
日本－歴史－古代 金石・金石文

◆OH OH/21/302 1108982834
太平洋戦争への道 -開戦外交史- ７
日本国際政治学会太平洋戦争原因研究部／編
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◆OH 岩波書店 １９５０．５
天安門事件 -ドキュメント- (３，２，４９２，９ｐ ２２ｃｍ)
中邦仁／著 OH/21/60 1108971076
文藝春秋 １９７９．４
(２４６ｐ ２０ｃｍ)

OH/21/285 1108981901 ◆OH
東条英機とその時代
矢次一夫／著

◆OH 三天書房 １９８０．７
伝統 210.75
平泉澄／著 (３８１ｐ ２０ｃｍ)
至文堂 １９４０．１ 太平洋戦争（１９４１～１９４５）
(６４９ｐ ２２ｃｍ) OH/21/308 1108982909

OH/21/61 1108971084

◆OH
◆OH 徳川家 -家康を中心に-

天皇の世紀 １ 中村孝也／著
大仏次郎／著 至文堂 １９６１．１２
朝日新聞社 １９６９ (１７９ｐ １９ｃｍ)
(３９２ｐ ２３ｃｍ) 日本歴史新書
日本－歴史－江戸末期 明治維新 日本－歴史－明治時代 日本－歴史－江戸時代

OH/21/219 1108976885 OH/21/42 1108970912

◆OH ◆OH
天皇の世紀 ２ 徳川十五代物語
大仏次郎／著 南条範夫／著
朝日新聞社 １９６９ 平凡社 １９７５．４
(４１９ｐ ２３ｃｍ) (２４９ｐ ２０ｃｍ)
日本－歴史－江戸末期 明治維新 日本－歴史－明治時代 OH/21/180 1108975762

OH/21/220 1108976893

◆OH
◆OH 読史雑考

天皇の世紀 ３ 片山勝／著
大仏次郎／著 法学書院 １９６５．９
朝日新聞社 １９６９ (２７８ｐ １９ｃｍ)
(４２１ｐ ２３ｃｍ) 日本－歴史
日本－歴史－江戸末期 明治維新 日本－歴史－明治時代 OH/21/144 1108975580

OH/21/221 1108976901

◆OH
◆OH 戸畑市史 第２集

天皇の世紀 ４ 戸畑市役所／編
大仏次郎／著 戸畑市役所 １９６１．３
朝日新聞社 １９７０ (１１７５ｐ　図版　地図 ２７ｃｍ)
(４２５ｐ ２３ｃｍ) OH/21/2 1109029338
日本－歴史－江戸末期 明治維新 日本－歴史－明治時代

OH/21/222 1108976919
◆OH

謎の女王卑弥呼 -邪馬台国とその時代-
◆OH 田中昭三／著

東京原木史 -焦土から木場移転まで - 徳間書店 １９６８．６
東京原木協同組合東京原木史編纂委員会／編 (２３２ｐ ２０ｃｍ)
東京原木協同組合 １９７６．１１ 日本－歴史－原始時代
(３２２ｐ　図 　肖像 ２７ｃｍ) OH/21/205 1108976018

OH/21/278 1109029437

◆OH
◆OH 難波の宮

東京裁判 上 山根徳太郎／著
児島襄／著 学生社 １９６４．４
中央公論社 １９７１．３ (２６７ｐ １９ｃｍ)
(２７１ｐ １８ｃｍ) 難波宮
中公新書 OH/21/183 1108975796
極東国際軍事裁判（１９４６～１９４８）

OH/21/258 1108981661
◆OH

奈良
◆OH 永島福太郎／著

東西文明史論考 -国民性の研究- 吉川弘文館 １９６３．１１
三浦新七／著 (１５，３００，１４ｐ ２０ｃｍ)
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日本歴史叢書 日本－歴史－古代
巻末：略年表，参考文献 OH/21/234 1108981448
奈良市－歴史

OH/21/32 1108970813
◆OH

日本古代史の旅
◆OH 加藤蕙／著

鳴門市史 -鳴門に関する文芸作品集- 別巻 新人物往来社 １９７２．１
鳴門市史編纂委員会／編 (３０４ｐ ２０ｃｍ)
鳴門市 １９７１．１０ 日本－歴史－古代
(１３３０，１８ｐ ２２ｃｍ) OH/21/244 1108981547

OH/21/317 1108982925

◆OH
◆OH 日本再発見

日欧通交史 読売新聞社／編
幸田成友／著 １９６３．１
岩波書店 １９４２．６ (３５８ｐ ２０ｃｍ)
(４１４，３４，４０ｐ　図版１枚 ２２ｃｍ) OH/21/24 1108970706
日本－対外関係－ヨーロッパ

OH/21/145 1108975598
◆OH

日本三代の映像 １
◆OH 光文社 １９６７．８

日韓離合之秘史 (２１２ｐ ２２×１８ｃｍ)
久保寺山之輔／著 日本－歴史－明治時代
日本乃姿顕彰会 １９６４．６ OH/21/193 1108975895
(３９７ｐ　図版 ２２ｃｍ)

OH/21/11 1108970573
◆OH

日本三代の映像 ２
◆OH 光文社 １９６７．８

日光歴史散歩 (２１２ｐ ２２×１８ｃｍ)
和歌森太郎／編 日本－歴史－明治時代
河出書房新社 １９６１．６ OH/21/29 1108970755
(２３２ｐ １８ｃｍ)
日光市

OH/21/44 1108970938 ◆OH
日本史新研究
芳賀幸四郎／著

◆OH 新稿版
ニッポン歴史の宿 -東海道の旅人ものがたり- 池田書店 １９６３．３
オリバ－・スタットラー／著 三浦朱門／訳 (４２５ｐ，図版，表 ２２ｃｍ)
人物往来社 １９６１．１２ OH/21/16 1108970623
(３５１ｐ １９ｃｍ)

OH/21/22 1108970680
◆OH

日本史の黒幕
◆OH 会田雄次／〔ほか〕著

日本への直言 平凡社 １９７８．１２
林房雄／著 (３２０ｐ １９ｃｍ)
日本教文社 １９６７．８ 人物評論－日本
(２３７p １９ｃｍ) OH/21/297 1108982784

OH/21/150 1108975630

◆OH
◆OH 日本史の流れをたずねて

日本国誕生の謎 -卑弥呼～神武天皇までを解明! この銅鏡の絵 渡辺保／著
は何を物語るか？！- 大日本雄弁会講談社 １９５８．１０
鯨清／著 (２９４ｐ １９ｃｍ)
日本文芸社 １９７８．７ OH/21/21 1108970672
(２６８ｐ １９ｃｍ)
読物日本史シリーズ
日本－歴史－古代 ◆OH

OH/21/301 1108982826 日本史の謎・石宝殿
間壁忠彦・間壁葭子／著
六興出版 １９７８．１０

◆OH (２３７ｐ １９ｃｍ)
日本古代国家 -倭奴国・女王国・狗奴国- ロッコウ・ブックス
水野祐／著 兵庫県－遺跡・遺物 巨石記念物
紀伊国屋書店 １９６６．１２ OH/21/294 1108982750
(２２２ｐ ２０ｃｍ)
紀伊国屋新書
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◆OH
日本史の法則 -明日を予見する歴史の読み方-
渡部昇一／著 ◆OH
祥伝社 １９７９．３ 日本のミイラ
(２４８ｐ １８ｃｍ) 安藤更生／著
ノンブックス 毎日新聞社 １９６１．７
日本－歴史 (２４１ｐ ２０ｃｍ)

OH/21/306 1108982883 ミイラ
OH/21/64 1108971118

◆OH
日本終戦史 上巻 ◆OH
林茂等／編 日本の歴史 ２１
読売新聞社 １９６２．８ 中央公論社 １９６６．１０
(２４８ｐ １８ｃｍ) (５０８ｐ １８ｃｍ)
八月十五日のクーデター ： ほか 日本－歴史－近代
太平洋戦争（１９４１～１９４５） OH/21/83-1 1109158004

OH/21/185 1108975812

◆OH
◆OH 日本の歴史 １７

日本における近代国家の成立 中央公論社 １９６６．６
Ｅ・Ｈ・ノーマン／著 大窪愿二／訳 (４７６ｐ １８ｃｍ)
岩波書店 １９５３．６ OH/21/82 1108974948
(１４，３３２，１３ｐ １５ｃｍ)
岩波現代叢書
日本－歴史－明治時代 ◆OH

OH/21/25 1108970714 日本の歴史 ２０
中央公論社 １９６６．９
(４６０ｐ １８ｃｍ)

◆OH 日本－歴史－明治時代
日本の遺跡 OH/21/83 1108974955
森豊／著
毎日新聞社 １９６９．７
(２０６ｐ １８ｃｍ) ◆OH
ヤング・エリ－ト選書 日本の歴史 １６

OH/21/259 1108981679 中央公論社 １９６６．５
(４８６ｐ １８ｃｍ)
日本－歴史－江戸時代

◆OH OH/21/81 1108974930
日本の学問
松島栄一／著
日本放送出版協会 １９６８．１０ ◆OH
(１９２ｐ １８ｃｍ) 日本の歴史 １５
ＮＨＫブックス 中央公論社 １９６６．４
日本思想 (４８４ｐ １８ｃｍ)

OH/21/232 1108981422 OH/21/80 1108974922

◆OH ◆OH
日本の課題と世界史 日本の歴史 １１
高山岩男／著 中央公論社 １９６５．１２
弘文堂書房 １９４３．８ (５０２ｐ １８ｃｍ)
(４８８ｐ ２２ｃｍ) OH/21/76 1108971191

OH/21/27 1108970730

◆OH
◆OH 日本の歴史 ８

日本の百年 中央公論社 １９６５．９
笠信太郎／編 (５１８ｐ １８ｃｍ)
社会思想社 １９６６．１０ OH/21/73 1108971183
(４３８ｐ １９ｃｍ)
日本－歴史－明治以後

OH/21/148 1108975622 ◆OH
日本の歴史 １４
中央公論社 １９６６．３

◆OH (４７４ｐ １８ｃｍ)
日本の兵士と農民 OH/21/79 1108974914
Ｅ．Ｈ．ノーマン／著 大窪愿二／訳
岩波書店 １９５８．８
(１５７ｐ １９ｃｍ) ◆OH
岩波現代叢書 日本の歴史 １２

OH/21/46 1108970953 中央公論社 １９６６．１
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(５２０ｐ １８ｃｍ)
OH/21/77 1108971209 ◆OH

日本の歴史 ５
読売新聞社 １９６０．２

◆OH (３１４，６ｐ　図版６枚 ２３ｃｍ)
日本の歴史 １０ 日本－歴史－南北朝時代
中央公論社 １９６５．１１ OH/21/110 1108975242
(５０２ｐ １８ｃｍ)

OH/21/75 1108975077
◆OH

日本の歴史 ４
◆OH 読売新聞社 １９５９

日本の歴史 ７ (３１２，５ｐ ２３ｃｍ)
中央公論社 １９６５．８ OH/21/109 1108975234
(４９８ｐ １８ｃｍ)

OH/21/72 1108971175
◆OH

日本の歴史 ３
◆OH 読売新聞社 １９６０．２

日本の歴史 ６ (３１２，６ｐ　図版６枚 ２３ｃｍ)
中央公論社 １９６５．７ 日本－歴史－平安時代
(４９０ｐ　図版１枚 １８ｃｍ) OH/21/108 1108975226

OH/21/71 1108971167

◆OH
◆OH 日本の歴史 ２

日本の歴史 ２ 読売新聞社 １９６０．３
中央公論社 １９６５．３ (３１２，６ｐ　図版６枚 ２３ｃｍ)
(４２２ｐ １８ｃｍ) 日本－歴史－古代
日本－歴史 OH/21/107 1108975218

OH/21/67 1108971126

◆OH
◆OH 日本の歴史 １

日本の歴史 ３ 読売新聞社 １９５９．１
中央公論社 １９６５．４ (３１２，４ｐ　図版６枚 ２３ｃｍ)
(５０４ｐ １８ｃｍ) 日本－歴史－原始時代
日本－歴史 OH/21/106 1108975200

OH/21/68 1108971134

◆OH
◆OH 日本の歴史 ９

日本の歴史 中 中央公論社 １９６５．１０
井上清／著 (４８８ｐ １８ｃｍ)
岩波書店 １９６５．１０ OH/21/74 1108975069
(３，２２４ｐ １８ｃｍ)
岩波新書

OH/21/282 1108981885 ◆OH
日本の歴史 １１
読売新聞社 １９５９．１２

◆OH (３１６，４ｐ ２３ｃｍ)
日本の歴史 １２ OH/21/115 1108975291
読売新聞社 １９６０．１
(３１６，４ｐ　図版６枚 ２３ｃｍ)
日本－歴史－大正時代 日本－歴史－昭和時代 ◆OH

OH/21/116 1108975309 日本の歴史 ８
読売新聞社 １９６０．７
(３１４，６ｐ ２３ｃｍ)

◆OH OH/21/113 1108975275
日本の歴史 ７
読売新聞社 １９５９．１１
(３１６，４ｐ　図版６枚 ２３ｃｍ) ◆OH
日本－歴史－安土桃山時代 日本の歴史 １０

OH/21/112 1108975267 読売新聞社 １９６０．６
(３１６，４ｐ ２３ｃｍ)

OH/21/114 1108975283
◆OH

日本の歴史 ６
読売新聞社 １９５９．１２ ◆OH
(３１４，６ｐ　図版６枚 ２３ｃｍ) 日本の歴史
日本－歴史－室町時代 秋山謙蔵／著

OH/21/111 1108975259 岩波書店 １９４１．２
(４１１ｐ ２２ｃｍ)
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日本－歴史 ◆OH
OH/21/13 1108970607 日本文化研究 第１巻Ａ

新潮社 １９５８．１１
(５４ｐ ２１ｃｍ)

◆OH OH/21/207-1 1108976034
日本の歴史 ジュニア版　１
新版
読売新聞社 １９７０．５ ◆OH
(２８８ｐ ２２ｃｍ) 日本文化研究 第１巻Ｂ

OH/21/3 1108970524 新潮社 １９５８．１１
(５２ｐ ２１ｃｍ)

OH/21/207-2 1108976042
◆OH

日本の歴史 ジュニア版　２
読売新聞社 １９６０．５ ◆OH
(２８８ｐ ２２ｃｍ) 日本文化研究 第１巻Ｃ

OH/21/4 1108970532 新潮社 １９５８．１１
(５０ｐ ２１ｃｍ)

OH/21/207-3 1108976059
◆OH

日本の歴史 ジュニア版　３
読売新聞社 １９６０．６ ◆OH
(２８８ｐ ２２ｃｍ) 日本文化研究 第１巻Ｄ

OH/21/5 1108970540 新潮社 １９５８．１１
(４８ｐ ２１ｃｍ)

OH/21/207-4 1108976067
◆OH

日本の歴史 ジュニア版　４
読売新聞社 １９６０．７ ◆OH
(２８８ｐ ２２ｃｍ) 日本文化研究 第１巻Ｅ

OH/21/6 1108970557 新潮社 １９５８．１１
(５３ｐ ２１ｃｍ)

OH/21/207-5 1108976075
◆OH

日本の歴史 ４
中央公論社 １９６５．５ ◆OH
(５０８ｐ １８ｃｍ) 日本文化研究 第１巻Ｆ
日本－歴史 新潮社 １９５８．１１

OH/21/69 1108971142 (６５ｐ ２１ｃｍ)
OH/21/207-6 1108976083

◆OH
日本の歴史 ５ ◆OH
中央公論社 １９６５．６ 日本文化研究 第１巻Ｇ
(４８８ｐ　図 １８ｃｍ) 新潮社 １９５８．１１
日本－歴史 (５１ｐ ２１ｃｍ)

OH/21/70 1108971159 OH/21/207-7 1108976091

◆OH ◆OH
日本橋駿河町由来記 日本文化研究 第２巻Ａ
駿河不動産 １９６７．３ 新潮社 １９５９．２
(６１２ｐ  図版５１枚 　地図１１枚 ２２ｃｍ) (５２ｐ ２１ｃｍ)
日本橋（東京都中央区） OH/21/208-1 1108976109

OH/21/192 1108975887

◆OH
◆OH 日本文化研究 第２巻Ｃ

日本発見記 新潮社 １９５９．２
奥平里義／著 (４７ｐ ２１ｃｍ)
「日本発見記」編纂会 １９７１．８ OH/21/208-3 1108976521
(４０４ｐ　図 ２２ｃｍ)

OH/21/279 1108981851
◆OH

日本文化研究 第２巻Ｄ
◆OH 新潮社 １９５９．２

日本文化 (４７ｐ ２１ｃｍ)
肥後和男／著 OH/21/208-4 1108976539
弘文堂書房 １９３９．８
(４２７ｐ １９ｃｍ)

OH/21/140 1108975549 ◆OH
日本文化研究 第２巻Ｅ
新潮社 １９５９．２
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(５２ｐ ２１ｃｍ)
OH/21/208-5 1108976547 ◆OH

日本文化研究 第４巻Ｂ
新潮社 １９５９．４

◆OH (４９ｐ ２１ｃｍ)
日本文化研究 第２巻Ｆ OH/21/210-2 1108976653
新潮社 １９５９．２
(４９ｐ ２１ｃｍ)

OH/21/208-6 1108976554 ◆OH
日本文化研究 第４巻Ｃ
新潮社 １９５９．４

◆OH (４６ｐ ２１ｃｍ)
日本文化研究 第２巻Ｇ OH/21/210-3 1108976661
新潮社 １９５９．２
(４６ｐ ２１ｃｍ)

OH/21/208-7 1108976562 ◆OH
日本文化研究 第４巻Ｄ
新潮社 １９５９．４

◆OH (５２ｐ ２１ｃｍ)
日本文化研究 第３巻Ａ OH/21/210-4 1108976679
新潮社 １９５９．３
(４８ｐ ２１ｃｍ)

OH/21/209-1 1108976570 ◆OH
日本文化研究 第４巻Ｅ
新潮社 １９５９．４

◆OH (４６ｐ ２１ｃｍ)
日本文化研究 第３巻Ｂ OH/21/210-5 1108976687
新潮社 １９５９．３
(５８ｐ ２１ｃｍ)

OH/21/209-2 1108976588 ◆OH
日本文化研究 第４巻Ｆ
新潮社 １９５９．４

◆OH (４３ｐ ２１ｃｍ)
日本文化研究 第３巻Ｃ OH/21/210-6 1108976695
新潮社 １９５９．３
(４８ｐ ２１ｃｍ)

OH/21/209-3 1108976596 ◆OH
日本文化研究 第４巻Ｇ
新潮社 １９５９．４

◆OH (５７ｐ ２１ｃｍ)
日本文化研究 第３巻Ｄ OH/21/210-7 1108976703
新潮社 １９５９．３
(４５ｐ ２１ｃｍ)

OH/21/209-4 1108976604 ◆OH
日本文化研究 第５巻Ａ
新潮社 １９５９．６

◆OH (５３ｐ ２１ｃｍ)
日本文化研究 第３巻Ｅ OH/21/211-1 1108976711
新潮社 １９５９．３
(４８ｐ ２１ｃｍ)

OH/21/209-5 1108976612 ◆OH
日本文化研究 第５巻Ｂ
新潮社 １９５９．６

◆OH (５０ｐ ２１ｃｍ)
日本文化研究 第３巻Ｆ OH/21/211-2 1108976729
新潮社 １９５９．３
(４９ｐ ２１ｃｍ)

OH/21/209-6 1108976620 ◆OH
日本文化研究 第５巻Ｃ
新潮社 １９５９．６

◆OH (５０ｐ ２１ｃｍ)
日本文化研究 第３巻Ｇ OH/21/211-3 1108976737
新潮社 １９５９．３
(６２ｐ ２１ｃｍ)

OH/21/209-7 1108976638 ◆OH
日本文化研究 第５巻Ｄ
新潮社 １９５９．６

◆OH (５９ｐ ２１ｃｍ)
日本文化研究 第４巻Ａ OH/21/211-4 1108976745
新潮社 １９５９．４
(４７ｐ ２１ｃｍ)

OH/21/210-1 1108976646 ◆OH
日本文化研究 第５巻Ｅ
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新潮社 １９５９．６
(５３ｐ ２１ｃｍ)

OH/21/211-5 1108976752 ◆OH
日本文化研究 第７巻Ｂ
新潮社 １９５９．１０

◆OH (５９ｐ ２１ｃｍ)
日本文化研究 第５巻Ｆ OH/21/213-2 1108976992
新潮社 １９５９．６
(６１ｐ ２１ｃｍ)

OH/21/211-6 1108976760 ◆OH
日本文化研究 第７巻Ｃ
新潮社 １９５９．１０

◆OH (５９ｐ ２１ｃｍ)
日本文化研究 第５巻Ｇ OH/21/213-3 1108977008
新潮社 １９５９．６
(４３ｐ ２１ｃｍ)

OH/21/211-7 1108976778 ◆OH
日本文化研究 第７巻Ｄ
新潮社 １９５９．１０

◆OH (５２ｐ ２１ｃｍ)
日本文化研究 第６巻Ａ OH/21/213-4 1108981216
新潮社 １９５９．７
(４１ｐ ２１ｃｍ)

OH/21/212-1 1108976786 ◆OH
日本文化研究 第７巻Ｅ
新潮社 １９５９．１０

◆OH (４９ｐ ２１ｃｍ)
日本文化研究 第６巻Ｂ OH/21/213-5 1108981224
新潮社 １９５９．７
(６３ｐ ２１ｃｍ)

OH/21/212-2 1108976794 ◆OH
日本文化研究 第７巻Ｆ
新潮社 １９５９．１０

◆OH (５５ｐ ２１ｃｍ)
日本文化研究 第６巻Ｃ OH/21/213-6 1108981232
新潮社 １９５９．７
(４８ｐ ２１ｃｍ)

OH/21/212-3 1108976802 ◆OH
日本文化研究 第７巻Ｇ
新潮社 １９５９．１０

◆OH (４７ｐ ２１ｃｍ)
日本文化研究 第６巻Ｇ OH/21/213-7 1108981240
新潮社 １９５９．７
(５２ｐ ２１ｃｍ)

OH/21/212-7 1108976810 ◆OH
日本文化研究 第８巻Ａ
新潮社 １９６０．７

◆OH (２９ｐ ２１ｃｍ)
日本文化研究 第６巻Ｄ OH/21/214-1 1108981257
新潮社 １９５９．７
(５８ｐ ２１ｃｍ)

OH/21/212-4 1108976828 ◆OH
日本文化研究 第８巻Ｂ
新潮社 １９６０．７

◆OH (４０ｐ ２１ｃｍ)
日本文化研究 第６巻Ｅ OH/21/214-2 1108981265
新潮社 １９５９．７
(４７ｐ ２１ｃｍ)

OH/21/212-5 1108976836 ◆OH
日本文化研究 第８巻Ｃ
新潮社 １９６０．７

◆OH (５３ｐ ２１ｃｍ)
日本文化研究 第６巻Ｆ OH/21/214-3 1108981273
新潮社 １９５９．７
(５８ｐ ２１ｃｍ)

OH/21/212-6 1108976844 ◆OH
日本文化研究 第８巻Ｄ
新潮社 １９６０．７

◆OH (４３ｐ ２１ｃｍ)
日本文化研究 第７巻Ａ OH/21/214-4 1108981281
新潮社 １９５９．１０
(５３ｐ ２１ｃｍ)

OH/21/213-1 1108976984
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◆OH
日本文化研究 第８巻Ｅ OH/21/208-2 1108976513
新潮社 １９６０．７
(５２ｐ ２１ｃｍ)

OH/21/214-5 1108981299 ◆OH
日本文化史研究
内藤虎次郎／著

◆OH 増補第８版
日本文化研究 第８巻Ｆ 弘文堂書房 １９４６．１０
新潮社 １９６０．７ (４２１ｐ ２２ｃｍ)
(５４ｐ ２１ｃｍ) 日本－歴史

OH/21/214-6 1108981307 OH/21/139 1108975531

◆OH ◆OH
日本文化研究 第８巻Ｇ 日本文化史序説
新潮社 １９６０．７ 西田直二郎／著
(５２ｐ ２１ｃｍ) 改造社 １９３２．２

OH/21/214-7 1108981315 (６４５ｐ ２２ｃｍ)
OH/21/138 1108975523

◆OH
日本文化研究 第９巻Ａ ◆OH
新潮社 １９６１．５ 日本文化の起源 -縄文時代に農耕は発生した-
(４８ｐ ２１ｃｍ) 江坂輝弥／著

OH/21/215-1 1108981323 講談社 １９６７．３
(１８９ｐ １８ｃｍ)
講談社現代新書

◆OH OH/21/266 1108981745
日本文化研究 第９巻Ｂ
新潮社 １９６１．５
(５１ｐ ２１ｃｍ) ◆OH

OH/21/215-2 1108981331 日本民族
水野祐／著
至文堂 １９６３．５

◆OH (２１０ｐ　図版２枚 １９ｃｍ)
日本文化研究 第９巻Ｃ 日本歴史新書
新潮社 １９６１．５ 日本民族
(４６ｐ ２１ｃｍ) OH/21/19 1108970656

OH/21/215-3 1108981349

◆OH
◆OH 日本ルネッサンス誕生 -日本ルネッサンス史論-

日本文化研究 第９巻Ｄ 福本和夫／著
新潮社 １９６１．５ インタープレス １９７７．１０
(４２ｐ ２１ｃｍ) (２６３ｐ １９ｃｍ)

OH/21/215-4 1108981356 インターブックス
日本－歴史－近世

OH/21/305 1108982875
◆OH

日本文化研究 第９巻Ｅ
新潮社 １９６１．５ ◆OH
(６４ｐ ２１ｃｍ) 日本歴史を点検する -対談-

OH/21/215-5 1108981364 海音寺潮五郎，司馬遼太郎／著
講談社 １９７０
(２２６ｐ ２０ｃｍ)

◆OH 日本－歴史
日本文化研究 第９巻Ｆ OH/21/253 1108981620
新潮社 １９６１．５
(５４ｐ ２１ｃｍ)

OH/21/215-6 1108981372 ◆OH
日本歴史概説 上巻
川上多助／著

◆OH 岩波書店 １９３７．４
日本文化研究 第９巻Ｇ (９，４３０ｐ ２１ｃｍ)
新潮社 １９６１．５ OH/21/257 1108981653
(４０ｐ ２１ｃｍ)

OH/21/215-7 1108981380
◆OH

日本歴史の内省
◆OH 秋山謙蔵／著

日本文化研究 第２巻Ｂ 岩波書店 １９４３．３
新潮社 １９５９．２ (３０８ｐ ２２ｃｍ)
(５２ｐ ２１ｃｍ) OH/21/197 1108975937
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富士書苑 １９５３．８
(３５４ｐ　図版２枚 ２２ｃｍ)

◆OH 内容：ソ連の参戦（森田芳夫）　解散の嵐の中に（森田芳夫）
日本論 　三八線に変貌する北と南（森田芳夫）　北鮮の憂愁（森田芳
戴季陶／著 市川弘／訳 夫）　脱出（森田芳夫）　待ちわびる心（森田芳夫）　狂瀾の
社会思想社 １９７２．３ 中の女達（木下宗一）　京城の落陽（吉田儀助）　北鮮脱出記
(２４９ｐ １９ｃｍ) （谷村幸彦）　北鮮最期の日（兼元淳夫）　天国から地獄へ（

OH/21/172 1108975689 福島謙造）　平壌哀詩（木下常男）　純潔を守って（赤尾彰子
）　さらば雄基（吉田伊義）　四つの魂よさようなら（片山智
恵）　掠奪と赤色の劫火（中保与作）

◆OH 日本－歴史－昭和時代 太平洋戦争
破滅への道 -私の昭和史- OH/21/132 1108975465
上村伸一／著
鹿島研究所出版会 １９６６．７
(２２３ｐ　図版 １９ｃｍ) ◆OH

OH/21/270 1108981786 秘録大東亜戦史 -歴史はここに- 開戦篇
田村吉雄／編
富士書苑 １９５３．１２

◆OH (２７１ｐ　図版２枚 ２２ｃｍ)
美と宗教の発見 -創造的日本文化論- 内容：満州事変の勃発，事変前の満州，ワシントン会議，軍縮
梅原猛／著 時代，絶望か革新か，国際連盟脱退，陸軍の部内抗争，事変日
筑摩書房 １９６７．１ の陸軍攻勢，独逸との提携はじまる，支那事変，日本をリード
(３４３ｐ ２０ｃｍ) する独逸，三国同盟成立，海軍ついに陸軍に屈服，霞ケ関の舞

OH/21/182 1108975788 台裏，開戦序曲，かくて開戦へ（秋定鶴三）　欧州大戦勃発す
，第二次世界戦争とアメリカ独ソ戦争（新名丈夫）
太平洋戦争 日本－歴史－昭和時代

◆OH OH/21/134 1108975481
卑弥呼と倭王 -倭人伝・記紀の再検討-
阿部秀雄／著
講談社 １９７１．２ ◆OH
(３８２ｐ ２０ｃｍ) 秘録大東亜戦史 原爆国内篇
邪馬台国 日本－歴史－古代 田村吉雄／編

OH/21/206 1108976026 富士書苑 １９５３．１１
(３５３ｐ ２２ｃｍ)
内容：北辺の悲劇（森川勇作）　霧の中の死闘（山口武光）　

◆OH 敗戦の道（三沢重美）　北海道戦争末期図絵（森川勇作）　予
百夜一話・日本の歴史 第２ 告された空襲（本多徳治）　猛火に崩れた仙台（佐藤英敏）　
和歌森太郎／著 山本藤枝／著 ああこの惨渦（高橋清一）　記者ざんげ（河合栄）　女子根労
集英社 １９６９．８ 隊（五十嵐清江）　東京の表情（野村正男）　松代大本営異聞
(３４８ｐ　図版 １８ｃｍ) （河合栄）　山本元帥の墓碑（成沢猛）　金鯱炎上（中越富雄

OH/21/247 1108981570 ）　他１５篇
日本－歴史－昭和時代 太平洋戦争

OH/21/130 1108975440
◆OH

白夜の夢 -望郷慰霊之碑建立報告書-
朔北会／編 ◆OH
朔北会 １９８０．３ 秘録大東亜戦史 １
(２１４ｐ ２２ｃｍ) 改訂縮刷決定版
太平洋戦争（１９４１～１９４５）－戦没者 富士書苑 １９５４．５

OH/21/298 1108982792 (５５８ｐ ２１ｃｍ)
太平洋戦争（１９４１～１９４５）

OH/21/124 1108975382
◆OH

秘録大東亜戦史 大陸篇
田村吉雄／編 ◆OH
富士書苑 １９５３．１０ 秘録大東亜戦史 ２
(３３８ｐ ２２ｃｍ) 改訂縮刷決定版
内容：香港攻略戦（未常卓郎）　中国戦線異常あり（山口正雄 富士書苑 １９５４．６
）　大陸航空決戦の実相（益井康一）　ハ路軍との戦い（赤谷 (６５０ｐ ２１ｃｍ)
達）　空し大陸縦断作戦（磯田勇）　中国戦線最期の死闘（大 太平洋戦争（１９４１～１９４５）
久保泰）　支那派遣軍和平交渉秘録（大久保泰）　大陸作戦の OH/21/125 1108975390
全貌（大久保泰）　南支派遣軍夜話（藤沢逸哉）　南京一番乗
り（藤木比佐志）　弱虫兵隊（梅原一雄）　南京政府要人の最
期（大久保泰）　陳群と周仏海（西村忠雄）　孤島の回想（井 ◆OH
上満）　万寿山秘譚（高木富三郎）　北京悪日（丸野不二男） 秘録大東亜戦史 ３
　Ｎ梯団記（竹内順三郎） 改訂縮刷決定版
太平洋戦争 日本－歴史－昭和時代 富士書苑 １９５４．７

OH/21/131 1108975457 (５７２ｐ ２１ｃｍ)
太平洋戦争（１９４１～１９４５）

OH/21/126 1108975408
◆OH

秘録大東亜戦史 朝鮮篇
田村吉雄／編
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◆OH
秘録大東亜戦史 ４ 広島市役所／編
富士書苑 １９５４．８ 広島市役所 １９７１．９
(５５５ｐ ２１ｃｍ) (８９９ｐ ２２ｃｍ)
太平洋戦争（１９４１～１９４５） 第１章広島市内各地区の被爆状況

OH/21/127 1108975416 OH/21/310 1108982933

◆OH ◆OH
秘録大東亜戦史 ５ 広島原爆戦災誌 第１巻
改訂縮刷決定版 広島市役所／編
富士書苑 １９５４．９ 広島市役所 １９７１．８
(５７２ｐ ２１ｃｍ) (６３２ｐ ２２ｃｍ)
太平洋戦争（１９４１～１９４５） OH/21/309 1108982917

OH/21/128 1108975424

◆OH
◆OH フィリピンの一日本人から

秘録大東亜戦史 ６ 大沢清／著
改訂縮刷決定版 新潮社 １９７８．５
富士書苑 １９５４．１０ (２２０ｐ ２０ｃｍ)
(５８０ｐ ２１ｃｍ) OH/21/300 1108982818
太平洋戦争（１９４１～１９４５）

OH/21/129 1108975432
◆OH

平安貴族の世界
◆OH 村井康彦／著

秘録大東亜戦史 比島篇 徳間書店 １９６８．６
田村吉雄／編 (４４８ｐ ２０ｃｍ)
富士書苑 １９５３．８ 日本－歴史－平安時代
(３５４ｐ ２２ｃｍ) OH/21/201 1108975978
日本－歴史－昭和時代 太平洋戦争

OH/21/133 1108975473
◆OH

平安京 -公家貴族の生活と文化-
◆OH 村山修一／著

秘録＊東京裁判 至文堂 １９５７．１１
清瀬一郎／著 (２０７ｐ １９ｃｍ)
読売新聞社 １９６７．３ 日本歴史新書
210.75 日本－歴史－平安時代
(２７７ｐ １９ｃｍ) OH/21/36 1108970854
極東国際軍事裁判（１９４６～１９４８）

OH/21/191 1108975879
◆OH

平安時代の文化
◆OH 中村直勝／著

広島原爆戦災誌 第４巻 至文堂 １９６２．５
広島市役所／編 (２６２ｐ １９ｃｍ)
広島市役所 １９７１．１１ 日本歴史新書
(９１０ｐ ２２ｃｍ) 日本－歴史－平安時代
 第３章広島市内各学校の被爆状況，第４章広島市内主要神社 OH/21/35 1108970847
・寺院・教会の被爆状況，第５章関連市町村の状況

OH/21/312 1108982958
◆OH

平安遷都
◆OH 海音寺潮五郎／著

広島原爆戦災誌 第５巻 河出書房新社 １９５９．１０
広島市役所／編 (３３２ｐ，図版 ２０ｃｍ)
広島市役所 １９７１．１２ 現代人の日本史
(１００９ｐ ２２ｃｍ) OH/21/8 1108970789

OH/21/313 1108982966

◆OH
◆OH 北方の空白 -北方圏における日本・ロシア交渉史-

広島原爆戦災誌 第３巻 吉田武三／著
広島市役所／編 北方文化研究会 １９６７．８
広島市役所 １９７１．１０ (４３２ｐ図版１６枚 ２２ｃｍ)
(６１０ｐ ２２ｃｍ) OH/21/175 1108975713
 第２章広島市内主要官公庁・事業所の被爆状況 

OH/21/311 1108982941
◆OH

炎は流れる -明治と昭和の谷間- １
◆OH 大宅壮一／著

広島原爆戦災誌 第２巻 １９６４．２
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(２５４ｐ ２０ｃｍ) OH/21/315 1109029460
OH/21/53 1108971019

◆OH
◆OH 明治百年 -ドキュメンタリー-

将門記 -真福寺本評釈- ＮＨＫ特別取材班／著
赤城宗徳／著 日本放送出版協会 １９６８．１２
サンケイ新聞出版局 １９６４．１２ (３０２ｐ １９ｃｍ)
(３１５ｐ １９ｃｍ) OH/21/204 1108976000

OH/21/41 1108970904

◆OH
◆OH 明治百年史 -生命の原理 -

満州開拓史 向吉サヲ／著
満洲開拓史刊行会／編 大宇宙真理学会 １９６６．８
満洲開拓史 １９６６．４ (３４４ｐ ２２ｃｍ)
(８３５ｐ ２７ｃｍ) OH/21/30 1108970763
開拓－満州

OH/21/252 1109029411
◆OH

蒙古の襲来
◆OH 海音寺潮五郎／著

満州の獄窓に祈る -最後の引揚牧師の手記・満州戦犯獄中書簡 河出書房新社 １９６０．４
集- (３０７ｐ，図版 ２０ｃｍ)
奉天極友会／編 現代人の日本史
新紀元社 １９７４．６ OH/21/9 1108970797
(４１２ｐ １９ｃｍ)
太平洋戦争－捕虜

OH/21/200 1108975960 ◆OH
物語日本史
家永三郎／編

◆OH 毎日新聞社 １９５１．１１
水戸学の人々 (３２１，３ｐ １９ｃｍ)
高須芳次郎／著 毎日ライブラリー
大東出版社 １９４２．２ OH/21/20 1108970664
(３１９ｐ １９ｃｍ)

OH/21/263 1108981711
◆OH

邪馬台国 -シンポジウム-
◆OH 石井良助・井上光貞／編

緑の日本列島 -激流する明治百年- 創文社 １９６６．８
林房雄／著 (２６２ｐ ２０ｃｍ)
文藝春秋 １９６６．８ 邪馬台国
(３３０ｐ ２０ｃｍ) OH/21/202 1108975986
日本－歴史－明治以後

OH/21/54 1108971027
◆OH

邪馬台国への道 -科学が解いた古代の謎-
◆OH 安本美典／著

明治維新 筑摩書房 １９６５．１０
遠山茂樹／著 (２３７ｐ １８ｃｍ)
岩波書店 １９５４．４ グリーンベルト・シリーズ
(３６８，１５ｐ １８ｃｍ) 邪馬台国
岩波全書 OH/21/254 1108981638
日本－歴史－明治時代

OH/21/186 1108975820
◆OH

大和考古学散歩
◆OH 伊達宗泰／著

明治維新史研究 学生社 １９６８．２
羽仁五郎／著 (２４２ｐ １９ｃｍ)
岩波書店 １９５６．９ OH/21/152 1108975655
(４０８，１１ｐ ２２ｃｍ)
明治維新

OH/21/137 1108975515 ◆OH
大和朝廷
上田正昭／著

◆OH 角川書店 １９６７．１
明治大正昭和の文化 (２３０ｐ １８ｃｍ)
近代日本文化研究会／編 角川新書
東京新聞社 １９７７．４ 日本－歴史－古代
(１９６，１０４ｐ ３１ｃｍ) OH/21/250 1108981604
日本－文化－歴史－明治以後
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◆OH
大和万葉旅行 -飛鳥・葛城周辺- 上巻 ◆OH
堀内民一／〔著〕 歴史を紀行する
角川書店 １９６４．１１ 司馬遼太郎／著
911.125 文藝春秋 １９６９
(１８２ｐ １８ｃｍ) (２５５ｐ　図版 ２０ｃｍ)
角川新書 OH/21/272 1108981802

OH/21/50 1108970987

◆OH
◆OH 歴史的現實

やまと邪馬台国 田辺元／著
新妻利久／著 岩波書店 １９４０．６
４版 (１０９ｐ １９ｃｍ)
新月社 １９６８．２ OH/21/52 1108971001
(３５３ｐ ２２ｃｍ)
日本－歴史－古代

OH/21/199 1108975952 ◆OH
歴史的省察の新対象
上原専禄／著

◆OH 未来社 １９７０．４
洋学史研究序説 -洋学と封建権力- (２７８ｐ ２０ｃｍ)
佐藤昌介／著 OH/21/236 1108981463
岩波書店 １９６４．５
(１０，４０３，１５ｐ ２２ｃｍ)
洋学－歴史 ◆OH

OH/21/59 1108971068 歴史の語る小笠原島
大熊良一／著
南方同胞援護会 １９６６．３

◆OH (８，２５５，１２ｐ ２１ｃｍ)
要約日本史 小笠原諸島
田名網宏／著 OH/21/58 1108971050
改訂版
旺文社 １９５９．５
(３８１ｐ １９ｃｍ) ◆OH

OH/21/194 1108975903 歴史の語る小笠原島
大熊良一／著
改訂版

◆OH 南方同胞援護会 １９６８．１
横浜史を歩く (１３，２５５，１２ｐ ２２ｃｍ)
小田貞夫／著 小笠原諸島
日本放送出版協会 １９７７．１ OH/21/174 1108975705
(２７７ｐ　図 １９ｃｍ)

OH/21/289 1108982701
◆OH

歴史の旅 続
◆OH 文化財調査会／編 亀井勝一郎／監修

頼山陽とその時代 人物往来社 １９６０．１１
中村真一郎／著 (２７０ｐ　地図 ２２ｃｍ)
中央公論社 １９７１．６ OH/21/23 1108970698
(６４４，９ｐ ２２ｃｍ)

OH/21/237 1108981471
◆OH

歴史の誕生 第１巻
◆OH 大阪読売新聞社／編

ライシャワーの日本史 浪速社 １９６７．２
エドウィン・Ｏ．ライシャワー／著 国弘正雄／訳 (２８３ｐ １８ｃｍ)
文藝春秋 １９８６．１０ 日本－歴史－古代
(３８３，〔１９〕ｐ ２０ｃｍ) OH/21/241 1108981513
付：年表
日本－歴史
4-16-340900-9 ◆OH

OH/21/189 1108975853 歴史の断層
１９７１．６
(３０９ｐ ２２ｃｍ)

◆OH OH/21/304 1108982859
霊の国家 -二二六事件遺墨集-
西村望／編著
日本国憂会 １９７０．２ ◆OH
(２１７ｐ ２７ｃｍ) 歴史の知恵と現代
二・二六事件（１９３６） 笠原一男／著

OH/21/319 1109029486 吉川弘文館 １９７６．１２
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(２９４ｐ １９ｃｍ)
OH/21/10 1108970565

◆OH
歴史の夜咄
司馬遼太郎／〔著〕 林屋辰三郎／〔著〕
小学館 １９８１．５
(２７７ｐ ２２ｃｍ)
内容：日本人はどこから来たか，日本人はいかに形成されたか
，古代出雲と東アジア，花開いた古代吉備，フロンティアとし
ての東国，中世瀬戸内の風景，日本人のこころの底流，世界の
なかの日本文化
日本－歴史－評論

OH/21/295 1108982768

◆OH
忘れ得ぬ満州国
古海忠之／著
経済往来社 １９７８．６
(２８８ｐ ２０ｃｍ)

OH/21/276 1108981836
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◆OH
◆OH 世界史における現代のアジア

印度支那の民族と文化 上原専祿／著
松本信広／著 増補改訂版
岩波書店 １９４２．１１ 未来社 １９６１．６
(３７３，３５ｐ ２２ｃｍ) (４００ｐ １９ｃｍ)

OH/22/10 1108985977 歴史－論文集 アジア－論文集
OH/22/4 1108982982

◆OH
思出の内蒙古 -内蒙古回顧録- ◆OH
らくだ会本部 １９７５．１１ 台湾 -苦悶するその歴史-
(５３０ｐ　図・肖像１３枚 ２７ｃｍ) 王育徳／著

OH/22/34 1109037364 弘文堂 １９６４．１
(１９５ｐ １８ｃｍ)
フロンティア・ブックス

◆OH 台湾－歴史
宦官 -側近政治の構造- OH/22/20 1108986058
三田村泰助／著
中央公論社 １９６８．４
(２２１ｐ １８ｃｍ) ◆OH
中公新書 竹島史稿 -竹島（独島）と欝陵島の文献史的考察-

OH/22/15 1108986116 大熊良一／著
原書房 １９６８．１２
(２７７ｐ ２２ｃｍ)

◆OH 竹島
漢の武帝 OH/22/22 1108986124
吉川幸次郎／著
岩波書店 １９４９．１２
(２２８，５ｐ １８ｃｍ) ◆OH
岩波新書 中國革命の思想 -アヘン戦争から新中國まで-
武帝（漢） 竹内好／〔ほか〕著

OH/22/18 1108986033 岩波書店 １９５３．９
(２２２ｐ １８ｃｍ)
岩波新書

◆OH 年表・参考文献あり
現代インド 中国－歴史－民国時代
Ｒ．パームダット／著 大形孝平／訳 OH/22/17 1108986025
岩波書店 １９５６．６
(１４，３５８，７ｐ　図版１枚 １９ｃｍ)
時代の窓 ◆OH
印度－社会 中国近世史

OH/22/19 1108986041 内藤虎次郎／著
弘文堂 １９４７．４
(２４７ｐ ２２ｃｍ)

◆OH 中国－歴史－近世
康煕帝の手紙 OH/22/12 1108985993
岡田英弘／著
中央公論社 １９７９．１１
(１９９ｐ １８ｃｍ) ◆OH
中公新書 中国現代史
中国－歴史－清時代 岩村三千夫，野原四郎／共著

OH/22/8 1108986652 改訂版
岩波書店 １９６４．７
(２２９ｐ １８ｃｍ)

◆OH 岩波新書
西域文明史概論 中国－歴史－近代
羽田亨／著 OH/22/30 1108986108
弘文堂書房 １９３１．４
(１９６ｐ　図版 ２３ｃｍ)
西域－歴史 ◆OH

OH/22/27 1108986157 中国現代史
岩村三千夫，野原四郎／共著
岩波書店 １９５４．１１

◆OH (９，２４３ｐ １８ｃｍ)
世界各国史 ９ 岩波新書
再版 中国－歴史－現代
山川出版社 １９５５．１ OH/22/16 1108986017
(８，３６４，３５ｐ　図版１枚 １９ｃｍ)
中国－歴史

OH/22/25 1108986082 ◆OH
中国とその影
チボール・メンデ／著 高橋正／訳
弘文堂 １９６２．６
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(３４２ｐ １９ｃｍ) ◆OH
中国－社会 同生共死の実体 -汪兆銘の悲劇-

OH/22/14 1108983006 金雄白／著 池田篤紀／訳
時事通信社 １９６０．１２
(４６６ｐ　図版 １９ｃｍ)

◆OH 日中戦争（１９３７～１９４５）
長安 OH/22/35 1108986181
佐藤武敏／著
近藤出版社 １９７１．１１
(２８３，７ｐ　図 ２０ｃｍ) ◆OH
世界史研究双書 東洋史概説
参考文献：ｐ．２７１－２７６ 白鳥清／著
西安－歴史 増補６版

OH/22/38 1108986629 大観堂書店 １９３７．４
(２８２ｐ　図版　地図 ２３ｃｍ)
東洋－歴史

◆OH OH/22/1 1108982974
長沙馬王堆一號漢墓發掘簡報
湖南省博物館／編 中国科学院考古研究所／編 文物編集委員会
／編 ◆OH
文物出版社 １９７２．７ 東洋文化史概説
(１７ｐ，図版３２枚 ２６ｃｍ) 上野菊爾／著

OH/22/39 1108982867 増補第５版
清教社 １９４２．６
(２，４，８，４２７ｐ ２２ｃｍ)

◆OH OH/22/2 1108985936
朝鮮現代史
金三奎／著
筑摩書房 １９６３．７ ◆OH
(１９９，１０ｐ １８ｃｍ) 敦煌学五十年
グリーンベルトシリーズ 神田喜一郎／著
朝鮮－歴史－１９４５年以後 二玄社 １９６０．５

OH/22/21 1108986066 (２４７ｐ ２２ｃｍ)
中国－歴史

OH/22/11 1108985985
◆OH

朝鮮戦争 第３巻
児島襄／著 ◆OH
文藝春秋 １９７７．３ 日本と朝鮮 -シンポジウム-
(４９８ｐ　図 ２０ｃｍ) 旗田巍／編
主要参考文献：ｐ．４９６～４９８ 勁草書房 １９６９．１
朝鮮戦争 (２２４ｐ ２１ｃｍ)

OH/22/36 1108986199 OH/22/29 1108986165

◆OH ◆OH
朝鮮戦争 -米中対決の原形- 売国奴 -李王朝末秘史-
神谷不二／著 野田真弘／著
中央公論社 １９６８．８ 日本ブックスセンター出版局 １９７７．６
(１９５ｐ １８ｃｍ) (１８１ｐ １９ｃｍ)
中公新書 OH/22/37 1108986207

OH/22/24 1108986132

◆OH
◆OH 寳島台湾 -Ｔａｉｗａｎ　ｔｈｅ　ｂｅａｕｔｉｆｕｌ-

統一期の中国 丁星五／主編 伍稼青／校訂 梁実秋／英譯
益村創一／著 国際出版社 １９６０．６
経済往来社 １９７３．７ (２４０ｐ ４０ｃｍ)
(２９３ｐ ２０ｃｍ) OH/22/33 1108986611
中国－歴史

OH/22/40 1109339240
◆OH

ハノイは燃えている
◆OH ハリソン・Ｅ．ソールズベリ／著 朝日新聞外放部／訳

同時代のこと -ヴェトナム戦争を忘れるな- 朝日新聞社 １９６７．４
吉野源三郎／著 (３１０ｐ １９ｃｍ)
岩波書店 １９７４ ベトナム戦争
(２３２ｐ １８ｃｍ) OH/22/26 1108986140
岩波新書
ベトナム戦争

OH/22/32 1108986173 ◆OH
ベトナム戦争への疑問
Ｍ．シバラム／著 小谷秀二郎／訳
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荒地出版社 １９６６．５
(１８９ｐ １９ｃｍ)
ベトナム戦争

OH/22/5 1108982990

◆OH
変革期中国の研究
倉石武四郎／編
岩波書店 １９５５．４
(６，３１７，１１ｐ ２１ｃｍ)
内容：中国における言語問題の本質とその発展　中国の新文学
および近代芸術の伝統と創造　中国旧思想に対する変革運動の
展開　中国における近代民族意識の形成と民族問題　中国にお
ける法および政治意識の変革　中国政治組織の特質とその変革
　中国における土地改革の諸問題　中国における経済構造の変
革とその課題
中国－社会

OH/22/13 1108986009

◆OH
満州近代史
矢野仁一／著
弘文堂書房 １９４１．１２
(６，９，５２０ｐ ２２ｃｍ)
満州－歴史

OH/22/6 1108985951

◆OH
満州問題
矢内原忠雄／著
岩波書店 １９３４．２
(２，２，２７８ｐ ２０ｃｍ)
満州問題

OH/22/7 1108985969

◆OH
見果てぬ夢 -満州国外史-
星野直樹／著
ダイヤモンド社 １９６３．９
(３２６ｐ １９ｃｍ)
満州－歴史

OH/22/9 1108986660

◆OH
目覚めへの旅
エドガー・スノー／著 松岡洋子／訳
紀伊国屋書店 １９６３．９
(３７６ｐ １９ｃｍ)

OH/22/3 1108985944

◆OH
ユートピアをめざして - アジアの曙－死線を越えて-
丸山邦雄／著
しなの出版 １９７０．４
(３９３ｐ １９ｃｍ)

OH/22/23 1108986074

◆OH
Ｅｎｎｉｎ’ｓ　Ｄｉａｒｙ -ｔｈｅ　ｒｅｃｏｒｄ　ｏｆ　
ａ　ｐｉｌｇｒｉｍａｇｅ　ｔｏ　Ｃｈｉｎａ　ｉｎ　Ｓｅａ
ｒｃｈ　ｏｆ　ｔｈｅ　Ｌｏｗ-
Ｅｄｗｉｎ　Ｏ．　Ｒｅｉｓｃｈａｕｅｒ／ｔｒ．
Ｒｏｎａｌｄ　Ｐｒｅｓｓ　Ｃｏｍｐａｎｙ １９５５
(４５４ｐ ２４ｃｍ)

OH/22/28 1108986090
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◆OH
愛の年代記
塩野七生／著 ◆OH
新潮社 １９７５ エリザベス時代の世界像
(２４３ｐ １９ｃｍ) Ｅ．Ｍ．Ｗ．ティリャード／著 磯田光一／訳
内容：大公妃ビアンカ・カペッロの回想録.ジュリア・デリ・ 研究社出版 １９６３．１２
アルビツィの話.エメラルド色の海.パリシーナ侯爵夫人の恋. (２１２ｐ １９ｃｍ)
ドン・ジュリオの悲劇.パンドルフォの冒険.フィリッポ伯の復 イギリス文学－歴史
讐.ヴェネツィアの女.女法王ジョヴァンナ OH/23/5 1108986686

OH/23/70 1108986967

◆OH
◆OH 概観西洋通史

新しい国家主義 -ドイツの新政策- 長寿吉／著
オイゲン・ゲルシュテンマイアー／著 鹿島守之助／訳 同文書院 １９４０．６
鹿島研究所出版会 １９６７．１１ (５２２，８ｐ ２２ｃｍ)
(２４８ｐ １９ｃｍ) 西洋史
鹿島平和研究所選書 OH/23/29 1108986322
ドイツ－政治－歴史－２０世紀

OH/23/22 1108986264
◆OH

ギリシア史研究 第１
◆OH 原随園／著

アレクサンドロス大王の父 創元社 １９４２．６
原隨園／著 (４６２，２０ｐ ２２ｃｍ)
新潮社 １９７４．１０ ギリシャ（古代）－歴史
(２７２ｐ ２０ｃｍ) OH/23/16 1108986793
新潮選書
参考文献あり
ギリシャ－歴史－古代 マケドニア ◆OH

OH/23/73 1108986991 声なき蜂起 -ドイツ国民の抵抗運動- １９３３－１９４５年
Ｇ．ヴァイゼンボルン／著 佐藤晃一／訳編
岩波書店 １９５６．１

◆OH (３３１ｐ １９ｃｍ)
イギリス革命 -１６４０年- 時代の窓
クリストファ・ヒル／編 田村秀夫／訳 ドイツ－歴史
創文社 １９５６．１１ OH/23/18 1108986223
(１８３ｐ １９ｃｍ)
イギリス革命

OH/23/10 1108986736 ◆OH
OH/23/4 1108986678 この目で見たロシア革命 上巻

嶋野三郎／著
国民協会 １９６９．１２

◆OH (１９８ｐ １８ｃｍ)
イーデン回顧録 １ 国民協会シリーズ
イーデン／〔著〕 OH/23/39 1108986421
みすず書房 １９６０．９
(２３３ｐ ２１ｃｍ)

OH/23/27 1108986306 ◆OH
最終戦 -１９４５年ドイツ-
Ｗ・パウル／著 松谷健二／訳

◆OH フジ出版社 １９７９．８
イーデン回顧録 ２ (４３４ｐ ２０ｃｍ)
イーデン／〔著〕 世界戦争（１９３９～１９４５）
みすず書房 １９６０．１２ OH/23/69 1108986959
(２２４ｐ ２１ｃｍ)

OH/23/27-2 1108986314
◆OH

勝利と敗北 -第二次大戦の記録-
◆OH ハンソン・Ｗ・ボールドウィン／著 木村忠雄／訳

永遠の都ローマ -歴史と芸術をたずねて- 朝日新聞社 １９６７．８
モーリス・パレオローグ／著 鹿島守之助・鹿島卯女／編 (４３９ｐ １９ｃｍ)
鹿島研究所出版会 １９６６．６ OH/23/34 1108986371
(２８５ｐ ２１ｃｍ)

OH/23/43 1108986462
◆OH

新義西洋史
◆OH 原随園／著

英国史 下巻 ６版
アンドレ・モロア／著 水野成夫／等訳 日本図書 １９４７．１
白水社 １９４３．１２ (３６５，３７ｐ ２１ｃｍ)
(４８１ｐ １９ｃｍ) OH/23/1 1108986215

OH/23/3 1108986645
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◆OH
第二次大戦回顧録 １８

◆OH ウィンストン・チャーチル／著 毎日新聞翻訳委員会／訳
西洋史の旅 毎日新聞社 １９５４．４
田村秀夫／著 (５，３０４ｐ　図版１枚 １９ｃｍ)
人物往来社 １９６８．６ 世界大戦（第二次）
(３１６ｐ １９ｃｍ) OH/23/60 1108992866

OH/23/24 1108986280

◆OH
◆OH 第二次大戦回顧録 １７

世界平和への正しい道 ウィンストン・チャーチル／著 毎日新聞翻訳委員会／訳
クーデンホーフ・カレルギー／著 鹿島守之助／訳 毎日新聞社 １９５３．１２
鹿島研究所出版会 １９６３．９ (４，５，２７８ｐ　図版１枚 １９ｃｍ)
(２０５ｐ １８ｃｍ) 世界大戦（第二次）
平和 OH/23/59 1108986926

OH/23/23 1108986272

◆OH
◆OH 第二次大戦回顧録 １６

第二次大戦回顧録 ２４ ウィンストン・チャーチル／著 毎日新聞翻訳委員会／訳
ウィンストン・チャーチル／著 毎日新聞社／訳 毎日新聞社 １９５３．８
毎日新聞社 １９５５．１０ (６，４１２ｐ　図版１枚 １９ｃｍ)
(３２３ｐ　図版３枚 １９ｃｍ) 世界大戦（第二次）
世界大戦（第二次） OH/23/58 1108986918

OH/23/66 1108992924

◆OH
◆OH 第二次大戦回顧録 １５

第二次大戦回顧録 ２３ ウィンストン・チャーチル／著 毎日新聞翻訳委員会／訳
ウィンストン・チャーチル／著 毎日新聞社／訳 毎日新聞社 １９５３．４
毎日新聞社 １９５５．７ (７，３２５ｐ　図版５枚 １９ｃｍ)
(５，３０５ｐ　図版１枚 １９ｃｍ) 世界大戦（第二次）
世界大戦（第二次） OH/23/57 1108986603

OH/23/65 1108992916

◆OH
◆OH 第二次大戦回顧録 １４

第二次大戦回顧録 ２２ ウィンストン・チャーチル／著 毎日新聞翻訳委員会／訳
ウィンストン・チャーチル／著 毎日新聞社／訳 毎日新聞社 １９５２．１２
毎日新聞社 １９５５．４ (６，３７０ｐ　図版４枚 １９ｃｍ)
(５，３１０ｐ　図版１枚 １９ｃｍ) 世界大戦（第二次）
世界大戦（第二次） OH/23/56 1108986595

OH/23/64 1108992908

◆OH
◆OH 第二次大戦回顧録 １１

第二次大戦回顧録 ２１ ウィンストン・チャーチル／著 毎日新聞翻訳委員会／訳
ウィンストン・チャーチル／著 毎日新聞社／訳 毎日新聞社 １９５１．１１
毎日新聞社 １９５５．１ (４００ｐ　図版３枚 １９ｃｍ)
(１３，２４１ｐ １９ｃｍ) 世界大戦（第二次）
世界大戦（第二次） OH/23/55 1108986587

OH/23/63 1108992890

◆OH
◆OH 第二次大戦回顧録 １０

第二次大戦回顧録 ２０ ウィンストン・チャーチル／著 毎日新聞翻訳委員会／訳
ウィンストン・チャーチル／著 毎日新聞翻訳委員会／訳 毎日新聞社 １９５１．９
毎日新聞社 １９５４．１１ (４５０ｐ　図版４枚 １９ｃｍ)
(５，２９８ｐ　図版１枚 １９ｃｍ) 世界大戦（第二次）
世界大戦（第二次） OH/23/54 1108986579

OH/23/62 1108992882

◆OH
◆OH 第二次大戦回顧録 ９

第二次大戦回顧録 １９ ウィンストン・チャーチル／著 毎日新聞社／訳
ウィンストン・チャーチル／著 毎日新聞翻訳委員会／訳 毎日新聞社 １９５１．５
毎日新聞社 １９５４．９ (４，３７２ｐ　図版３枚 １９ｃｍ)
(５，２８２ｐ　図版２枚 １９ｃｍ) 世界大戦（第二次）
世界大戦（第二次） OH/23/53 1108986561

OH/23/61 1108992874

◆OH
第二次大戦回顧録 ８
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ウィンストン・チャーチル／著 毎日新聞翻訳委員会／訳 東京大学出版会 １９５４．１２
毎日新聞社 １９５１．２ (２９３ｐ　図版４枚 １９ｃｍ)
(３５６ｐ　図版１枚 １９ｃｍ) 伝記－ヨーロッパ 歴史－中世
世界大戦（第二次） OH/23/9 1108986728

OH/23/52 1108986553

◆OH
◆OH 独逸近世史研究

第二次大戦回顧録 ７ 林健太郎／著
ウィンストン・チャーチル／著 毎日新聞翻訳委員会／訳 近藤書店 １９４３．６
毎日新聞社 １９５０．１１ (４３３ｐ ２２ｃｍ)
(３２４ｐ　図版８枚 １９ｃｍ) ドイツ－歴史－近代
世界大戦（第二次） OH/23/14 1108986777

OH/23/51 1108986546

◆OH
◆OH 独逸近代歴史学研究

第二次大戦回顧録 ６ 上原専禄／著
ウィンストン・チャーチル／著 毎日新聞翻訳委員会／訳 再版
毎日新聞社 １９５０．９ 弘文堂書房 １９４８．２
(２９９ｐ　図版６枚 １９ｃｍ) (２３２ｐ ２２ｃｍ)
世界大戦（第二次） ドイツ－歴史－近代

OH/23/50 1108986538 OH/23/15 1108986785

◆OH ◆OH
第二次大戦回顧録 ５ 独逸中世史研究
ウィンストン・チャーチル／著 毎日新聞翻訳委員会／訳 上原専禄／著
毎日新聞社 １９５０．８ 弘文堂書房 １９４２．５
(３１９ｐ　図版９枚 １９ｃｍ) (３３０ｐ，図版５枚 ２２ｃｍ)
世界大戦（第二次） ドイツ－歴史－中世

OH/23/49 1108986520 OH/23/13 1108986769

◆OH ◆OH
第二次大戦回顧録 ４ 独逸中世史の研究
ウィンストン・チャーチル／著 毎日新聞翻訳委員会／訳 増田四郎／著
毎日新聞社 １９５０．５ 日本評論社 １９４３．１１
(３１０ｐ　図版８枚 １９ｃｍ) (５３８，１１ｐ　図版１枚 ２２ｃｍ)
戦争－歴史 ドイツ－歴史－中世

OH/23/48 1108986512 OH/23/12 1108986751

◆OH ◆OH
第二次大戦回顧録 １ 東洋史と西洋史とのあいだ
ウィンストン・チャーチル／著 毎日新聞翻訳委員会／訳 飯塚浩二／著
毎日新聞社 １９４９．５ 岩波書店 １９６３．４
(３１５ｐ　図版２枚 １９ｃｍ) (３００ｐ １９ｃｍ)
戦争－歴史 歴史

OH/23/45 1108986488 OH/23/2 1108986637

◆OH ◆OH
第二次大戦回顧録 ２ ナポレオン
ウィンストン・チャーチル／著 毎日新聞翻訳委員会／訳 井上幸治／著
毎日新聞社 １９４９．８ 岩波書店 １９５７．１０
(３３９ｐ　図版１枚 １９ｃｍ) (５，１９９，４ｐ　図版２枚 １８ｃｍ)
戦争－歴史 岩波新書

OH/23/46 1108986496 フランス－歴史 ナポレオン
OH/23/8 1108986710

◆OH
第二次大戦回顧録 ３ ◆OH
ウィンストン・チャーチル／著 毎日新聞翻訳委員会／訳 肉食の思想 -ヨーロッパ精神の再発見-
毎日新聞社 １９４９．１２ 鯖田豊之／著
(２８６ｐ　図版１枚 １９ｃｍ) 中央公論社 １９６６．１
戦争－歴史 (１７６ｐ １８ｃｍ)

OH/23/47 1108986504 中公新書
西洋史

OH/23/17 1108986801
◆OH

中世に生きる人々
アイリーン・パウア／著 三好洋子／訳
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◆OH ◆OH
日本人の西洋発見 フランス革命 -八十九年-
ドナルド・キ－ン／著 芳賀徹／訳 Ｇ．ルフェーヴル／著 鈴木泰平／訳
６版 世界書院 １９６１．５
中央公論社 １９７７．６ (２８３，５ｐ　図版１枚 １９ｃｍ)
(５，３２６ｐ　図版１枚 ２０ｃｍ) フランス－革命
日本－歴史－江戸時代 OH/23/6 1108986694

OH/23/28 1109309383

◆OH
◆OH フランス革命夜話

人間から人間へ -わが人民戦線の回想- 辰野隆／著
レオン・ブルム／著 吉田八重子／訳 朝日新聞社 １９６０．３
人文書院 １９７５．２ (２２４ｐ　図版４枚 １９ｃｍ)
(２０７ｐ ２０ｃｍ) フランス革命
人民戦線 OH/23/7 1108986702

OH/23/74 1108987007

◆OH
◆OH 平民の叛徒たち -自由を求めたイギリスの人びと- その１

パリ・コミューン 下 Ｈ．フェイガン／著 秦玄龍／訳
Ｈ．ルフェーヴル／著 河野健二，柴田朝／共訳 岩波書店 １９６０．６
岩波書店 １９６８．４ (７，２０８ｐ　図版１枚 １８ｃｍ)
(６５３，１０ｐ １９ｃｍ) 岩波新書

OH/23/37 1108986405 イギリス－歴史
OH/23/30 1108986330

◆OH
パリ・コミューン 上 ◆OH
Ｈ．ルフェーブル／著 河野健二 柴田朝子／共訳 変貌するソヴェト
岩波書店 １９６７．１０ アイザック・ドイッチャー／著 町野武・渡辺敏／訳
(３０３ｐ １９ｃｍ) みすず書房 １９５８．７

OH/23/36 1108986397 (１７０，６ｐ ２１ｃｍ)
現代史双書

OH/23/26 1108986298
◆OH

バルザックとフランス・リアリズム
Ｇ．ルカーチ／著 男沢淳・針生一郎／訳 ◆OH
岩波書店 １９５５．６ ポルトガル史
(１８２，９ｐ １９ｃｍ) アルベール＝アラン・ブールドン／著 福嶋正徳・広田正敏／
時代の窓 共訳

OH/23/19 1108986231 白水社 １９７９．５
(１５６，２ｐ １８ｃｍ)
文庫クセジュ

◆OH ポルトガル－歴史
パン・ヨーロッパ OH/23/67 1108986934
リヒャルト・Ｎ．クーデンホーフ・カルギー／著 鹿島守之助
／訳
鹿島研究所 １９６１．１０ ◆OH
(２３２ｐ ２２ｃｍ) ヨオロッパの人間
政治運動 吉田健一／〔著〕

OH/23/21 1108986256 講談社 １９７３．１０
(２２３ｐ ２０ｃｍ)
西洋史

◆OH OH/23/72 1108986983
東と西 -アメリカとソ連の同時代史- 1
アンドレ・モロア／著 ルイ・アラゴン／著
読売新聞社 １９６３．１０ ◆OH
(２８４ｐ ２２ｃｍ) ヨーロッパ社会と文学
アメリカ合衆国(アンドレ・モロア著 河盛好蔵訳) ソヴィエト 一橋大学一橋学会／編
連邦(ルイ・アラゴン著 小場瀬卓三訳) 春秋社 １９６２．２

OH/23/32 1108986355 (１９６ｐ １９ｃｍ)
内容：近代ヨーロッパにおける人間の意識（太田可夫），イギ
リス小説の成立（海老池俊治）フランス文学をたどって（山田

◆OH 九朗），ドイツ的とは何か（太畑末吉），ロシアの国民性と文
ヒットラーがそこへやってきた 学（金子幸彦），アメリカ社会の異端者（小原敬士）
西義之／著 文学
文藝春秋 １９７１．７ OH/23/20 1108986249
(３４６ｐ ２０ｃｍ)
ドイツ－歴史－１９３３～１９４５

OH/23/41 1108986447 ◆OH
ヨーロッパとは何か
増田四郎／著
岩波書店 １９６７．７
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(１９９，６ｐ １８ｃｍ) ◆OH
岩波新書 ワイマル共和国 -ヒトラーを出現させたもの-
西洋史 林健太郎／著

OH/23/40 1108986439 中央公論社 １９６３．１１
(２２０ｐ １８ｃｍ)
中公新書

◆OH OH/23/11 1108986744
ヨーロッパの略奪 -現代の歴史的解明-
ディエス・デル・コラール／著 小島威彦／訳
未来社 １９６２．１１ ◆OH
(４７５，４０ｐ　図版 ２２ｃｍ) 我が闘争
ヨーロッパ ヒットラア／著 室伏高信／訳

OH/23/33 1108986363 第一書房 １９４０．６
(４０８ｐ ２０ｃｍ)

OH/23/42 1108986454
◆OH

ルイ・ボナパルトのブリュメール十八日
マルクス／著 伊藤新一／訳 北条元一／訳
岩波書店 １９５４．９
235.066
(２３５ｐ １５ｃｍ)
岩波文庫
二月革命（フランス）（１８４８）

OH/23/71 1108986975

◆OH
ルネッサンス夜話 -近代の黎明に生きた人びと-
高階秀爾／著
平凡社 １９７９．６
(２３５ｐ ２０ｃｍ)
内容：メディチ家の金脈と人脈〔ほか８編〕　巻末：参考文献
（欧文）
ルネサンス

OH/23/68 1108986942

◆OH
歴史の運命と進歩
Ｌ．コラール／著 小島威彦・鈴木成高／訳
未来社 １９６２．５
(２３７ｐ，図版 ２０ｃｍ)

OH/23/38 1108986413

◆OH
ロシア革命の考察
Ｅ．Ｈ．カー／〔著〕 南塚信吾／訳
みすず書房 １９６９．９
238.07
(２６０ｐ ２０ｃｍ)
ロシア革命（１９１７～１９２１）

OH/23/35 1108986389

◆OH
ロシヤ年代記
除村吉太郎／著
３版
弘文堂書房 １９４６．１２
(２，４，８７４，３ｐ ２２ｃｍ)
ロシア文学－歴史 ロシア－歴史

OH/23/31 1108986348

◆OH
ローマ人 -歴史・文化・社会-
ボ－ルスドン／編 長谷川博隆／訳
岩波書店 １９７１．１１
(６，４７２，３ｐ １９ｃｍ)

OH/23/44 1108986470
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◆OH
アフリカ現代史
梅津和郎／著
泰流社 １９７７．４
(２２３ｐ １９ｃｍ)
泰流選書
アフリカ－歴史

OH/24/3 1108987031

◆OH
アフリカの歴史 上
ローランド・オリヴァー／著 Ｊ．Ｄ．フェイジ／著 友田錫・
北詰洋一／訳
時事通信社 １９６４．２
(２０４ｐ １８ｃｍ)
時事新書
アフリカ－歴史

OH/24/1 1108987015

◆OH
アフリカの歴史 下
ローランド・オリヴァー／著 Ｊ．Ｄ．フェイジ／著 友田錫・
北詰洋一／訳
時事通信社 １９６４．２
(２０２ｐ １８ｃｍ)
時事新書
アフリカ－歴史

OH/24/2 1108987023
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◆OH
アメリカ合衆国史 -新版-
チャールズ・ビーアド／他著 杉本重治／他訳 ◆OH
岩波書店 １９６４．９ Ｑｕｅｔｚａｌｃｏａｔｌ
(１９，５６３，２ｐ ２２ｃｍ) ｐｏｒ　Jose Lopez Portillo Ｄｅｍｅｔｒｉｏ　Ｓｏｄｉ 
アメリカ合衆国－歴史 Ｆｅｒｎａｎｄｏ　Ｄｉａｚ　Ｉｎｆａｎｔｅ

OH/25/7 1108992726 Ｓｅｃｒｅｔａｒｉａ　ｄｅ　Ａｓｅｎｔａｍｉｅｎｔｏｓ　
Ｈｕｍａｎｏｓ　ｙ　Ｏｂｒａｓ　Ｐｕｂｌｉｃａｓ １９７
９

◆OH (２４７ｐ ３１ｃｍ)
アメリカ合衆国史 上巻 OH/25/10 1109170231
チャールズ・Ａ．ビーアド，メアリー・Ｒ．ビーアド／共著 
杉本重治，岸村金次郎／共訳
岩波書店 １９４９．１０ ◆OH
(３６４ｐ ２２ｃｍ) Ｔｈｅ　Ｒｅｖｏｌｕｔｉｏｎａｒｙ　Ｗａｒ -Ａｍｅｒｉｃ
アメリカ合衆国－歴史 ａ’ｓ　ｆｉｇｈｔ　ｆｏｒ　ｆｒｅｅｄｏｍ-

OH/25/1 1108987049 ｂｙ　Ｂａｒｔ　ＭｃＤｏｗｅｌｌ　
Ｎａｔｉｏｎａｌ　Ｇｅｏｇｒａｐｈｉｃ　Ｓｏｃｉｅｔｙ 
１９６７

◆OH (１９９ｐ ２６ｃｍ)
消された大酋長 -アメリカ建国のかげに- OH/25/8 1108992734
加藤恭子／著
朝日新聞社 １９７４
(２７８，１０ｐ　地図 ２０ｃｍ)
巻末：参考文献
インディアン

OH/25/9 1108992742

◆OH
原典アメリカ史 ３
アメリカ学会／編・訳 高木八尺／編・訳
岩波書店 １９５３．９
(５４２，１４ｐ　図版１枚 ２２ｃｍ)
アメリカ合衆国－歴史

OH/25/3 1108987064

◆OH
原典アメリカ史 ２
アメリカ学会／編・訳 高木八尺／編・訳
岩波書店 １９５１．９
(４５５，１０ｐ　図版１枚 ２２ｃｍ)
アメリカ合衆国－歴史

OH/25/2 1108987056

◆OH
古代アステカ王国 -征服された黄金の国-
増田義郎／著
中央公論社 １９６８．１２
(２３８ｐ １８ｃｍ)
中公新書
アステカ王国

OH/25/5 1108987106

◆OH
にがい遺産 -ベトナム戦争とアメリカ-
アーサー・シュレジンガー　Ｊｒ．／著 横川信義／訳
毎日新聞社 １９６７．９
(２１５，１５ｐ １９ｃｍ)
アジア問題叢書
アメリカ合衆国－外国関係－ベトナム ベトナム戦争

OH/25/4 1108987072

◆OH
私のみたアメリカ -植村福七教授遺稿集-
植村福七／著
植村教授遺稿集「私のみたアメリカ」刊行会 １９６７．３
(２８０ｐ ２２ｃｍ)

OH/25/6 1108992718
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◆OH
ひとりごつインカ
妣田圭子／著
柏書房 １９７６．７
(９５ｐ ２７ｃｍ)
インカ

OH/26/4 1108992767

◆OH
ラテンアメリカ現代史 １
山川出版社 １９７８．４
(２９２．３７ｐ ２０ｃｍ)
世界現代史
付：年表，参考文献
ラテンアメリカ－歴史

OH/26/3 1108992759

◆OH
ラテン・アメリカ史概説 上巻
田中耕太郎／著
岩波書店 １９４９．８
(１４，３５８ｐ ２２ｃｍ)
内容：序説，コンキスタドーレス，植民地時代，植民地の独立
ラテンアメリカ－歴史

OH/26/1 1108987080

◆OH
ラテン・アメリカ史概説 下巻
田中耕太郎／著
岩波書店 １９４９．１２
(７，３８７，４０ｐ ２２ｃｍ)
内容：独立以後，ラテン・アメリカに対する佛蘭西文化の影響
ラテンアメリカ－歴史

OH/26/2 1108987098
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◆OH
Ｔｈｅ　Ｐａｃｉｆｉｃ　ｔｈｅａｔｅｒ -ｉｓｌａｎｄ　ｒ
ｅｐｒｅｓｅｎｔａｔｉｏｎｓ　ｏｆ　Ｗｏｒｌｄ　Ｗａｒ　
ＩＩ-
ｅｄｉｔｅｄ　ｂｙ　Ｇｅｏｆｆｒｅｙ　Ｍ．Ｗｈｉｔｅ　ａ
ｎｄ　Lamont　Lindstrom
Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ　ｏｆ　Ｈａｗａｉｉ　ｐｒｅｓｓ １
９８９
(ｘｉｖ，４３３ｐ：ｉｌｌ ２５ｃｍ)
Ｐａｃｉｆｉｃ　ｉｓｌａｎｄｓ　ｍｏｎｏｇｒａｐｈ　ｓｅ
ｒｉｅｓ

OH/27/1 1109340594
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◆OH
◆OH 飛鳥田一雄回想録 -生々流転-

逢澤寛伝 飛鳥田一雄／著
大楽久光／著 朝日新聞社 １９８７．９
冬芽房 １９７１．１２ (２８２ｐ ２０ｃｍ)
(４１４ｐ ２２ｃｍ) OH/28/447 1109007581

OH/28/253 1109000487

◆OH
◆OH 足立先生を語る

会津士魂風雲録 -町野武馬翁とその周辺- 東京放送／編
会津士魂風雲録刊行会／著 東京放送 １９７５．３
会津士魂風雲録刊行会 １９６１．３ (２０５ｐ ２２ｃｍ)
(２６７ｐ ２２ｃｍ) OH/28/566 1109009488

OH/28/8 1108992841

◆OH
◆OH 新しき国の息吹きを求めて

愛土 -宮武婦佐子夫人を偲んで- 小坂善太郎／著
宮武徳次郎 講談社 １９６０．６
宮武徳次郎 １９６５．１２ (４９３ｐ　図版 ２３ｃｍ)
(１７５ｐ ２０ｃｍ) OH/28/33 1108993161

OH/28/101 1108998236

◆OH
◆OH アトリー自傳 下巻

青木一男 -その信念と行動- Ｃ．Ｒ．アトリー／著 和田博雄／訳 山口房雄／訳
青木一男後援会／編 新潮社 １９５５．４
聖山会 １９７０．６ (１７４－３１０ｐ １９ｃｍ)
(１７２ｐ ２１ｃｍ) 一時間文庫

OH/28/259 1109002822 著者の肖像・図版あり　索引あり
OH/28/100 1108998228

◆OH
赤木正雄先生追想録 ◆OH
全国治水砂防協会 １９７３．９ アブラハム リンコルン伝
(６９１ｐ ２２ｃｍ) 松村介石／著

OH/28/529 1109009629 改版３版
警醒社書店 １９２５．６
(２０６ｐ １９ｃｍ)

◆OH OH/28/267 1109000560
商いつづけて五十年 -鈴木三樹之助と三木証券-
山口季雄／著
三木証券 １９８６．１２ ◆OH
(１７４ｐ ２２ｃｍ) アメリカ歴代大統領

OH/28/599 1109010007 ピータースハム・モード／共著 川上晃次郎／訳
新紀元社 １９６４．６
(２３１ｐ １９ｃｍ)

◆OH パイオニア物語
秋山定輔伝 第１巻 大統領－アメリカ合衆国
桜田倶楽部／編 OH/28/138 1108998905
桜田倶楽部 １９７７．６
(５２２ｐ　図１２枚　肖像 ２２ｃｍ)

OH/28/507 1109008084 ◆OH
あやめは匂ふ -妻を偲びて-
小林孝三郎／著

◆OH 〔小林孝三郎〕 １９６５．１０
悪政・銃声・乱世 -児玉誉士夫自伝- (８６ｐ １９ｃｍ)
児玉誉士夫／著 株式会社コーセー
広済堂出版 １９７４ OH/28/130 1108998822
(３３６ｐ １９ｃｍ)

OH/28/427 1109004570
◆OH

鮎川義介先生追想録
◆OH 佐々木義彦／編

明日をひらく 鮎川義介先生追想録編纂刊行会 １９６８．１１
麻生良方／著 (５４６ｐ ２２ｃｍ)
根っこ文庫太陽社 １９６６．１０ 図版，年譜：５１４～５４３ｐ
(３０６ｐ １９ｃｍ) OH/28/557 1109009736
太陽選書

OH/28/97 1108998699
◆OH

鮎川義介伝 -赤い夕陽の昭和史-
小島直記／著
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日本経営出版会 １９６７．５ OH/28/93 1108998657
(２９４ｐ １９ｃｍ)

OH/28/369 1109003952
◆OH

異郷に咲いた花 -秋元夫妻の信仰物語-
◆OH 高瀬恒徳／著

新井白石・福沢諭吉 -断片 　日本に於ける教育の世界的進歩 秋元みき １９７２．３
に対する先駆者の寄与- (２３７ｐ １９ｃｍ)
羽仁五郎／著 OH/28/335 1109003416
岩波書店 １９５９．７
(４２７ｐ １９ｃｍ)

OH/28/66 1108998129 ◆OH
生きる -わたしの歩み-
横田辰三／著

◆OH マンテン １９７４．４
ありし日を偲んで -船田中の足跡- (１８３ｐ １９ｃｍ)
船田事務所 １９８０．４ OH/28/484 1109007862
(２７６ｐ １９ｃｍ)

OH/28/384 1109004091
◆OH

生きる日の限り
◆OH 後藤福次郎／著

ある会計人の半生 -東奭五郎自伝- 後藤福次郎 １９６３．１２
東奭五郎／著 渡辺宗煕／編 (５１５ｐ １９ｃｍ)
沢村一男 １９７７．５ OH/28/127 1108998491
(４，１３９ｐ ２１ｃｍ)

OH/28/482 1109007847
◆OH

幾山河 -私の履歴書-
◆OH 島岡信治郎／著

ある社会科学者の遍歴 -民主ドイツの旅- 増補版
大塚金之助／著 島岡信治郎 １９７１．１０
岩波書店 １９６９．５ (２８７ｐ １９ｃｍ)
(３７９ｐ １９ｃｍ) OH/28/497 1109007987

OH/28/288 1109003002

◆OH
◆OH 井口竹次郎伝

アルベルト・シュワイツァー -小伝- 大阪瓦斯／編
高橋功／著 大阪瓦斯 １９７２．３
玉川大学出版部 １９６３．４ (２９８ｐ ２２ｃｍ)
(２０８ｐ １９ｃｍ) OH/28/268 1109000578

OH/28/579 1109009843

◆OH
◆OH 池田亀三郎 -追想　池田亀三郎-

ある歴史家の生い立ち -古史弁自序- 池田亀三郎追想録編集委員会／編
顧頡剛／著 平岡武夫／訳 日本経済新聞社 １９７８．３
岩波書店 １９５３．９ (４３９ｐ，図版２４枚 ２２ｃｍ)
(１７２ｐ １８ｃｍ) OH/28/478 1109007805

OH/28/76 1108998517

◆OH
◆OH 池田成彬伝

安西正夫追想録 池田成彬伝記刊行会／編
安西正夫追想録編集委員会 １９７３．４ 慶應通信 １９６２．９
(４６１ｐ　肖像 ２７ｃｍ) (４１６ｐ ２２ｃｍ)

OH/28/511 1109037505 OH/28/316 1109003283

◆OH ◆OH
アントニオ・グラムシ -その生涯と時代- 池田禎治さんの思い出
山崎功／著 豊友会 １９７８．２
岩波書店 １９６６．１１ (２５３ｐ ２０ｃｍ)
(３５１，１１ｐ １９ｃｍ) OH/28/493 1109007946

OH/28/284 1109002962

◆OH
◆OH 池田勇人先生を偲ぶ

家康の手紙 松浦周太郎［ほか］ １９６７．７
桑田忠親／著 (２４８ｐ ２２ｃｍ)
文藝春秋 １９６１．１２ OH/28/222 1109000222
(３３２ｐ ２０ｃｍ)
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Ａ．スメドレー／著 阿部知二／訳
◆OH 岩波書店 １９５５．５

石井十次の生涯と思想 (３．２７０ｐ　図版１枚 １９ｃｍ)
柴田善守／著 時代の窓
春秋社 １９６４．４ OH/28/114 1108998368
(４３７ｐ　図版 １９ｃｍ)

OH/28/160 1108999218
◆OH

伊谷以知二郎伝
◆OH 鈴木善幸／著

石川一郎 -日本を開いた財界人の生涯- 伊谷以知二郎伝刊行会 １９６９．４
阪口昭／編著 (３５０ｐ　図版 ２２ｃｍ)
鹿島研究所出版会 １９７２ OH/28/221 1109000214
(２７３ｐ　肖像 １９ｃｍ)
石川一郎略年譜：ｐ．２６２－２７３

OH/28/345 1109003507 ◆OH
一銀行家の回想
大島堅造／著

◆OH 日本経済新聞社 １９６３．１０
石橋湛山　写真譜 -一自由主義者の歩み　- (６，３２９，７ｐ １９ｃｍ)
石橋湛山全集編纂委員会／編 OH/28/77 1108998186
東洋経済新報社 １９７３．３
(１１０ｐ ２２ｃｍ)

OH/28/470 1109007722 ◆OH
一源三流 -瓦林潔伝-
瓦林潔／［述］

◆OH 西日本新聞社 １９８０．４
石原莞爾 -悲劇の將軍- (２８３ｐ ２２ｃｍ)
山口重次／著 大湊義博／編 OH/28/609 1109340321
増補
大湊書房 １９７５．３
(３５８ｐ　図版２枚 １９ｃｍ) ◆OH
軍人 一日本人としての私のねがい

OH/28/397 1109004216 松下幸之助／著
１９６８．１０
(２２６ｐ １８ｃｍ)

◆OH 実日新書
維新の血書 -若き志士たちの生と死- OH/28/210 1108999903
太田俊穂／著
大和書房 １９６７．４
(２４４ｐ １９ｃｍ) ◆OH

OH/28/604 1109310886 一法律家の生活と信仰
藤林益三／著
東京布井出版 １９７８．８

◆OH (２８９ｐ ２０ｃｍ)
五十路の旅 -藤田亀続手記- OH/28/463 1109007656
藤田亀続／編
改訂
日本恩友会 １９５６．１ ◆OH
(１８０ｐ　図版６枚 １９ｃｍ) 一生之回憶

OH/28/301 1109003135 曹汝霖／著 曹汝霖回想録刊行会／編・訳
鹿島研究所出版会 １９６７．１０
(４０４ｐ ２２ｃｍ)

◆OH 中国－歴史－近代
偉大なる社会 OH/28/166 1108999267
Ｌ．Ｂ．ジョンソン／著 平泉渉／訳
鹿島研究所出版会 １９６５．４
(１４６ｐ １８ｃｍ) ◆OH
アメリカ合衆国－政治 伊藤左千夫

OH/28/159 1108999200 齋藤茂吉／著
中央公論社 １９４２．８
(５１２ｐ ２２ｃｍ)

◆OH アララギ叢書
偉大なる道 -朱徳の生涯とその時代- 下 OH/28/258 1109000503
Ａ．スメドレー／著 阿部知二／訳
岩波書店 １９５５．６
(２５６ｐ　図版２枚 １９ｃｍ) ◆OH
シュトク：朱徳 伊藤忠兵衛翁回想録

OH/28/115 1108998376 伊藤忠兵衛／〔述〕 伊藤忠兵衛翁回想録編集事務局／編
伊藤忠商事 １９７４．５
(５１８ｐ　肖像 ２７ｃｍ)

◆OH OH/28/446 1109037448
偉大なる道 -朱徳の生涯とその時代- 上
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上田貞次郎全集刊行会 １９７５．９
◆OH (５８０ｐ ２３ｃｍ)

伊藤博文 OH/28/388 1109004125
沢田謙／著
再版
大日本雄辯會講談社 １９４１．１０ ◆OH
(３６０，８ｐ １９ｃｍ) 牛の歩み -教育にわが道を求めて-
偉人傳文庫 剱木亨弘／著

OH/28/308 1109003200 小学館 １９７３．４
(２３８ｐ １９ｃｍ)

OH/28/254 1109000404
◆OH

伊藤博文傳 上巻
春畝公追頌会／著 ◆OH
３版 渦の中 -賀屋興宣遺稿抄-
統正社 １９４４．２ 賀屋興宣／［著］
(１０３０ｐ ２２ｃｍ) 賀屋正雄 １９７９．３

OH/28/248 1109000438 (４１４ｐ ２２ｃｍ)
OH/28/526 1109009264

◆OH
伊藤博文傳 中巻 ◆OH
春畝公追頌会／著 ウ・タント伝 -平和を求めて-
３版 ジューン・ビンガム／著 鹿島平和研究所／訳
統正社 １９４４．２ 鹿島研究所 １９６８．８
(１０５９ｐ ２２ｃｍ) (３２０ｐ １９ｃｍ)

OH/28/249 1109000446 OH/28/178 1108999572

◆OH ◆OH
伊藤博文傳 下巻 内気なバブズ -ルーズベルト夫人物語-
春畝公追頌会／著 Ｊ．イートン／著 吉川絢子／訳
統正社 １９４４．２ 鏡浦書房 １９５８．８
(１０１５，１７，７ｐ ２２ｃｍ) (３０４ｐ ２０ｃｍ)

OH/28/250 1109000453 OH/28/144 1108998962

◆OH ◆OH
伊原隆遺稿集 うねりとさざ波 -長谷川労政の記録-
金融財政事情研究会／制作 労働事情研究会／編
横浜銀行 １９７７．９ 鹿島出版会 １９７６．５
(７１１ｐ ２２ｃｍ) (２２３ｐ　図版 ２０ｃｍ)

OH/28/469 1109007698 OH/28/142 1108998947

◆OH ◆OH
岩瀬忠震 -日本を開国させた外交家- 右翼の人脈
松岡英夫／著 繁田千治／著
中央公論社 １９８１．１０ 警察文化協会 １９６４．１２
(２０８ｐ １８ｃｍ) (１７０ｐ １９ｃｍ)
中公新書 右翼－名簿
巻末：岩瀬忠震略年譜，参考文献 OH/28/124 1108998467
日本－歴史－幕末期

OH/28/196 1108999762
◆OH

エジソンの生涯
◆OH ジョセフソン・マシュウ／著 矢野徹／［ほか］訳

岩田先生を偲んで 新潮社 １９６２．５
岩田博士追悼録出版事業委員会 (４０８ｐ ２０ｃｍ)
岩田会 １９６６．９ OH/28/289 1109003010
(１５３ｐ ２２ｃｍ)

OH/28/163 1108999234
◆OH

得手に帆あげて -若いいのちへの賛歌-
◆OH 本田宗一郎／著

岩波西洋人名辞典 わせだ書房 １９６２．３
岩波書店 １９５６．１０ (３１５ｐ ２０ｃｍ)
(１９６２ｐ ２２ｃｍ) 人生訓

OH/28/562 1109009447 OH/28/89 1108998616

◆OH ◆OH
上田貞次郎全集 第４巻 絵と写真でしのぶ徳川家康公
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「絵と写真でしのぶ徳川家康公」刊行事務局 １９６５．１０ 大野伴睦／著
(１６７ｐ　図版　はり込み図２０枚 ３７ｃｍ) 弘文堂 １９６２．９

OH/28/230 1109037091 (２６４ｐ １９ｃｍ)
OH/28/57 1108993294

◆OH
榎本武揚 -明治日本の隠れたる礎石- ◆OH
加茂儀一／著 大浜信泉
中央公論社 １９６０．９ 大浜信泉伝記編集員会／編
(２９９ｐ　図版２枚 ２０ｃｍ) １９７８

OH/28/50 1108993252 (５０２ｐ ２２ｃｍ)
OH/28/513 1109008134

◆OH
園長先生のおもいで -森村義行先生を偲んで- ◆OH
森村学園同窓会／編 大平正芳の政治的人格
森村学園同窓会 １９７２．１１ 吉田雅信／著
(１２２ｐ １９×１７ｃｍ) 東海大学出版会 １９８６．１０

OH/28/337 1109003424 (１８４ｐ １９ｃｍ)
OH/28/594 1109213361

◆OH
遠藤隆吉伝 -巣園の父、その思想と生涯- ◆OH
蝦名賢造／著 大宅壮一の本 ３
西田書店 １９８９．１１ 大宅壮一／著
(３７９ｐ ２０ｃｍ) サンケイ新聞出版局 １９６７．２
遠藤隆吉年譜：ｐ３７０～３７９ (３４９ｐ １８ｃｍ)
4-88866-103-0 OH/28/299 1109003119

OH/28/603 1109326130

◆OH
◆OH 大宅壮一の本 ２

大蔵永常 大宅壮一／著
早川孝太郎／著 サンケイ新聞出版局 １９６７．１
山岡書店 １９４３．３ (３４５ｐ １９ｃｍ)
(１４，４１４ｐ　図版１１枚 ２１ｃｍ) OH/28/276 1109002889

OH/28/19 1108993021

◆OH
◆OH 岡佳吉

大河内賞 岡佳吉伝記編集委員会／編
大河内記念会事務局／編 岡佳吉記念事業会 １９６２．１２
大河内記念会 １９６５．１２ (５１０ｐ ２２ｃｍ)
(２４０ｐ　図版 ２２ｃｍ) OH/28/18 1108993013

OH/28/286 1109002988

◆OH
◆OH 岡田啓介回顧録

太田垣士郎氏の追憶 岡田啓介／述
太田垣士郎氏追懐録編纂委員会／編 毎日新聞社 １９５０．１２
太田垣士郎氏追懐録編纂委員会 １９６６．３ (２９８ｐ　図版３枚 １９ｃｍ)
(４５３ｐ　図版 ２２ｃｍ) 日本－政治－歴史

OH/28/238 1109000313 OH/28/61 1108993302

◆OH ◆OH
大谷竹次郎 -百人が語る巨人像- 岡野喜太郎の追想
大谷竹次郎刊行会／編 岡野喜太郎追想録編纂委員会／編
大谷竹次郎刊行会 １９７１．５ 駿河銀行 １９６７．６
(３４３ｐ ３０ｃｍ) (３０３ｐ　図版 ２２ｃｍ)

OH/28/321 1109037042 OH/28/315 1109003275

◆OH ◆OH
大野伴睦 -小伝と追想記- 岡野豪夫追悼録
大野伴睦先生追想録刊行会編集委員／編纂 岡野豪夫追悼録編纂委員会／編
大野伴睦先生追想録刊行会 １９７０．５ 駿河銀行 １９６６．８
(３６７ｐ　図版 ２２ｃｍ) (３１１ｐ ２２ｃｍ)

OH/28/260 1109000511 OH/28/22 1108993054

◆OH ◆OH
大野伴睦回想録 尾崎行雄伝
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伊佐秀雄／著 (２３５ｐ ３４ｃｍ)
尾崎行雄伝刊行会 １９５１．４ OH/28/490 1109037083
(１６，１３６６，５ｐ　図版 ２２ｃｍ)

OH/28/439 1109004646
◆OH

海軍主計大尉小泉信吉
◆OH 小泉信三／著

おマサさん -母・中山マサの生涯- 文藝春秋 １９６６．９
中山太郎／著 (２７４ｐ ２０ｃｍ)
サンケイ出版 １９７７．１０ OH/28/177 1108999564
(２６１ｐ １９ｃｍ)

OH/28/524 1109008191
◆OH

回顧七十年
◆OH 深井英五／著

思い出ずるまま 岩波書店 １９４１．１１
相川勝六／著 (３７２，１４ｐ １９ｃｍ)
講談社出版サービスセンター（製作） １９７２．１２ OH/28/193 1108999739
(２４６ｐ １９ｃｍ)

OH/28/485 1109007870
◆OH

回顧八十年
◆OH 佐藤尚武／著

思い出ずるままにわが人生回顧録 時事通信社 １９６３．４
森谷臣三／著 (５７５，９ｐ　図版 ２２ｃｍ)
東京 １９７９．１１ OH/28/220 1109000008
(１７０ｐ ２６ｃｍ)

OH/28/555-2 1109037539
OH/28/555-1 1109339364 ◆OH

回想・青木あさ先生
〔青木あさ先生記念出版委員会〕／編

◆OH 青木あさ先生記念出版委員会 １９７５．６
思い出すまま -高嶋菊次郎回顧録- (１１２ｐ ２２ｃｍ)
高嶋菊次郎／〔述〕 河野幸之助／編纂 OH/28/431 1109007516
高嶋菊次郎回顧録刊行協賛者同人 １９６７．１２
(３０４ｐ　図版 ２２ｃｍ)

OH/28/217 1108999978 ◆OH
回想　内田常雄
内田常雄追悼文集編集委員会／編

◆OH 如山会事務局 １９７８．１２
思い出すまゝ (５７６ｐ　図版 ２２ｃｍ)
堀新／著 OH/28/510 1109008118
関西電力 １９７１．４
(２０７ｐ　図版 ２１ｃｍ)

OH/28/355 1109003812 ◆OH
回想記
石橋正二郎／著

◆OH ［石橋正二郎］ １９７０．１０
おもひ出 -水田三喜男追想集- (２１３ｐ ２２ｃｍ)
水田三喜男追想集刊行委員会 １９７７．１１ OH/28/262 1109000529
(７６７ｐ　図版１７枚 ２３ｃｍ)

OH/28/37 1108993195
◆OH

回想の石丸重治
◆OH 三田文学ライブラリー  １９６９．１１

想いでの丹羽喬四郎氏 (３２１ｐ １９ｃｍ)
丹羽喬四郎氏追想録編纂事務局／編 OH/28/195 1108999754
丹羽喬四郎氏追想録編纂事務局 １９８０．１
(６９１ｐ １９ｃｍ)

OH/28/508 1109008092 ◆OH
回想のローズヴェルト
ジョン・ガンサー／著 清水俊二／訳

◆OH 早川書房 １９６８．７
思い出の人々 (４７０ｐ ２０ｃｍ)
藤原銀次郎／述 石川賢吉／記 ハヤカワ・ノンフィクション
ダイヤモンド社 １９５０．４ OH/28/264 1109000537
(１２，３２９ｐ １９ｃｍ)

OH/28/81 1108998533
◆OH

回想八十八年
◆OH 石井光次郎／著

槐安居春秋 カルチャー出版社 １９７６．１２
槐安居春秋刊行会 １９７０．１ (４９７ｐ ２２ｃｍ)
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OH/28/428 1109004562
◆OH

花好月円 -松村謙三遺文抄-
◆OH 松村正直ほか／編

回想安田彦四郎 青林書院新社 １９７７．８
安田彦四郎氏追悼録刊行会 １９７７．６ (３４４ｐ ２２ｃｍ)
(５９０ｐ ２２ｃｍ) OH/28/504 1109008050

OH/28/80 1108998525

◆OH
◆OH 鹿島平和賞受賞の記録 第１回

回想笠信太郎 鹿島平和研究所／編
江幡清／編 鹿島研究所出版会 １９６８．５
朝日新聞社 １９６９．７ (２９４ｐ ２２ｃｍ)
(５０９ｐ ２０ｃｍ) OH/28/297 1109003093

OH/28/173 1108999531

◆OH
◆OH 鹿島守之助 -その思想と行動-

懐想録 鹿島建設株式会社／編
長谷川精男／編 鹿島出版会 １９７７．１２
東邦モーターズ １９６３．４ (８５９，５ｐ ２２ｃｍ)
(３３０ｐ ２２ｃｍ) OH/28/479 1109007813

OH/28/21 1108993047

◆OH
◆OH 鹿島守之助博士追憶録

回想録 鹿島平和研究所／編
星野喜代治／著 鹿島出版会 １９７６．１１
日本不動産銀行十年史編纂室 １９６７．３ (２３７ｐ ２２ｃｍ)
(２６２，２３ｐ ２２ｃｍ) 鹿島博士と平和研究所（大平正芳著）

OH/28/216 1108999960 OH/28/559 1109009744

◆OH ◆OH
回想録 -激動の人生八十年- 加藤完治先生言行録
山本茂一郎／著 丸山義二／編
山本光子 １９７８．６ 春陽堂書店 １９４３．２
(３０７ｐ ２２ｃｍ) (２４１ｐ １９ｃｍ)

OH/28/472 1109007730 弥栄(加藤完治) 加藤完治先生言行録,萩野開墾十年史,萩野の
回顧,加藤完治先生の山形時代のお仕事のあとを訪ねて. 

OH/28/272 1109002848
◆OH

香川鉄蔵
香川鉄蔵先生追悼集刊行会／編さん ◆OH
香川鉄蔵先生追悼集刊行会 １９７１．７ 河上哲太翁伝
(３９５ｐ　図版 ２２ｃｍ) 河上哲太翁伝刊行会捷編

OH/28/309 1109003218 新紀元社 １９６４．４
(７４１ｐ ２２ｃｍ)

OH/28/552 1109009702
◆OH

賀川豊彦伝
横山春一／著 ◆OH
警醒社 １９５９．１０ 河上肇
(７，８，６２０ｐ １９ｃｍ) 大内兵衛／著

OH/28/291 1109003036 筑摩書房 １９６６．７
(２３７ｐ １９ｃｍ)
筑摩叢書

◆OH OH/28/371 1109003978
書き留めおき候
服部毅一／著
服部毅一 １９７８．９ ◆OH
(２２３ｐ １９ｃｍ) 川島正次郎

OH/28/503 1109008043 川島正次郎先生追想録編集委員会／編纂
交友クラブ １９７１．１１
(５４０ｐ ２２ｃｍ)

◆OH OH/28/496 1109007979
学問遍路 -赤松要先生追悼論集-
門下生／編
世界経済研究協会 １９７５．１２ ◆OH
(３５３，６２ｐ ２５ｃｍ) 河田烈自叙伝

OH/28/453 1109007623 河田烈自叙伝刊行会／編
河田烈自叙伝刊行会 １９６５．９
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(２４３ｐ ２２ｃｍ) OH/28/540 1109009322
OH/28/168 1108999515

◆OH
◆OH 宮中五十年

川野芳満回想録 坊城俊良／著
川野芳満回想録刊行会編集委員／編 明徳出版社 １９６０．７
川野芳満回想録刊行会 １９７５．４ (１３４ｐ １９ｃｍ)
(２７０ｐ １９ｃｍ) 皇室

OH/28/380 1109004059 OH/28/63 1108998046

◆OH ◆OH
桓武天皇 キュリー夫人伝
日本歴史学会／編 エーヴ・キュリー／著 川口篤／ほか訳
吉川弘文館 １９６３．１０ 特製
(２７１ｐ １８ｃｍ) 白水社 １９５８．９
人物叢書 (３５３ｐ ２１ｃｍ)

OH/28/333 1109003390 OH/28/137 1108998897

◆OH ◆OH
菊池明さんの思い出 教育の聖者ペスタロッチ -その業績・遺跡巡礼-
菊池明氏追想録刊行会／編 成瀬政男／著
菊池明氏追想録刊行会 １９７５．８ 雇用問題研究会 １９７９．８
(３８０ｐ ２２ｃｍ) (３０２ｐ １９ｃｍ)

OH/28/572 1109009785 OH/28/500 1109008019

◆OH ◆OH
岸井寿郎 虚栄なき独裁者 -レーニン評伝- 上巻
［出版者不明］ ［１９７－］ ダヴィッド・シューブ／著 直井武夫／訳
(１３６ｐ　図版 ２２ｃｍ) 日南書房 １９４９．７

OH/28/353 1109003788 (３６５ｐ １９ｃｍ)
OH/28/187 1108999671

◆OH
喜寿天皇陛下 ◆OH
共同通信社 １９７８．４ 虚栄なき独裁者 -レーニン評伝- 下巻
(１冊 ２９ｃｍ) ダヴィッド・シューブ／著 直井武夫／訳

OH/28/535 1109037349 日南書房 １９４９．１０
(３９３ｐ １９ｃｍ)

OH/28/211 1108999911
◆OH

木戸孝允 -維新前夜の群像　第４-
大江志乃夫／著 ◆OH
中央公論社 １９６８．９ 巨人出口王仁三郎
(１９４ｐ １８ｃｍ) 出口京太郎／著
中公新書 講談社 １９６７．９

OH/28/437 1109004620 (４６２ｐ ２０ｃｍ)
OH/28/241 1109000347

◆OH
木下成太郎先生伝 ◆OH
橘文七／編 巨人伝説
みやま書房 １９６７．３ 学芸書林 １９６８．１１
(６２９ｐ ２２ｃｍ) (３３９ｐ ２０ｃｍ)

OH/28/374 1109004000 ドキュメント日本人
中江兆民(岩崎徂堂) 田中正造-田中正造の生涯,頭山満(夢野久
作) 中山みき(倉田百三) 南方熊楠-履歴書 出口王仁三郎(城山

◆OH 三郎) 秋山定輔(村松梢風) 賀川豊彦(野本忠之,武藤富男) 中
ギボン自叙伝 -わが生涯と著作との思ひ出- 里介山-百姓弥之助の話 野口英世(井出孫六) 折口信夫(村岡空
村上至孝／訳 ) 解説:国境を越える思想(いいだ・もも)
岩波書店 １９４３．１２ OH/28/203 1108999838
(２９８ｐ ２１ｃｍ)

OH/28/443 1109037430
◆OH

巨星堤康次郎
◆OH 野馬剛／編

着物先生行状記 若樹出版 １９６６．３
大野よしのり／著 (２４１ｐ １９ｃｍ)
ルックジャパン １９７８．３ OH/28/53 1108998004
(１２６ｐ １９ｃｍ)
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◆OH
清元寿兵衛 ◆OH
清元寿兵衛／著 植田隆之助／執筆 清元梅吉／著 クロムウェル -聖者の進軍-
邦楽と舞踊出版社 １９６７．７ 今井宏／著
(４５４ｐ　図版 ２２ｃｍ) 誠文堂新光社 １９６１．３

OH/28/312 1109003242 (２２１ｐ １９ｃｍ)
歴史の人間像

OH/28/147 1108998996
◆OH

金史良 -その抵抗と生涯-
安宇植／著 ◆OH
岩波書店 １９７２．１ 芸南古今人物誌
(２１４ｐ １８ｃｍ) 芸南新聞社 １９６６．７
岩波新書 (４９２ｐ ２２ｃｍ)

OH/28/332 1109003382 OH/28/24 1108993070

◆OH ◆OH
日柳燕石 上巻 けじめの記
相原言三郎／著 淺地庄太郎／著
燕石会 １９３９．８ 日本ビルサービス １９７７．１２
(２８０ｐ １９ｃｍ) (１５９ｐ　図版 ２７ｃｍ)

OH/28/136 1108998889 OH/28/377 1109037059

◆OH ◆OH
櫛田光男追悼集 化粧品ひとすじ -小林孝三郎伝-
櫛田光男追悼集刊行会／編 藤崎武男／著
日本不動産研究所 １９７６．１１ 小林コーセー創立三十周年記念行事実行委員会 １９７６．５
(２９６ｐ ２２ｃｍ) (５０３ｐ １９ｃｍ)

OH/28/474 1109007763 OH/28/532 1109009645

◆OH ◆OH
薬ひとすじに -佐藤幸吉伝- ケネディ家の人々
大江辰夫／著 ジョセフ・Ｆ　ディニーン.／著 中曽根由紀／訳
実業之日本社 １９６６．１ 日本外政学会 １９６３．３
(２７９ｐ １９ｃｍ) (３２５ｐ １９ｃｍ)

OH/28/95 1108998673 ケネディ家
OH/28/2 1108992783

◆OH
クーデンホーフ・カレルギー回想録 -思想はヨーロッパを征服 ◆OH
する- ケネディ大統領演説集 -英和対照-
鹿島守之助／訳 ジョン・Ｆ．ケネディ／演説 黒田和雄／訳
鹿島研究所出版会 １９６４．９ 原書房 １９６３．１２
(９，３６８ｐ ２２ｃｍ) (２３１ｐ １９ｃｍ)

OH/28/197 1108999770 政治－論説
OH/28/202 1108999820

◆OH
クーデンホーフ・カレルギー伝 ◆OH
鹿島守之助／編著 ケネディと共に
鹿島研究所出版会 １９６６．１２ Ｐ．サリンジャー／著 小谷秀二郎／訳
(１０６ｐ　図版 ２１ｃｍ) 鹿島出版会 １９６６．９

OH/28/158 1108999192 (２３５ｐ　図版 ２０ｃｍ)
OH/28/3 1108992791

◆OH
久保田豊 ◆OH
永塚利一／著 源三位頼政
電気情報社 １９６６．４ 川田順／著
(３９８ｐ ２２ｃｍ) 春秋社 １９５８．１０

OH/28/375 1109004018 (２４２ｐ　図版 １９ｃｍ)
OH/28/121 1108998434

◆OH
くるま一筋 ◆OH
大野宗三／著 權勢の鬼ども -史的断片-
大野泰一 １９６８．６ 佐藤春夫／著
(１９８ｐ １９ｃｍ) 人物往来社 １９６２．３

OH/28/373 1109003994 (２１３ｐ ２０ｃｍ)
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巻末：天皇家，藤原氏系譜あり OH/28/575 1109037356
日本－歴史－随筆

OH/28/78 1108998194
◆OH

皇太子殿下皇太子妃殿下御結婚二十年
◆OH 共同通信社 １９７９．４

現代庄原先輩史 (１６７ｐ ２９ｃｍ)
岡本佳男／著 OH/28/534 1109037331
限定版
平和印刷株式会社 １９６５．１１
(２８１ｐ ２２ｃｍ) ◆OH

OH/28/125 1108998475 皇太子殿下御成婚記念
小沢武二／編
東京タイムズ社 １９５９．７

◆OH (１冊 ３１ｃｍ)
現代人物論 -現代史に生きる人々- OH/28/456 1109037471
小泉信三／著
角川書店 １９５５．１１
(２０８ｐ １８ｃｍ) ◆OH
角川新書 河野先生を偲ぶ

OH/28/73 1108998160 河野一郎伝記刊行委員会／編
春秋会 １９６６．７
(１３０ｐ ２２ｃｍ)

◆OH OH/28/10 1108992932
現代日本思想大系 ２
筑摩書房 １９６３．９
(４２９ｐ ２０ｃｍ) ◆OH
日本思想 獄中日記 第１

OH/28/252 1109000479 河上肇／著
岩波書店 １９５２．１１
(２７６ｐ １８ｃｍ)

◆OH 昭和十年-二月十二日-十二月三十一日迄 昭和十一年-私のこゝ
剣と政治 -参議院議員　中村喜四郎氏の追憶- ろの歴史-小菅刑務所で書き初めた原稿断片
中村登美 １９７２．１２ OH/28/363 1109003895
(２３５ｐ ２２ｃｍ)

OH/28/429 1109004588
◆OH

獄中日記 第２
◆OH 河上肇／著

皇居 岩波書店 １９５２．１２
産経新聞出版局 １９６２．２ (２７３ｐ １８ｃｍ)
(図版174，解説４７ｐ ２９ｃｍ) 昭和十二年,別冊,獄中贅語-刑期満了前に於ける私の心境 革命

OH/28/605 1109311017 家としての河上先生(堀江邑一)
OH/28/364 1109003903

◆OH
皇室二十年 ◆OH
共同通信社／編 国土開発を担う人びと -土木建設業界巷談- 第１巻
共同通信社 １９６６．４ 田村忠義／著
(１９２ｐ ３０×２４ｃｍ) 毎日新聞社 １９７８．９

OH/28/600 1109037075 (２１２ｐ ２０ｃｍ)
内容：佐藤欣治論．前田忠次論．植良祐政論．時岡収次論．岡
田政三論

◆OH OH/28/394 1109004182
浩然録 -肥田琢司追遠集-
川合定吉／編
浩然録刊行会 １９６５．５ ◆OH
(図版１５枚，２５２ｐ ２２ｃｍ) 告発　笹川良一と船舶振興会 上

OH/28/23 1108993062 山根英裕／［ほか著］
国会タイムズ社 １９７４．７
(２０６ｐ １８ｃｍ)

◆OH ブラックブック
皇族のひとりごと OH/28/606 1109315398
三笠宮寛仁／著
二見書房 １９７７．１
(３５７ｐ １９ｃｍ) ◆OH

OH/28/481 1109007839 告発笹川良一と船舶振興会 -地獄からの告発- 中
五味武
国会タイムズ社 １９７７．８

◆OH (２４４ｐ １９ｃｍ)
皇太子明仁親王御結婚記念アルバム OH/28/606-2 1109315406
毎日新聞社 １９５９．６
(１冊（おもに図版） ３１ｃｍ)
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◆OH
告発笹川良一と船舶振興会 -勲一等の仮面を剥ぐ- 下 ◆OH
五味武 この恩寵 -金狐秘帖- 続後篇
国会タイムズ社 １９７９．３ 中井隆／著
(２１１ｐ １８ｃｍ) 中井虎男先生夫人隆著作刊行会 １９７１．１０

OH/28/606-3 1109315414 (３１ｐ ２２ｃｍ)
OH/28/181-2 1109319895

◆OH
孤軍奮闘の三十年 ◆OH
河合良成／著 この人とともに
１９７０．６ 安西愛子／執筆
(４９４ｐ ２０ｃｍ) 星明会 １９７１．１

OH/28/204 1108999846 (２２４ｐ ２１ｃｍ)
OH/28/304 1109003168

◆OH
故小泉明先生追悼号 ◆OH
一橋大学一橋学会／編 小林孝三郎対談集
日本評論社 １９７８．５ 杉山草樹／編
(６４４ｐ ２１ｃｍ) 小林コーセー創立三十周年記念行事実行委員会 １９７６．５
一橋論叢 (３２５ｐ １９ｃｍ)

OH/28/549 1109009694 OH/28/533 1109009637

◆OH ◆OH
五高人物史 -開校七十周年記念- 古風庵回顧録 -若槻礼次郎自伝明治・大正・昭和政界秘史-
五高人物史刊行会／編 若槻礼次郎，／著
五高人物史刊行会 １９５９．２ 読売新聞社 １９５０．３
(１冊 ２６ｃｍ) (１４，４６９ｐ １９ｃｍ)
第五高等学校 政治家

OH/28/34 1109036945 OH/28/190 1108999705

◆OH ◆OH
心に刻まれた人びと 五分前の青春 -第九期海軍短期現役主計科士官の記録-
古垣鉄郎／著 大木保男 ／［ほか］編
朝日新聞社 １９６８．４ 海軍主計九期会 １９７９．１２
(３０１ｐ　図版 ２０ｃｍ) (１１４９，１２ｐ ２２ｃｍ)

OH/28/293 1109003051 OH/28/477 1109007797

◆OH ◆OH
小坂順造 コンラット・アデナウアー
小坂順造先生伝記編纂委員会／［編］ 鹿島守之助／著
小坂順造先生伝記編纂委員会 １９６１．１２ 外交時報社 １９６２．１
(４３２ｐ ２２ｃｍ) (４３１ｐ １９ｃｍ)

OH/28/16 1108992999 図版あり
OH/28/590 1109009934

◆OH
小平忠ー二十五年のあゆみ ◆OH
「小平忠２５年のあゆみ」編集委員会／〔編〕 財界家系譜大観
「小平忠２５年のあゆみ」編集委員会 ［１９７７．５］ 第２版
(７３ｐ ３１ｃｍ) 現代名士家系譜刊行会 １９７５．７

OH/28/416 1109037406 (７９，９０５ｐ ３１ｃｍ)
OH/28/426 1109192946

◆OH
小玉呑象易談録 ◆OH
平館幹象／編 西郷隆盛傳
呑象会本部 １９６０．２ 勝田孫弥／著
(１９２ｐ ２７ｃｍ) 覆刻版

OH/28/35 1108993179 至言社 １９７６．６
289.1
(１冊 ２２ｃｍ)

◆OH OH/28/476 1109007789
この恩寵
中井隆 ／著
信原徳太郎 １９２３．１０ ◆OH
(７４０ｐ １９ｃｍ) 西郷南洲先生墨香

OH/28/181 1108999606 西郷南洲先生墨香・遺訓刊行会／編
西郷南洲先生墨香・遺訓刊行会 １９７２．４
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(１冊 ３７ｃｍ)
OH/28/406-2 1109037315 ◆OH

佐藤喜一郎追悼録
三井銀行佐藤喜一郎追悼録編纂委員会 １９７５．４

◆OH (１２，２９３ｐ ２２ｃｍ)
最後の旅 -遺された唯一の大平宰相日記- OH/28/340 1109003457
森田一／著
行政問題研究所出版局 １９８１．６
(１５４ｐ　図版３３枚 ２１ｃｍ) ◆OH
4-905786-07-X 佐藤定吉追想録

OH/28/596 1109009975 佐藤先生を偲ぶ会 １９７０．１２
(１７，６０６ｐ ２０ｃｍ)
佐藤定吉

◆OH OH/28/36 1108993187
宰相佐藤栄作
宮崎吉政／著
原書房 １９８０．１１ ◆OH
(２７８ｐ ２０ｃｍ) 佐藤寛子の「宰相夫人秘録」
巻末：佐藤栄作関係年表 佐藤寛子／著
4-562-01092-4 朝日新聞社 １９７４

OH/28/580 1109009850 (３１５ｐ １９ｃｍ)
佐藤家の家系図・「宰相夫人秘録」：ｐ．３０９－３１３

OH/28/486 1109007888
◆OH

佐伯與之吉伝
佐伯與之吉伝編纂委員会／編 ◆OH
佐伯建設工業 １９６７．４ 砂漠の聖者 -中国の未来に賭けたアレーの生涯-
(４７９ｐ ２２ｃｍ) 鹿地亘／著

OH/28/223 1109000230 弘文堂 １９６１．９
(２０６ｐ １９ｃｍ)

OH/28/156 1108999176
◆OH

坂西志保さん
『坂西志保さん』編集世話人会／編 ◆OH
国際文化会館 １９７７．１１ 産業史の人々
(３３０ｐ ２２ｃｍ) 楫西光速／著

OH/28/494 1109007953 東京大学出版会 １９５４．４
(２８１ｐ １８ｃｍ)
日本－工業－歴史 実業家

◆OH OH/28/122 1108998442
佐上信一
佐上武弘／編纂
良書普及会（製作） １９７２．７ ◆OH
(３９８ｐ　肖像 ２２ｃｍ) 産経日本紳士年鑑 上巻

OH/28/448 1109007599 産業経済新聞社年鑑局 １９７５
(１冊 ３１ｃｍ)

OH/28/457 1109037489
◆OH

坂本竜馬 -維新前夜の群像２-
池田敬正／著 ◆OH
中央公論社 １９８６．６ 産経日本紳士年鑑 下巻
(１９７ｐ １８ｃｍ) 産業経済新聞社年鑑局 １９７５
中公新書 (１冊 ３１ｃｍ)
巻末：参考文献，坂本竜馬関係年表 OH/28/458 1109037497
4-12-100069-2

OH/28/565 1109009470
◆OH

三条実美伝
◆OH 三井甲之／著

佐久間象山 大日本雄辯會講談社 １９４４．１１
宮本仲／著 (２５１ｐ １９ｃｍ)
岩波書店 １９３２．２ OH/28/64 1108998053
(８，１４，２２，７０５ｐ ２３ｃｍ)

OH/28/20 1108993039
◆OH

三代回顧録
◆OH 松村謙三／著

ざっくばらん -この道三十年- 東洋経済新報社 １９６４．９
東山半之助／著 (４３２，８ｐ　図版 ２２ｃｍ)
日本教文社 １９６５．７ OH/28/313 1109003259
(２３８ｐ １８ｃｍ)

OH/28/126 1108998483
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◆OH
潮路はるかに 仮釈放の夢 他5篇
松田栄右衛門／著 思想家
讃岐造船鉄工所 １９７７．１２ OH/28/361 1109003887
(３３９ｐ ２２ｃｍ)
造船

OH/28/556 1109009728 ◆OH
自叙傳 第２
河上肇／著

◆OH 岩波書店 １９５２．７
四恩四知の道 -鍛冶良作自伝- (３２３ｐ １８ｃｍ)
鍛冶良作／著 秋谷道／編 自画像-承前,労農党解消後地下に入るまで,儚かりし地下時代
良友会 ［１９７６］ 思想家
(２８４ｐ ２２ｃｍ) OH/28/359 1109003853

OH/28/387 1109004117

◆OH
◆OH 自叙伝

鹿野義夫追悼録 三谷松太郎／著
鹿野義夫追悼録刊行準備会／編 宏平創版 １９６９．８
鹿野義夫追悼録刊行準備会 １９７５．８ (２２３ｐ ２２ｃｍ)
(５６３ｐ ２２ｃｍ) OH/28/218 1108999986

OH/28/543 1109009348

◆OH
◆OH 自叙伝の試み

茂子抄 和辻哲郎／著
［高瀬恒徳］ １９６８．７ 中央公論社 １９６１．１２
(３５ｐ １９ｃｍ) (４９０ｐ ２０ｃｍ)

OH/28/365 1109003911 OH/28/440 1109007557

◆OH ◆OH
自己との対決 -エピローグ- 静かなる烏鷺の譜 -藤田定市追懐録-
ヘレーネ・ドイッチュ／著 岸田秀／訳 フジタ工業株式会社藤田定市追懐録編集委員会／編
河出書房新社 １９７４．７ フジタ工業 １９７５．９
(２８０ｐ ２０ｃｍ) (４１３ｐ ２７ｃｍ)

OH/28/491 1109007920 OH/28/519 1109037513

◆OH ◆OH
自叙傳 第５ 思想家としての福澤諭吉
河上肇／著 加田哲二／著
岩波書店 １９５２．１０ 慶應通信 １９５８．１１
(３３３ｐ １８ｃｍ) (２３２ｐ １８ｃｍ)
最初の一年間の獄中通信,思ひ出・断片の部 OH/28/179 1108999580
思想家

OH/28/362 1109003861
◆OH

七旬回顧録 -学生と共に-
◆OH 橋本克彦／著

自叙傳 第３ 橋本克彦先生古希記念会 １９７６．１１
河上肇／著 (１５２ｐ ２１ｃｍ)
岩波書店 １９５２．８ OH/28/505 1109008068
(３０２ｐ １８ｃｍ)
未決監の生活,入牢後の秋,特赦の夢
思想家 ◆OH

OH/28/360 1109003879 自伝的回想
バートランド・ラッセル／〔著〕 中村秀吉／訳
改訂版

◆OH みすず書房 １９７０．５
自叙傳 第１ (２６４ｐ ２０ｃｍ)
河上肇／著 OH/28/303 1109003150
岩波書店 １９５２．６
(３１２ｐ １８ｃｍ)
幼年時代・少年時代,自画像 ◆OH

OH/28/358 1109003846 志道花心録 第１巻
松本明重／著
日本民主同志会本部東京　恒友出版（発売） １９７４．１２

◆OH (５５４ｐ　図　肖像 ２３ｃｍ)
自叙傳 第４ 世界救世教
河上肇／著 OH/28/537 1109009306
岩波書店 １９５２．９
(３４０ｐ １８ｃｍ)
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◆OH
志道花心録 第４巻
松本明重／著 ◆OH
日本民主同志会本部 １９７５ 上海時代 -ジャ－ナリストの回想- 上
(６６８ｐ（図・肖像共） ２３ｃｍ) 松本重治／著
世界救世教 中央公論社 １９７４

OH/28/560 1109009421 (３２５ｐ １８ｃｍ)
中公新書
上海略史（加藤祐三）：ｐ．３１０－３２５

◆OH 日本－外国関係－中国－歴史－昭和時代 中国－外国関係－日
品川司 - 憂国・炎の人 激動の半生- 本－歴史－民国時代
松隈秀雄／著 OH/28/607 1109336261
平和厚生会出版部 １９７７．２
(２６４ｐ １９ｃｍ)

OH/28/551 1109009397 ◆OH
上海時代 -ジャ－ナリストの回想- 中
松本重治／著

◆OH 中央公論社 １９７４
篠島秀雄遺稿集 (３２５ｐ １８ｃｍ)
故篠島秀雄君追想録刊行会／編 中公新書
学生社 １９７６．２ 日本－外国関係－中国－歴史－昭和時代 中国－外国関係－日
(３９８ｐ ２２ｃｍ) 本－歴史－民国時代

OH/28/473-2 1109007755 OH/28/607-2 1109336287

◆OH ◆OH
篠島秀雄君を偲ぶ 十二人のファースト・レディ
/故篠島秀雄君追想録刊行会／編 ミーンズ・マリアン／著 鹿島卯女／編
学生社 １９７６．２ 鹿島研究所出版会 １９６６．３
(４４６ｐ ２２ｃｍ) (２５６ｐ ２０ｃｍ)

OH/28/473-1 1109007748 OH/28/140 1108998921

◆OH ◆OH
篠田弘作 執念
篠田弘作記録編集委員会／編 竹井博友／著
篠田弘作政経研究会 １９６９．１１ 大自然出版局 １９７１．１０
(５７４ｐ ２３ｃｍ) (２２１ｐ １９ｃｍ)

OH/28/236 1109000297 読売新聞大阪本社
OH/28/536 1109009298

◆OH
渋沢栄一伝 ◆OH
幸田露伴／著 種子をまく人 -太田俊雄を巡る人々-
岩波書店 １９３９．６ 田中芳三／編
(３１７ｐ ２０ｃｍ) 新版

OH/28/55 1108993278 クリスチャン・グラフ社 １９６３．９
(１５８ｐ １８ｃｍ)

OH/28/455 1109004679
◆OH

渋沢栄一伝記資料 第１巻
竜門社 ◆OH
岩波書店 １９４４．６ 出発のためのメモランダム
(１１，４，１７，６４６ｐ ２２ｃｍ) 江田五月／著
第1巻 第1編 天保11年ヨリ明治6年マデ 第1部 在郷時代. 毎日新聞社 １９７８．１

OH/28/25 1108993088 (２５５ｐ ２０ｃｍ)
OH/28/461 1109007649

◆OH
シモーヌ・ヴェーユの世界 ◆OH
ダヴィー／著 山崎庸一郎／訳 趣味の立志傳
晶文社 １９６８．７ 野澤嘉哉／著
(１６５ｐ ２０ｃｍ) 有艸堂 １９３９．５
晶文選書 (６２２ｐ １９ｃｍ)

OH/28/285 1109002970 OH/28/280 1109002921

◆OH ◆OH
写真集　原敬 -歿後五十年その生涯- 蒋介石名言集 ２
原敬遺徳顕彰会／編 秦孝儀／編著
原敬遺徳顕彰会 １９７０．１１ ケイザイ春秋社 １９７４．２
(１５６ｐ ２７ｃｍ) (２４１ｐ １９ｃｍ)

OH/28/414 1109037398 OH/28/528 1109009272
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◆OH ◆OH
松泉会記録 第８編 ジョ－ジ・Ｆ．ケナン回顧録 -対ソ外交に生きて- 下
長瀬誠次／編 奥畑稔／訳
松泉会 １９６９．２ 読売新聞社 １９７３
(２３４ｐ １９ｃｍ) (３６４，１６ｐ ２３ｃｍ)
体当たりの活躍（津島寿一），働きざかり（大平正芳） 内容：１９５０－１９６３年

OH/28/189 1108999697 アメリカ合衆国－外国関係－歴史
OH/28/595 1109009967

◆OH
正田貞一郎小伝 ◆OH
正田貞一郎小伝刊行会委員会／編 知られざるリンカーン
日清製粉 １９６５．１０ Ｄ．カーネギー／著 原一男／訳
(２５１ｐ １９ｃｍ) ダイヤモンド社 １９６９．９

OH/28/376 1109004026 (８，３００ｐ １９ｃｍ)
OH/28/265 1109000545

◆OH
聖徳太子 -憲法思想とその背景- ◆OH
白石重／著 陣笠代議士奮戦記
松風社書房 １９６６．９ 戸井田三郎／著
(１９３ｐ １９ｃｍ) 戸井田進 １９７８．５

OH/28/171 1108999523 (２５２ｐ ２０ｃｍ)
OH/28/452 1109004661

◆OH
聖徳太子記 ◆OH
翠田邦志／著 人生と政治に関する我が意見
中越印刷製紙 １９６１．５ チャーチル／著 石川欣一／訳
(２６９ｐ，図版 １９ｃｍ) 東京創元社 １９５７．１１

OH/28/123 1108998459 (２２７，１３ｐ ２０ｃｍ)
OH/28/141 1108998939

◆OH
正力松太郎 ◆OH
読売新聞社 １９７１．１０ 人生日記 -葉がくれに生きて-
(１５２ｐ ３１ｃｍ) 秀瀬日吉／著

OH/28/412 1109037380 高島書房出版部 １９７７．３
(４３４ｐ ２２ｃｍ)

OH/28/386 1109004109
◆OH

上流夫人 -皇室をいろどった女性-
藤島泰輔／著 ◆OH
サンケイ新聞社出版局 １９６９．３ 死んでたまるか！！ -不況を知らない、不況に強い森下商法の
(２７９ｐ １９ｃｍ) ヒミツとすべて！！-

OH/28/212 1108999929 サンケイ新聞／編
サンケイ新聞社 １９７８．１
(２１７ｐ ２２ｃｍ)

◆OH OH/28/436 1109007540
初心生涯
赤城宗徳／著
文化総合出版 １９７５．１１ ◆OH
(２６９ｐ，肖像 １９ｃｍ) 人物日本史

OH/28/435 1109007532 川崎康之／編
再版
毎日新聞社 １９５３．１０

◆OH (３４５ｐ　図版１枚 １９ｃｍ)
ジョン・ケネディ -その生いたちと政治的横顔- 毎日ライブラリー
ジェームズ・Ｍ・バーンズ／著 下島連 伝記－日本
日本外政学会 １９６１．１ OH/28/70 1108998087
(４９５ｐ １９ｃｍ)

OH/28/1 1108992775
◆OH

新聞に生きる福田恭助
◆OH 福田恭助／著 総合ジャ－ナリズム研究所／編

ジョン・ケネディ -その生いたちと政治的横顔- 東京社 １９６７．４
ジェームズ・Ｍ・バーンズ／著 下島連／訳 (２１８ｐ ２２ｃｍ)
６版 OH/28/215 1108999952
日本外政学会出版局 １９６６．２
(４９５ｐ １９ｃｍ)

OH/28/243 1109000354
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◆OH
身辺二話 OH/28/348 1109003739
三村起一／著
三村起一 １９６２．１１
(２５８ｐ １７ｃｍ) ◆OH

OH/28/129 1108998814 鈴木十郎 -遺稿と追想-
鈴木十郎遺稿集編纂準備会／［編］
相模書房 １９７７．８

◆OH (５６９ｐ ２２ｃｍ)
神武天皇論 OH/28/423 1109004539
橘孝三郎／著
天皇論刊行会 １９６５．９
(１２０４ｐ ２２ｃｍ) ◆OH
天皇論 スターリン傳
天皇 ルイス・フィッシャー／著 向後英一／訳

OH/28/31 1108993146 新潮社 １９５４．２
(３５７ｐ １９ｃｍ)

OH/28/201 1108999812
◆OH

随感録 -浜口雄幸遺稿-
［浜口雄幸／著］ 浜口富士子／編 ◆OH
三省堂 １９３１．９ 崇徳天皇御製集
(２００，４ｐ ２０ｃｍ) 崇徳天皇／著 阿河準三／編

OH/28/296 1109003085 白峰聖蹟護持会 １９７５
(１４１ｐ ２２ｃｍ)

OH/28/514 1109008142
◆OH

随筆西園寺公
小泉策太郎／著 ◆OH
岩波書店 １９３９．１０ スベトラーナ回想録 -父スターリンの国を逃れて-
(４９３ｐ １９ｃｍ) スベトラーナ・アリルーエワ／著 江川卓／訳
小泉三申全集 新潮社 １９６７．１２

OH/28/188 1108999689 (３２７ｐ　図版 ２０ｃｍ)
OH/28/161 1108999226

◆OH
素顔の代議士 ◆OH
大平正芳／著 住友回想記 続
２０世紀社 １９５６．１ 川田順／著
(２３４ｐ １８ｃｍ) 中央公論社 １９５３．２

OH/28/372 1109003986 (６，２６１ｐ　図版１枚 １９ｃｍ)
財閥

OH/28/120 1108998426
◆OH

杉浦重剛先生
佛性誠太郎／著 ◆OH
立命館出版部 １９４２．９ 住友回想記
(１４７ｐ １９ｃｍ) 川田順／著

OH/28/257 1109000495 中央公論社 １９５１．１２
(６，２２７ｐ　図版１枚 １９ｃｍ)
財閥

◆OH OH/28/119 1108998418
杉道助追悼録 上
杉道助追悼録刊行委員会／編
杉道助追悼録刊行委員会 １９６５．１２ ◆OH
(３９５ｐ １９ｃｍ) 天皇の御本質 -天皇陛下天覧の書-
杉道助の生涯，限りない人間愛 岩隈百洲／著

OH/28/367 1109003937 日本原理文化研究所 １９６１．１２
(１７６ｐ　図版 ２２ｃｍ)

OH/28/224 1109000248
◆OH

杉道助追悼録 下
杉道助追悼録刊行委員会／編 ◆OH
杉道助追悼録刊行委員会 １９６５．１２ 青淵回顧録 上巻
(４７５ｐ １９ｃｍ) 小貫修一郎／著
杉道助の遺稿，杉さんを偲ぶ（各氏執筆：大平正芳） 青淵回顧録刊行会 １９２７．８

OH/28/368 1109003945 (８，１４，５７，６７２ｐ　図版９枚 ２３ｃｍ)
OH/28/32 1108993153

◆OH
杉本五郎中佐の尊皇と禅 ◆OH
大山澄太／著 政界三十三年
春陽堂書店 １９４０．５ 篠田弘作／著
(２１１ｐ １９ｃｍ) 篠田政治経済研究会 １９７８．５
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(３５５ｐ　図版 ２３ｃｍ) ◆OH
OH/28/256 1109002814 世界の人間像 ６

角川書店編集部／編
角川書店 １９６１．１２

◆OH (４６１ｐ １９ｃｍ)
青春記 内容：キリスト，マホメット，ジャンヌ・ダルク，ジャドソン
日夏耿之介／等著 宗教家－伝記
修道社 １９５６．８ OH/28/44 1108993211
(２４４ｐ １９ｃｍ)

OH/28/113 1108998350
◆OH

惜櫟荘主人 -一つの岩波茂雄伝-
◆OH 小林勇／著

青春国会劇場 -早稲田雄弁会が生んだ明日を担う選良ナイン- 岩波書店 １９６３．３
豊田行二／著 (４５７ｐ １６ｃｍ)
新版 OH/28/325 1109003341
文化総合出版 １９７８．５
(４０１ｐ １９ｃｍ)

OH/28/512 1109008126 ◆OH
戦国の史話 -武将伝-
桑田忠親／著

◆OH 人物往来社 １９６３．４
聖僧竹林上人 (２９３ｐ １９ｃｍ)
菰渕覚次／著 OH/28/99 1108998210
毎日新聞社 １９７９
(３２９ｐ ２２ｃｍ)

OH/28/608 1109336204 ◆OH
戦国武将の手紙
桑田忠親／著

◆OH 人物往来社 １９６２．１１
盛徳抄 -一周忌記念遺稿集- (３１３ｐ ２０ｃｍ)
三越／編 日本－歴史－中世
三越 １９７３．６ OH/28/85 1108998574
(１８９ｐ １９ｃｍ)

OH/28/395 1109004190
◆OH

禅骨の人々 -師と友の群像-
◆OH 辻双明／著

青年と歩む後藤文夫 春秋社 １９６６．３
森有義／著 (３１２ｐ ２０ｃｍ)
日本青年館 １９７９．１２ 禅
(４３４ｐ ２２ｃｍ) OH/28/128 1108998509

OH/28/498 1109007995

◆OH
◆OH 戦後日本をダメにした学者・文化人

清流の譜 -森田欽二伝- 細川隆元／著
森山邦人／著 西日本新聞社開発局出版部／編 山手書房 １９７７．９
森田欽二先生顕彰会 １９８２．１ (３１６ｐ １９ｃｍ)
(５９１ｐ ２２ｃｍ) OH/28/402 1109004265

OH/28/583 1109009884

◆OH
◆OH 戦後の自叙伝

世界の人生論 ５ 安倍能成／編著
角川書店 １９６８．１ 新潮社 １９５９．１０
(３８９ｐ １９ｃｍ) (３１８ｐ ２０ｃｍ)

OH/28/356 1109003820 OH/28/48 1108997964

◆OH ◆OH
世界の人間像 ８ 戦後文教風雲録
角川書店編集部／編 剱木亨弘／著
角川書店 １９６２．４ 小学館 １９７７．１１
(４４４ｐ １９ｃｍ) (２３４ｐ ２０ｃｍ)
内容：星を見つめる人=ガリレオ(ハーサニー著 小暮義雄訳) 牛の歩み
ダーウィン自伝(フランシス・ダーウィン編 内山賢次訳) ある OH/28/451 1109007615
後漢の宦官の生涯=蔡倫(吉田光邦著) おらんだ正月=江戸時代 OH/28/255 1109339588
の科学者たち(森鉄三著) 
科学者－伝記

OH/28/44-2 1109309391 ◆OH
千利休
桑田忠親／著
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青磁社 １９４２．１２
(３６０ｐ　図版２枚 ２２ｃｍ)

OH/28/15 1108992981 ◆OH
孫文傳
鈴江言一／著

◆OH 岩波書店 １９５０．７
宋王朝 -中国の富と権力を支配した一族の物語- 上 (５５５，１４ｐ １９ｃｍ)
スターリング・シーグレーブ／著 田畑光永／訳 OH/28/200 1108999804
サイマル出版会 １９８６．１１
(１３，３２９ｐ １９ｃｍ)
宋家 ◆OH
4-377-30718-5 大河 -津田信吾伝-

OH/28/354-1 1109003796 石黒英一／著
ダイヤモンド社 １９６０．７
(３３５，７ｐ １９ｃｍ)

◆OH OH/28/82 1108998541
宋王朝 -中国の富と権力を支配した一族の物語- 下
スターリング・シーグレーブ／著 田畑光永／訳
サイマル出版会 １９８６．１１ ◆OH
(［３］，３４７ｐ １９ｃｍ) 大酋長のルーツ -ボランティアの先駆者　島崎政一郎伝-
宋家 秋田大助／著
4-377-30719-3 共同通信社 １９７８．９

OH/28/354-2 1109003804 (２５８ｐ ２２ｃｍ)
OH/28/567 1109009496

◆OH
宗鑑と一夜庵 ◆OH
一夜庵保存会／編 大臣日記
一夜庵改修奉賛会 １９８４．１１ 田中角栄／著
(４６ｐ ２２×２６ｃｍ) 新潟日報事業者 １９７２．９

OH/28/102 1108998244 (１９５ｐ　肖像 １９ｃｍ)
OH/28/352 1109003770

◆OH
雑炊 ◆OH
砂野仁／著 第二西欧騒風伝
〔砂野仁〕 １９７３．１１ 吉田東洲／著
(３２３ｐ ２２ｃｍ) 古今評論社 １９７９．５

OH/28/396 1109004208 (２６６ｐ １９ｃｍ)
OH/28/573 1109009793

◆OH
創造的日本学 -藤沢親雄遺稿 附諸家追悼・随想録- ◆OH
小見山登／編 代表的アメリカ人 下
日本文化連合会 １９６４．２ ライオネル・エルヴィン／著 本田良介／訳
(３５３Ｐ　図版５枚 ２２ｃｍ) 岩波書店 １９５１．１１

OH/28/83 1108998558 (２０２ｐ １８ｃｍ)
岩波新書

OH/28/155 1108999168
◆OH

続余の尊敬する人物
矢内原忠雄／著 ◆OH
岩波書店 １９４９．１１ 太平洋にかける橋 - 渋沢栄一の生涯-
(１９０ｐ １８ｃｍ) 渋沢雅英／著
岩波新書 読売新聞社 １９７０．１２

OH/28/118 1108998400 (４８６ｐ ２０ｃｍ)
OH/28/349 1109003747

◆OH
その男西田信一 ◆OH
辻俊一／著 高い山 -人物アルバム-
グリーン書房 １９７７．１０ 大内兵衛／著
(４９７ｐ １９ｃｍ) 岩波書店 １９６３．１０

OH/28/542 1109009660 (３４６ｐ １９ｃｍ)
OH/28/87 1108998590

◆OH
孫文伝 ◆OH
鈴江言一／著 高碕達之助集 下
岩波書店 １９６７．３ 高碕達之助集刊行委員会／編
(５６７，１４ｐ １９ｃｍ) 東洋製缶株式会社 １９６５．２
中国－歴史－近代 (４３１ｐ １９ｃｍ)

OH/28/591 1109009942 OH/28/47 1108993245
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◆OH
たといそうでなくても
安利淑／著

◆OH 待晨社 １９７２．４
高碕達之助集 上 (６０９ｐ ２２ｃｍ)
高碕達之助集刊行委員会／編 OH/28/570 1109009769
東洋製缶 １９６５．２
(３５０ｐ １９ｃｍ)

OH/28/46 1108993237 ◆OH
旅人 -ある物理学者の回想-
湯川秀樹／著

◆OH 講談社 １９６６．５
高瀬荘太郎 (３００ｐ ２０ｃｍ)
高瀬荘太郎先生記念事業会／編 名著シリーズ
高瀬荘太郎先生記念事業会 １９７０ OH/28/167 1108999275
(１０８５ｐ　図　肖像 ２２ｃｍ)
内容：評伝高瀬荘太郎（羽間乙彦）　高瀬荘太郎先生の人と学
説（片野一郎）　回想文（赤松要等）　故高瀬荘太郎君を偲ぶ ◆OH
級友座談会，高瀬荘太郎先生著作目録，年譜 タレイラン評伝 下巻

OH/28/326 1109003358 ダフ・クーパー／〔著〕 曽村保信／訳
中央公論社 １９７９．５
(２６８ｐ １５ｃｍ)

◆OH OH/28/444 1109004653
高野岩三郎伝
大島清／著
岩波書店 １９６８．３ ◆OH
(５０３，８ｐ ２０ｃｍ) 鍛造ひとすじ -私の六十年-

OH/28/194 1108999747 角田五郎／著
千曲秀版社 １９７９．９
(４０６ｐ ２２ｃｍ)

◆OH OH/28/467 1109007714
瀧川幸辰文と人
瀧川幸辰先生記念会／編
世界思想社 １９６３．１１ ◆OH
(４３１ｐ　図版１０枚 ２１ｃｍ) 竹堂随談 -古稀を迎えて-

OH/28/17 1108993005 香川 荒太郎／著
竹堂随談出版記念後援会 １９７１．１１
(２９５ｐ １９ｃｍ)

◆OH OH/28/499 1109008001
武田信玄
奥野高広／著 日本歴史学会／編
４版 ◆OH
吉川弘文館 １９６１．７ 父小泉信三
(３０４ｐ １８ｃｍ) 秋山加代／著 小泉タエ／著
人物叢書 毎日新聞社 １９６８．１０

OH/28/110 1108998327 (３０１ｐ ２０ｃｍ)
OH/28/175 1108999549

◆OH
武見太郎回想録 ◆OH
武見太郎／著 父の思い出 -石井絹次郎伝-
日本経済新聞社 １９６８．２ 石井輝司／著
(２５８ｐ １９ｃｍ) 廣川書店 １９６５．５

OH/28/206 1108999861 (３３８ｐ ２２ｃｍ)
OH/28/12 1108992957

◆OH
たった独りからの出発 -加ト吉加藤義和の発想と行動- ◆OH
佐藤正忠／著 血と涙と
経済界 １９７８．４ ウィンストン・チャーチル／［述］ 中野忠夫／訳
(２２３ｐ １８ｃｍ) 新潮社 １９５８．１０
タツの本 (３５６ｐ ２０ｃｍ)

OH/28/518 1109009215 政治
OH/28/143 1108998954

◆OH
伊達順之助の歩んだ道 ◆OH
都築七郎／著 チャーチル -生存の戦い-
大勢新聞社 １９６４．３ ロード・モーラン／著 新庄哲夫／訳
(３３８ｐ　図版６枚 １９ｃｍ) 河出書房新社 １９６７．３

OH/28/94 1108998665 (３７４ｐ　図版 １９ｃｍ)
Ｋａｗａｄｅ　ｗｏｒｌｄ　ｂｏｏｋｓ

OH/28/287 1109002996
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◆OH
追想の広川弘禅

◆OH 追想の広川弘禅刊行委員会／編
忠魂録 追想の広川弘禅刊行委員会 １９６８．１２
仁尾桜星会／編 (６７６ｐ ２２ｃｍ)
仁尾桜星会 １９６４．４ OH/28/165 1108999259
(４９４ｐ ２６ｃｍ)

OH/28/231 1109037000
◆OH

追想録進藤孝二
◆OH 大阪商船三井船舶株式会社／編

中部経済圏人物誌 上 大阪商船三井船舶 １９７５．９
浅野四郎／編著 (５４３ｐ ２２ｃｍ)
貿易之日本社 １９６３．７ OH/28/553 1109009405
(２１４ｐ ２２ｃｍ)

OH/28/14 1108992973
◆OH

追悼
◆OH 東京女学館／編集

朝鮮植民者 -ある明治人の生涯- 東京女学館 １９７５．８
村松武司／著 (１３２ｐ ２２ｃｍ)
三省堂 １９７２．３ OH/28/432 1109004604
(２６７ｐ １９ｃｍ)

OH/28/347 1109003721
◆OH

追悼藤井丙午
◆OH 藤井丙午先生追悼録刊行会／編

挑戦する女サッチャー -食料品店の娘が首相の座を狙うまでの 新評社 １９８１．１２
道- (３４０ｐ ２２ｃｍ)
ジョージ・ガーディナー／著 石井一／訳 浜田美智子／構成 OH/28/577 1109009827
講談社 １９７７．４
(２２２ｐ ２０ｃｍ)

OH/28/564 1109009462 ◆OH
追悼録磯野長蔵
麒麟麦酒／編

◆OH 麒麟麦酒 １９６７．１０
追想 (２１８ｐ ２２ｃｍ)
大数加哲一追想編纂会／編纂 OH/28/174 1108999317
〔出版社不明〕 １９７３．５
(９１ｐ　図版 ２２ｃｍ)

OH/28/495 1109007961 ◆OH
通濟自伝 -歴代宰相・憲法秘話-
菅原通濟／著

◆OH 常盤山文庫出版部 １９７７．４
追想四宮忠蔵 (２５６ｐ １９ｃｍ)
辰巳商会 １９７４．１２ OH/28/434 1109004612
(４１０ｐ ２２ｃｍ)

OH/28/502 1109008035
◆OH

塚原俊郎先生を偲ぶ
◆OH 鹿島好文／編

追想　高田浩運 水府政治経済研究会 １９７７．１１
高田浩運先生追悼録刊行会 １９７８．７ (２８２ｐ ２２ｃｍ)
(５９３ｐ ２０ｃｍ) OH/28/382 1109004075

OH/28/527 1109009611 OH/28/521 1109009223

◆OH ◆OH
追想棚橋小虎 創る育てる
棚橋小虎追悼集刊行会／編 立石一真／著
棚橋小虎追悼集刊行会 １９７４．１２ 日本経済新聞社 １９７５．１
(２３４ｐ ２２ｃｍ) (３３４ｐ １９ｃｍ)

OH/28/492 1109007938 私の履歴書 
OH/28/459 1109007631

◆OH
追想中部謙吉 ◆OH
水産経済新聞社／編 辻寛一自選集
水産経済新聞社 １９７８．１ 辻寛一／著
(８３ｐ ２１ｃｍ) 辻寛一事務所 １９６５．１０

OH/28/430 1109004596 (６８３，１３ｐ ２２ｃｍ)
OH/28/30 1108993138
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◆OH
◆OH 顚起七十年

坪川信三先生を偲ぶの記 杉山金太郎／著
森川章／編著 実業之日本社 １９５１．５
坪川信三先生遺徳顕彰委員会 １９８０．２ (１６８，６ｐ １９ｃｍ)
(４８９ｐ ２７ｃｍ) OH/28/134 1108998863

OH/28/419 1109037414

◆OH
◆OH 天智伝

出会い -自伝的断片- 中西進／著
Ｍ．ブーバー／著 児島洋／訳 中央公論社 １９７５．６
改訂増補 (２７９ｐ ２０ｃｍ)
理想社 １９６８．４ 中公叢書
(１１６ｐ １９ｃｍ) OH/28/588 1109009918
実存主義叢書

OH/28/270 1109000594
◆OH

天皇 -天皇統治の史的解明-
◆OH 石井良助／著

ディズレーリ 弘文堂 １９５０．６
鶴見祐輔／著 (６，３，２５０ｐ １９ｃｍ)
潮出版社 １９７１．１ 天皇
(４５０ｐ １５ｃｍ) OH/28/4 1108992809
潮文庫

OH/28/307 1109003192
◆OH

天皇 第５巻
◆OH 児島襄／著

手島栄 文藝春秋 １９７４．１０
手島栄追想録刊行会／編纂 (４５８ｐ ２０ｃｍ)
手島栄追想録刊行会 １９６４．３ 主要参考文献：ｐ４５３～４５８
(３４３ｐ ２２ｃｍ) 日本－歴史－昭和時代 今上天皇

OH/28/237 1109000305 OH/28/547 1109009686

◆OH ◆OH
鐡舟随感録 天皇
〔山岡鉄舟／著〕 勝海舟／評論 高橋泥舟／校閲 安部正人／ 宮廷記者団／著
編述 東洋経済新報社 １９５５．４
秋田屋書房版 (２１１ｐ １８ｃｍ)
秋田屋書房 １９４２．９ OH/28/5 1108992817
(２７７ｐ １９ｃｍ)

OH/28/281 1109002939
◆OH

天皇 -昭和史覚書-
◆OH 栗原健／著

鉄道人佐藤栄作 有信堂 １９５５．１０
「鉄道人佐藤栄作」刊行会／編 (３２６ｐ １８ｃｍ)
「鉄道人佐藤栄作」刊行会 １９７７．５ 日本－歴史－昭和時代
(３５６ｐ　肖像 ２２ｃｍ) OH/28/6 1108992825
「鉄道人佐藤栄作」年譜：ｐ．３５３～３５４

OH/28/421 1109004513
◆OH

天皇家の生活
◆OH 毎日新聞社図書編集部／編

寺田寅彦 毎日新聞社 １９６４．４
矢島祐利／著 (１３８，１１ｐ（主に図） ３１ｃｍ)
岩波書店 １９４９．１０ OH/28/405 1109037372
(４４６ｐ １９ｃｍ)
図版，年譜，論文，随筆目録あり

OH/28/198 1108999788 ◆OH
天皇さまの還暦
入江相政／著

◆OH 朝日新聞社 １９６２．４
寺田寅彦の追想 (２４３ｐ ２０ｃｍ)
中谷宇吉郎／著 OH/28/7 1108992833
甲文社 １９４７．４
(３１９ｐ ２２ｃｍ)
図版あり ◆OH

OH/28/292 1109003044 天皇ヒロヒト
レナード・モズレー／著 高田市太郎／訳
毎日新聞社 １９６６．６
(３５８ｐ ２１ｃｍ)
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OH/28/180 1108999598 中公新書
巻末：参考文献
4-12-100750-6

◆OH OH/28/438 1109004638
天皇陛下 -在位五十年-
共同通信社／編集
小西六写真工業株式会社 １９７６．１０ ◆OH
( １冊 （おもに図） ２７ｃｍ) ドクター・ジュノー武器なき勇者

OH/28/449 1109037455 大佐古一郎／著
新潮社 １９７９．１２
(２０９ｐ ２０ｃｍ)

◆OH OH/28/539 1109009652
天皇陛下御在位五十年記念式典記録
内閣総理大臣官房／［編］
内閣総理大臣官房 １９７７．３ ◆OH
(２３１ｐ ２７ｃｍ) ドゴールの言葉 -その演説・声明・著書・談話から-

OH/28/530 1109037521 ドゴール／著 嬉野満洲雄／訳
日本国際問題研究所 １９６４．１０
(２３７ｐ １８ｃｍ)

◆OH OH/28/150 1108999119
闘魂の人 -人間務台と読売新聞-
松本一朗／著
新装判 ◆OH
地産出版 １９７４．９ ドゴール　毛沢東　河本大作 -世界の根性三人男-
(３７９ｐ，図，肖像 １９ｃｍ) 木村武雄／著

OH/28/411 1109004448 講談社 １９７２．２
(２５５ｐ ２０ｃｍ)

OH/28/338 1109003432
◆OH

闘魂の人 -人間務台と読売新聞-
松本一朗／著 ◆OH
大自然出版 １９７３．８ 敦煌と私 -石窟芸術とともに生きた４０年-
(３９８ｐ ２２ｃｍ) 常書鴻／著 何子嵐／訳 鈴木久／訳
読売新聞社 サイマル出版会 １９８６．４

OH/28/548 1109009371 (１２，２３１ｐ １９ｃｍ)
石坂記念財団講演シリーズ
敦煌

◆OH 4-377-20702-4
東大人名録 官公庁編　昭和３７年度版 OH/28/563 1109009454
東大卒業生名簿編纂委員会 １９６２．１２
(６３２ｐ １９ｃｍ)

OH/28/232 1109000263 ◆OH
泣いて笑って３時のわたし
扇千景／著

◆OH サンケイ出版 １９７７
東宮大佐伝 (２２４ｐ １８ｃｍ)
梁瀬春雄／著 Ｓａｎｋｅｉ ｄｒａｍａ ｂｏｏｋ
新紘社 １９４２．４ OH/28/574 1109009801
(３７９，２８ｐ １９ｃｍ)

OH/28/274 1109002863
◆OH

中川末吉翁
◆OH 中川末吉翁記念刊行物編集会 １９６５．３

遠山直道 (７３２ｐ　図版 ２２ｃｍ)
遠山直道追想録刊行会／編 OH/28/234 1109000289
ダヴィッド社 １９７４．３
(３２１ｐ ２２ｃｍ)

OH/28/480 1109007821 ◆OH
中島慶次氏を偲ぶ
中島慶次追悼録刊行会 １９７６．１０

◆OH (３５７ｐ ２２ｃｍ)
冨樫総一 OH/28/273 1109002855
富樫総一氏追想録刊行会／編
富樫総一氏追想録刊行会(日刊労働通信社内) １９７４．１
(４１１ｐ １９ｃｍ) ◆OH

OH/28/400 1109004240 長沼弘毅 -長沼弘毅追悼録-
長沼源太／〔編〕
あゆむ出版 １９７８．５

◆OH (４２９ｐ ２２ｃｍ)
徳川昭武 -万博殿様一代記- 長沼弘毅の肖像・著書目録・年譜あり
須見裕／著 OH/28/506 1109008076
中央公論社 １９８４．１２
(２７４ｐ １８ｃｍ)
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◆OH ◆OH
中部幾次郎 ナンセン伝
大仏次郎／編 Ａ．Ｇ．ホール／著 林要／訳
中部幾次郎翁伝記編纂刊行会 １９５８．５ 岩波書店 １９４２．１
(３２７ｐ ２０ｃｍ) (１９９ｐ １９ｃｍ)

OH/28/199 1108999796 岩波新書
OH/28/116 1108998384

◆OH
長與又郎傳 ◆OH
長與博士記念曾／編 西尾末広の政治覚書
日新書院 １９４４．４ 西尾末広／著
(３５７，６，３７ｐ ２２ｃｍ) 毎日新聞社 １９６８．５

OH/28/317 1109003291 (３６６ｐ １９ｃｍ)
OH/28/290 1109003028

◆OH
渚の唄 -ある女流生物学者の生涯- ◆OH
加藤恭子／著 ２０世紀を動かした人々 ９
講談社 １９８０．２ 講談社 １９６２．１２
(２６４ｐ ２０ｃｍ) (４１２ｐ １９ｃｍ)

OH/28/389 1109004133 内容：クルップ（岡倉古志郎）　ロスチャイルド兄弟（中木康
夫）　モルガン（小原敬士）　ジャムセトジ・Ｎ・カタ（中川
敬一郎），岩崎弥太郎（楫西光速）

◆OH OH/28/139 1108998913
なぜベストをつくさないのか -ピーナッツ農夫から大統領への
道-
ジミー・カーター／著 ◆OH
英潮社 １９７６．１０ 西村展蔵の生涯 -天下一家思想-
(２２６ｐ １９ｃｍ) 西村一生／著

OH/28/408 1109004307 北斗出版 １９７８．７
(４９４ｐ ２２ｃｍ)

OH/28/466 1109007672
◆OH

なにくそやるぞ -具志堅宗精自伝- 續續
具志堅宗精／著 琉鵬会／著 ◆OH
琉鵬会 １９７７．１２ 西山彌太郎追悼集
(３７３ｐ ２２ｃｍ) 西山記念事業会 １９６７．８

OH/28/420 1109004505 (５７８ｐ ２２ｃｍ)
川崎製鉄株式会社

OH/28/176 1108999556
◆OH

ナポレオン -その情熱的生涯-
加瀬俊一／著 ◆OH
文藝春秋 １９６９．９ にっぽん人物画
(３２６ｐ ２０ｃｍ) 近藤日出造／著

OH/28/207 1108999879 オリオン社 １９６４．６
(２３３ｐ １９ｃｍ)

OH/28/72 1108998152
◆OH

ナポレオン伝
エミール・ルードウィッヒ／著 金沢誠／訳 ◆OH
東京創元社 １９６１．２ 日本革命の予言者　木下尚江
(３３３ｐ　図版 １９ｃｍ) 柳田泉／著

OH/28/146 1108998988 春秋社 １９６１．５
(２１８ｐ １８ｃｍ)
社会思想

◆OH OH/28/60 1108998038
浪越徳治郎自伝 -おやゆび一代-
浪越徳治郎／著
実業之日本社 １９７５．５ ◆OH
(２５３ｐ １９ｃｍ) 日本画の中の日本人

OH/28/515 1109008159 Ｐ．Ｆ．ドラッカー／著
ダイヤモンド社 １９７９．３
(５５ｐ １９ｃｍ)

◆OH 『傍観者の時代』発刊記念
南洲西郷隆盛先生遺訓 OH/28/538-2 1109318319
西郷南洲先生墨香・遺訓刊行会／編
西郷南洲先生墨香・遺訓刊行会 １９７２．４
(１冊 ３７ｃｍ) ◆OH

OH/28/406-1 1109037109 日本さらりーまん外史 -彼らはいかに生きたか- 続
小島直記／著
日本経済新聞社 １９６７．３
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(２８５ｐ １９ｃｍ) OH/28/91 1108998632
OH/28/205 1108999853

◆OH
◆OH 日本の天皇政治 -宮中の役割の研究-

日本史の人物 デイビッド・Ａ．タイタス／著 大谷堅志郎／訳
松本新八郎／著 サイマル出版会 １９７９．８
未来社 １９５８．４ (３６７ｐ １９ｃｍ)
(４０８ｐ １９ｃｍ) 内容：天皇政治と宮中の役割，天皇‐正当性と権威の源泉，宮

OH/28/69 1108998079 廷官僚主義，宮中指導者とその役割，昭和宮廷政治の展開，日
本の天皇政治
天皇

◆OH OH/28/399 1109004232
日本女性録
中央探偵社出版局／編
第２版 ◆OH
中央探偵社 １９５８．９ 日本発明家伝
(８０４，１６ｐ ２７ｃｍ) 奈良繁太郎／編

OH/28/320 1109037034 特許新聞社 １９６１．３
(１０５２ｐ ２７ｃｍ)
発明家

◆OH OH/28/227 1109036986
日本人材論 -対談-
会田雄次／著
サンケイ出版 １９７９．４ ◆OH
(２４６ｐ １９ｃｍ) 日本百歳人名鑑 ［昭和５２年版］

OH/28/433 1109007524 限定版
日本百歳会 １９７７．９
(６７２ｐ ２７ｃｍ)

◆OH 日本百歳会年表：ｐ６２７～６２８
日本人のための無銭旅行入門 -たった２万円で世界をめぐる法 日本－名簿
- OH/28/385 1109037067
フランツ・グルーバー／著 新庄哲夫／訳
光文社 １９６２．４
(２４０ｐ １８ｃｍ) ◆OH
カッパ・ブックス 人間・浅田敏章

OH/28/96 1108998681 大阪スタヂアム １９７７．１１
(１９９ｐ ２２ｃｍ)

OH/28/43 1108993203
◆OH

日本人物百年史 -幕末・明治・大正・昭和-
サン写真新聞社／編 ◆OH
サン写真新聞社 １９５８．５ 人間・植村甲午郎 -戦後経済発展の軌跡-
(４４５ｐ ３０ｃｍ) 植村甲午郎伝記編集室／編

OH/28/225 1109036960 サンケイ出版 １９７９．７
(６２５ｐ ２２ｃｍ)

OH/28/445 1109007573
◆OH OH/28/578 1109009835

日本の叡智
名和一男／著
日本ソノサービスセンター １９６７．１０ ◆OH
(２７０ｐ　図版 ２０ｃｍ) 人間この多様なるもの

OH/28/209 1108999895 Ｃ．Ｐ．スノー／著 梅田敏郎 井上日雄／共訳
紀伊国屋書店（発行） １９７０．４
(２８８ｐ　図版 ２０ｃｍ)

◆OH OH/28/442 1109007565
日本のこころ -その代表人物-
毎日新聞社 １９６９．１
(２７６ｐ ２０ｃｍ) ◆OH
日本－伝記 人間シュヴァイツェル

OH/28/283 1109002954 野村實／著
岩波書店 １９５５
(２０４ｐ １８ｃｍ)

◆OH 岩波新書
日本の思想家 １ OH/28/152 1108999135
朝日ジャ－ナル編集部／編
朝日新聞社 １９６２．９
(３３３ｐ １９ｃｍ) ◆OH
内容：高野長英，佐久間象山，横井小楠，吉田松院，坂本龍馬 人間瀧冨士太郎
，福沢諭吉，西周，西村茂樹，森有礼，井上毅，植木枝盛，中 瀧冨士太郎追想録刊行世話人会／編
江兆民，村透谷，田口卯吉，陸羯南，坪内逍遙，山路愛山，岡 日本交通文化協会 １９７６．１２
倉天心，穂積八束，植村正久 (４２９ｐ ２２ｃｍ)
日本人－伝記 OH/28/229 1109000255
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(１５７，５７ｐ １９ｃｍ)
OH/28/145 1108998970

◆OH
人間　田中角栄
馬弓良彦／著 ◆OH
ダイヤモンド社 １９７２．６ パーキンソン氏の風変りな自伝
(２３４ｐ １９ｃｍ) Ｃ．Ｎ．パーキンソン／著 福島正光／訳

OH/28/339 1109003440 至誠堂 １９６６．１１
(２８１ｐ １９ｃｍ)

OH/28/282 1109002947
◆OH

人間中野正剛
緒方竹虎／著 ◆OH
潮書房 １９５６．４ 驀進 -人間機関車ヌマさんの記録-
(１８２ｐ １８ｃｍ) 浅沼追悼出版編集委員会／編

OH/28/67 1108998137 日本社会党機関紙局 １９６１．６
(３５７ｐ ２７ｃｍ)

OH/28/228 1109036994
◆OH

人間はいくらでも偉くなれる
貴具正勝／著 ◆OH
講談社出版サービスセンター １９７０．７ 白道をゆく -自叙伝-
(３１８ｐ １９ｃｍ) 受田新吉／著

OH/28/465 1109004703 東洋図書出版 １９７９．１０
OH/28/531 1109009280 (４８７ｐ ２０ｃｍ)

OH/28/517 1109008175

◆OH
農村の師大原幽學 ◆OH
越川 春樹／著 バクーニン 上巻
明徳出版社 １９５５．７ Ｅ．Ｈ．カー／著 大沢正道／訳
(１１９ｐ １９ｃｍ) 現代思潮社 １９６５．８
師友選書 309.7

OH/28/154 1108999150 (３６９ｐ ２０ｃｍ)
OH/28/370 1109003960

◆OH
野口遵は生きている -事業スピリットとその展開- ◆OH
フジインターナショナルコンサルタント出版部／編 果てなき旅 上
フジインターナショナル・コンサルタント １９６４．８ 日向康／著 本田克己／画
(２３８ｐ １８ｃｍ) 福音館書店 １９７８．５

OH/28/106 1108998285 (４９９ｐ １９ｃｍ)
福音館日曜日文庫

OH/28/403 1109004273
◆OH

野口英世
奥村鶴吉／編 ◆OH
岩波書店 １９３３．７ 果てなき旅 下
(６８０ｐ １９ｃｍ) 日向康／著 本田克己／画

OH/28/305 1109003176 福音館書店 １９７９．４
(６１３ｐ １９ｃｍ)
福音館日曜日文庫

◆OH OH/28/404 1109004281
野口英世伝
野口英世記念会／編
野口英世記念会 １９６３．１１ ◆OH
(２９２ｐ ３１ｃｍ) 破天荒・人間笹川良一

OH/28/162 1109036952 山岡荘八／著
有朋社 １９７８．４
(３４１ｐ ２０ｃｍ)

◆OH OH/28/418 1109004497
敗戦日本の内側 -近衛公の思い出-
富田健治／著
古今書院 １９６２．７ ◆OH
(３２８ｐ １９ｃｍ) 波濤を越えて -大正製薬の五十年 上原正吉・小枝夫妻の足跡-
日本－歴史－昭和時代 小俣行男／著

OH/28/98 1108998707 現代史出版会 １９８０．４
(３２１，１５ｐ ２０ｃｍ)

OH/28/523 1109009256
◆OH

準縄は楽しき地に落ちたり
エー・ケー・ライシャワー博士伝刊行会 ◆OH
教文館 １９６１．１１ バートランド・ラッセル -情熱の懐疑家-
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アラン・ウッド／著 碧海純一／訳 ◆OH
みすず書房 １９６３．２ 半田寛子
(３８２，８ｐ ２０ｃｍ) 半田剛／編

OH/28/208 1108999887 半田剛 １９７２．１１
(２３４ｐ １９ｃｍ)

OH/28/351 1109003762
◆OH

馬場辰猪
萩原延寿／著 ◆OH
再版 燧 第４号　大平総理祝賀特集号
中央公論社 １９７７．２ 香川県立観音寺第一高等学校同窓会／［編］
(３１５ｐ ２０ｃｍ) 学苑社 １９７９．１１
中公叢書 (８３，１３３ｐ ２１ｃｍ)

OH/28/589 1109009926 大平総理写真特集
OH/28/509 1109008100

◆OH
母なるロシアを追われて ◆OH
Ｖ．セルジュ／著 浜田泰三／訳 燧 第５号　
現代思潮社 １９７０．１０ 香川県立観音寺第一高等学校同窓会／［編］
(２７２ｐ １９ｃｍ) 学苑社 １９８０．１１
一革命家の回想 (４５，１３８ｐ ２１ｃｍ)

OH/28/277 1109002897 大平総理の急逝を悼む，水深ければ川静かなり，大平さんのお
話し，クジラ論争にも悠然、外人記者に好評だった大平首相，
大平首相追悼，故大平総理を偲ぶ

◆OH OH/28/509-2 1109319424
母之面影
遠山元一／編
遠山美以追想録刊行会 １９６０．１１ ◆OH
(３０１ｐ　図版 ２２ｃｍ) 人づくり国づくり

OH/28/311 1109003234 松永安左衛門／著
実業之日本社 １９６５．１１
(３０４ｐ　図版 １９ｃｍ)

◆OH OH/28/71 1108998095
浜田キミを偲ぶ
浜田祐生／編著
浜田祐生 １９７４．１２ ◆OH
(２４５ｐ １９ｃｍ) 一粒の種 -堀正由の歩んだ道-

OH/28/424 1109004547 片柳忠男／著
オリオン出版社 １９７０．２
(３２６ｐ １９ｃｍ)

◆OH OH/28/278 1109002905
原敬傳 下巻
前田蓮山／著
高山書院 １９４３．３ ◆OH
(４３１ｐ １９ｃｍ) 一松定吉「追懐集」

OH/28/184 1108999648 一松ヒデ ／編
 一松弘 １９７５．６
(１７４ｐ ２２ｃｍ)

◆OH OH/28/471 1109007706
ハロルド・ウィルソン
Ｌ．スミス／著 吉沢清次郎／訳
鹿島研究所出版会 １９６６．１１ ◆OH
(３０７ｐ １９ｃｍ) 人と思想 １０

OH/28/266 1109000552 文藝春秋 １９６８．１０
(５３４，１０ｐ ２０ｃｍ)

OH/28/172 1108999309
◆OH

繁栄への闘い -建設業を近代化させた男の記録-
木村平／著 ◆OH
日刊建設工業新聞社 １９７５．３ 人に志あり
(３８８ｐ，肖像 １９ｃｍ) 大島清／著

OH/28/413 1109004463 １９７４．７
(３３４ｐ １９ｃｍ)
高野房太郎，高野岩三郎，大原総一郎，河上肇，猪俣津南雄，

◆OH 赤い校長八田三喜，伊東三郎，素玄菜明石哲三，山室得弘，金
反骨の宰相候補中川一郎 鳳起
今井久夫／著 OH/28/569 1109009751
経済往来社 １９７８．９
(２６８ｐ １９ｃｍ)

OH/28/409 1109004414 ◆OH
ひとりの人間
松下正寿／著
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白凰社 １９６１．１２ 一松定吉／著
(２１４ｐ ２０ｃｍ) ３版

OH/28/54 1108993260 東京書房 １９６４．２
(１４２ｐ １９ｃｍ)

OH/28/92 1108998640
◆OH

評伝芦原義重
真島弘／著 ◆OH
国際商業出版 １９７７．１２ 蕗のとう -私の履歴書-
(２８６ｐ ２０ｃｍ) 水田三喜男／著
評伝シリーズ 日本経済新聞社 １９７１．３

OH/28/475 1109007771 (１８７ｐ １９ｃｍ)
OH/28/306 1109003184

◆OH
評伝アドルフ・ヒトラー ◆OH
加瀬俊一／著 福翁自伝
文藝春秋 １９７８．６ 福沢諭吉／著 富田正文／校注解説
(３９８ｐ ２０ｃｍ) 慶應通信 １９５７．２
巻末：ヒトラー簡略年表 (１４，３３３，１０ｐ １７ｃｍ)

OH/28/392 1109004166 OH/28/183 1108999630

◆OH ◆OH
評伝荒木万寿夫 福翁自伝
荒木万寿夫先生顕彰会 １９７４．１０ 福沢諭吉／著
(３１４ｐ ２２ｃｍ) 改訂

OH/28/489 1109007912 岩波書店 １９５４．６
(３３１，８ｐ １５ｃｍ)
岩波文庫

◆OH OH/28/483 1109007854
評伝吉田茂 上
猪木正道／著
読売新聞社 １９７８．１２ ◆OH
(３７４ｐ ２２ｃｍ) 福沢諭吉

OH/28/593 1109213353 小泉信三／著
新書版
岩波書店 １９６６．４

◆OH (２０９ｐ １８ｃｍ)
平田篤胤 岩波新書
山田孝雄／著 OH/28/131 1108998830
畝傍書房 １９４２．８
(１３０ｐ １９ｃｍ)

OH/28/65 1108998061 ◆OH
福沢諭吉
石河幹明／著

◆OH ３刷
広瀬淡窓旭荘書翰集 岩波書店 １９４６．４
長寿吉，小野精一／［共］編 (５００ｐ １９ｃｍ)
弘文堂書房 １９４３．５ OH/28/251 1109000461
(７４１ｐ ２２ｃｍ)

OH/28/29 1108993120
◆OH

福沢諭吉 -人とその思想-
◆OH 野村兼太郎／著

広田弘毅 慶應通信 １９５８．１２
広田弘毅伝記刊行会／編 (２６４ｐ １９ｃｍ)
広田弘毅伝記刊行会 １９６６．１２ OH/28/191 1108999713
(６４６ｐ ２３ｃｍ)

OH/28/271 1109000602
◆OH

福沢諭吉 -生きつづける思想家-
◆OH 河野健二／著

ファラデー 講談社 １９６７．４
矢島祐利／著 (１８５ｐ １８ｃｍ)
岩波書店 １９４０．７ 講談社現代新書
(１６７ｐ １８ｃｍ) OH/28/295 1109003077
岩波新書

OH/28/151 1108999127
◆OH

福寿の海 -庭野会長古稀記念写真集-
◆OH 古川司 １９７５．１０

風雪九十年 前編 (［１３８ｐ］ ２９ｃｍ)
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OH/28/441 1109037422 (２８７ｐ １８ｃｍ)
OH/28/133 1108998855

◆OH
福原信三 ◆OH
矢部信寿／編著 ペスタロッチ－伝 下巻
資生堂 １９７０．１１ 長田新／著
(２６７ｐ（図共） ２７ｃｍ) 岩波書店 １９５２．４
年譜・著書：ｐ．２６３－２６５ (４，４９４，８ｐ　図版２枚 ２２ｃｍ)

OH/28/319 1109037026 教育家 Ｐｅｓｔａｌｏｚｚｉ，Ｊｏｈａｎｎ　Ｈｅｉｎｒｉ
ｃｈ

OH/28/27 1108993104
◆OH

藤原銀次郎回顧八十年
下田将美／著 藤原銀次郎／述 ◆OH
大日本雄辯會講談社 １９４９．１２ ペスタロッチ－伝 上巻
(４８１ｐ １９ｃｍ) 長田新／著

OH/28/186 1108999663 岩波書店 １９５１．９
(３，４６９ｐ　図版３枚 ２２ｃｍ)
教育家 Ｐｅｓｔａｌｏｚｚｉ，Ｊｏｈａｎｎ　Ｈｅｉｎｒｉ

◆OH ｃｈ
藤原佐理 OH/28/26 1108993096
春名好重／著 日本歴史学会／編
吉川弘文館 １９６１．２
(１９９ｐ １８ｃｍ) ◆OH
人物叢書 ベルジャエフ -生涯と思想-

OH/28/111 1108998335 田口貞夫／著
創文社 １９６１．３
(６，２１６ｐ １９ｃｍ)

◆OH ベルジャエフ
フルシチョフ言説集 OH/28/170 1108999291
日刊労働通信社／編
日刊労働通信社 １９６４．３
(７５８ｐ ２２ｃｍ) ◆OH

OH/28/28 1108993112 ベルツ　花 -エルウィン フォン ベルツ夫人の生涯-
鹿島卯女／著
鹿島研究所出版会 １９７２．６

◆OH (３６５，２９ｐ １９ｃｍ)
フレミングの生涯 OH/28/344 1109003499
アンドレ・モロワ／著 新庄嘉章・平岡篤頼／訳
新潮社 １９５９．１１
(２６５ｐ １９ｃｍ) ◆OH

OH/28/585 1109009900 遍歴八十年
森戸辰男／著
日本経済新聞社 １９７６．１０

◆OH (１８１ｐ １９ｃｍ)
文人宰相大平正芳 OH/28/379 1109004042
新井俊三，森田一／共著
春秋社 １９８２
(７，３２３ｐ ２０ｃｍ) ◆OH

OH/28/597 1109009983 傍観者の時代 -わが２０世紀の光と影-
Ｐ．Ｆ．ドラッカー／著 風間禎三郎／訳
ダイヤモンド社 １９７９．３

◆OH (５２４ｐ ２０ｃｍ)
米国日系人百年史 -在米日系人発展人士録- アメリカ
新日米新聞社 １９６１．１２ OH/28/538 1109009314
(１４３１ｐ　図版 ２７ｃｍ)

OH/28/226 1109036978
◆OH

芳勲録
◆OH 大西綾治朗／［編］

平和への意志 -ハマーショルド総長の生涯- 仲南村遺族会 １９６９．１０
リチャード・Ｉ・ミラー／著 波多野裕造／訳 (３２１ｐ ２６ｃｍ)
日本外政学会 １９６２．１０ OH/28/242 1109037018
(２９１ｐ １９ｃｍ)

OH/28/149 1108999325
◆OH

北条政子
◆OH 渡辺保／著 日本歴史学会／編

平和と諸国民の幸福の闘士 -フルシチョフ首相の７０才誕生に 吉川弘文館 １９６１．２
よせて- (１９５ｐ １８ｃｍ)
〔ソビエト社会主義共和国連邦大使館広報課／編〕 人物叢書
ソビエト社会主義共和国連邦大使館広報課 １９６４．６ OH/28/112 1108998343
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OH/28/525 1109008209

◆OH
北条泰時 ◆OH
上横手雅敬／著 日本歴史学会／編 マキャヴェリ
吉川弘文館 １９５８．１１ マルセル・ブリヨン／〔著〕 生田耕作，高塚洋太郎／訳
(２２９ｐ １８ｃｍ) みすず書房 １９６６．５
人物叢書 (３０２ｐ ２０ｃｍ)

OH/28/109 1108998319 OH/28/300 1109003127

◆OH ◆OH
法律家としてのレーニン 益谷秀次
ステールニク／著 稲子恒夫／訳 益谷秀次伝刊行会／編
日本評論社 １９７０．１２ 益谷秀次伝刊行会 １９６７．１
(３１５ｐ １９ｃｍ) (５１９，３６，８ｐ ２２ｃｍ)

OH/28/342 1109003473 OH/28/164 1108999242

◆OH ◆OH
朴正煕 -その人とビジョン- 松浦周太郎傳
吉典植／著 趙南富／訳 岸本翠月／著
サンケイ出版 １９７７．８ 松浦周太郎先生顕彰会 １９７１．３
(２００ｐ ２２ｃｍ) (６９５ｐ ２２ｃｍ)

OH/28/381 1109004067 OH/28/310 1109003226

◆OH ◆OH
ホー・チ・ミン -ベトナムの魔術師- 松翁 -松尾岩雄像-
小山房二／著 関寅太郎／著
東都書房 １９６６．３ 松尾岩雄 １９６７．３
(２３５，１１ｐ １８ｃｍ) (２３４ｐ １９ｃｍ)

OH/28/148 1108999002 OH/28/239 1109000321

◆OH ◆OH
焔の時灰の時 松岡洋右 -悲劇の外交官- 上巻
平岡敏男／著 豊田穣／著
毎日新聞社 １９７９．９ 新潮社 １９７９．６
(３６６ｐ ２０ｃｍ) (３４２ｐ ２０ｃｍ)

OH/28/393 1109004174 OH/28/410A 1109004422

◆OH ◆OH
堀光亀自叙伝 松岡洋右 -悲劇の外交官- 下巻
三宅勇三／著 豊田穣／著
三滝社 １９７２．２ 新潮社 １９７９．６
(２１６ｐ ２０ｃｍ) (３４３ｐ ２０ｃｍ)

OH/28/346 1109003713 OH/28/410B 1109004430

◆OH ◆OH
本多光太郎伝 松田重次郎
石川悌次郎／著 梶山季之／著
日刊工業新聞社 １９６４．１２ 時事通信社 １９６６．２
(３８２ｐ ２２ｃｍ) (２６０ｐ １８ｃｍ)

OH/28/214 1108999945 OH/28/59 1108998020

◆OH ◆OH
米谷隆三選集 第２巻 松永安左エ門伝
「米谷隆三選集」刊行会編集委員会／編 宇佐美省吾／著
米谷隆三選集刊行会 １９６１．５ 東洋書館 １９５４．８
(１２，６２１ｐ ２２ｃｍ) (３１０ｐ １９ｃｍ)
保険法 日本財界人物伝全集

OH/28/391 1109004158 OH/28/56 1108993286

◆OH ◆OH
真顔の徳さん -政治漫筆- 松本健次郎傳
山下徳夫／著 劉寒吉／著
政経懇話会 １９７９．３ 松本健次郎伝刊行会 １９６８．７
(１８６ｐ １９ｃｍ) (４７３ｐ ２２ｃｍ)
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OH/28/327 1109003366 OH/28/68 1108998145

◆OH ◆OH
マハトマ・ガンジー みつばさのかげに
蝋山芳郎／著 川西瑞夫／著 川西田鶴子／編
岩波書店 １９５０．３ みすず書房 １９６５．８
(２１５ｐ １８ｃｍ) (２９２ｐ ２０ｃｍ)
岩波新書 キリスト教－感想・説教

OH/28/153 1108999143 OH/28/302 1109003143

◆OH ◆OH
幻の花 -和田博雄の生涯- 上 南俊二の追想
大竹啓介／著 「南俊二の追想」編集委員会／編
楽游書房 １９８１．１１ 「南俊二の追想」編集委員会 １９６６．１
(５５７ｐ ２２ｃｍ) (５２２ｐ　図版 ２２ｃｍ)

OH/28/581 1109009868 OH/28/314 1109003267

◆OH ◆OH
幻の花 -和田博雄の生涯- 下 源実朝
大竹啓介／著 川田順／著
楽游書房 １９８１．１２ ３版
(４８０ｐ ２２ｃｍ) 厚生閣 １９４２．６

OH/28/582 1109009876 (３５０ｐ １９ｃｍ)
歴代歌人研究

OH/28/52 1108997998
◆OH

マルクスの青春 -その勉学と恋愛-
西本昭治／編訳 ◆OH
現代史出版会 １９７７．３ 宮島清次郎翁傳
(２６３ｐ ２０ｃｍ) 宮島清次郎翁伝刊行会／編

OH/28/558 1109009413 宮島清次郎翁伝刊行会 １９６５．１１
(５８９，８，７ｐ ２２ｃｍ)

OH/28/318 1109003309
◆OH

みそづくり市長言行録 -鍵田忠三郎／人とその思想-
平沢光馮／編著 ◆OH
現代思想社 １９７５．１１ 宮部金吾
(３６５ｐ １９ｃｍ) 宮部金吾博士記念出版刊行会／編

OH/28/366 1109003929 宮部金吾博士記念出版刊行会 １９５３．６
(３６５ｐ １９ｃｍ)

OH/28/185 1108999655
◆OH

道遠く
竹本哲子／著 ◆OH
荒地出版社 １９７３．７ 宮本顕治論
(２３８ｐ ２０ｃｍ) 中村勝範／著

OH/28/105 1108998277 千代田永田書房 １９７８．９
(２８９ｐ １９ｃｍ)

OH/28/464 1109007664
◆OH

道はるか 第２集
鹿島卯女／著 ◆OH
鹿島研究所出版会 １９６５．１２ 萌春美祥 -皇太子殿下御結婚記念-
(２５６ｐ １９ｃｍ) 萌春美祥編纂会／編

OH/28/261 1109002830 東京都遺族連合会 １９５９．４
(１冊 ２６×３６ｃｍ)

OH/28/235 1109037323
◆OH

道ひとすじ -総理夫人と１２人の母の記録-
渡辺みえ／編 ◆OH
稲通出版局 １９６９．４ 宗良親王 -吉野朝柱石-
(１９０ｐ １８ｃｍ) 川田順／著

OH/28/488 1109007904 第一書房 １９３８．９
(２８５ｐ ２０ｃｍ)

OH/28/51 1108997980
◆OH

道ひとすじに
近藤光正／著 ◆OH
青春の手帖社 １９６２．７ 村岡伊平治自伝
(２１９ｐ １９ｃｍ) 南方社 １９６０．１２
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◆OH
(２０９，２９ｐ ２２ｃｍ) 名将言行録 後篇上巻

OH/28/9 1108992858 岡谷繁実／著
３版
文成社 １９０９．１１

◆OH (５００ｐ ２３ｃｍ)
村岡四郎さんの思い出 巻４１～巻５５
村岡四郎氏追懐録刊行会／編 OH/28/246 1109000388
村岡四郎氏追懐録刊行会 １９７６．５
(３０１ｐ ２２ｃｍ)
京阪電気鉄道 ◆OH

OH/28/576 1109009819 名将言行録 前篇上巻
岡谷繁実／著
３版

◆OH 文成社 １９０９．１１
村上孝太郎一巻集 -一行政官の思想と行動- (５９２ｐ ２３ｃｍ)
村上倫太郎／編 巻１～巻２０
村上倫太郎 １９７７．９ OH/28/244 1109000362
(６５９ｐ ２２ｃｍ)

OH/28/568 1109009504
◆OH

名将言行録 前篇下巻
◆OH 岡谷繁実／著

村上信二郎回想録 ３版
二宮早志／編 文成社 １９０９．１１
村上信二郎事務所 １９７８．８ (５９３－１３４６ｐ ２３ｃｍ)
(２２７ｐ　図版 ２２ｃｍ) 巻２１～巻４０

OH/28/516 1109008167 OH/28/245 1109000370

◆OH ◆OH
明治人 -その青春群像- 毛沢東伝
色川大吉／著 貝塚茂樹／著
筑摩書房 １９７８．６ 岩波書店 １９５６．１２
(２３０ｐ ２０ｃｍ) (８，２０６ｐ　図版２枚 １８ｃｍ)
伝記－日本 岩波新書

OH/28/450 1109007607 附（１９５－２０６ｐ）：毛沢東年表，人名案内
OH/28/157 1108999184

◆OH
明治大正昭和の人々 ◆OH
佐佐木信綱／著 望月圭介伝
新樹社 １９６１．２ 望月圭介伝刊行会／編
(３６４ｐ １９ｃｍ) 羽田書店 １９４５．１
日本－伝記 (８４９ｐ ２２ｃｍ)

OH/28/79 1108998202 OH/28/561 1109009439

◆OH ◆OH
明治的人間像 -星亨と近代日本政治- 森俊雄氏の追憶
中村菊男／著 森俊雄氏追想録編纂委員会 １９７４．７
慶應通信 １９５７．１１ (４５０ｐ ２２ｃｍ)
(２７６ｐ １９ｃｍ) OH/28/417 1109004489
日本－政治－歴史－明治時代

OH/28/74 1108998178
◆OH

矢内原忠雄 -信仰・学問・生涯-
◆OH 南原繁／編

明治の一青年像 岩波書店 １９６９．２
河合良成／著 (６９３ｐ ２０ｃｍ)
講談社 １９６９．４ ｐ６１４　矢内原忠雄君を送る（南原繁）
(３９５ｐ ２０ｃｍ) OH/28/219 1108999994

OH/28/192 1108999721

◆OH
◆OH 安井曾太郎

名将言行録 後編下巻 水原秋桜子／著
岡谷繁実／著 石原求龍堂 １９４４．１
文成社 １９０９．１１ (２８２ｐ　図版４９枚 ２２ｃｍ)
(５０１－９２６ｐ ２３ｃｍ) OH/28/328 1109003374

OH/28/247 1109000396

◆OH
安川第五郎伝
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安川第五郎伝刊行会／編著 湯澤三千男さんの思い出刊行会 １９６３．８
安川第五郎伝刊行会 １９７７．６ (２６４ｐ ２２ｃｍ)
(３５０ｐ　折り込み１枚 ２２ｃｍ) OH/28/13 1108992965

OH/28/522-1 1109009231

◆OH
◆OH 夜明けへの挑戦 -豊田喜一郎伝-

安川第五郎伝 別冊 木本正次／著
安川第五郎伝刊行会／編著 新潮社 １９７９．７
安川第五郎伝刊行会 １９７７．６ (２２３ｐ ２０ｃｍ)
(５６８ｐ ２２ｃｍ) OH/28/422 1109004521

OH/28/522-2 1109009249

◆OH
◆OH 欲望の河

八十路の憶出 丹羽文雄／著
植原悦二郎／著 三笠書房 １９７８．６
植原悦二郎回顧録刊行会 １９６３．１２ (４８３ｐ １９ｃｍ)
(２７５ｐ ２２ｃｍ) OH/28/554 1109009710
日本－政治－歴史－明治以後

OH/28/11 1108992940
◆OH

吉田松陰 -武と儒による人間像-
◆OH 河上徹太郎／著

矢野千枝女史の米寿を祝う会記録 文藝春秋 １９６８．１２
矢野健太郎／編 (２８９ｐ ２０ｃｍ)
矢野健太郎 １９７４ OH/28/182 1108999622
(３２ｐ ２７ｃｍ)

OH/28/454 1109037463
◆OH

吉田松陰
◆OH 玖村敏雄／著

山川均自伝 岩波書店 １９３６．１２
山川均／著 山川菊栄，向坂逸郎／共編 (３９７ｐ ２０ｃｍ)
岩波書店 １９６１．１１ OH/28/298 1109003101
(４８８，１０ｐ　図版２枚 １９ｃｍ)

OH/28/62 1108998111
◆OH

余の尊敬する人物
◆OH 矢内原忠雄／著

山崎岩男伝 -マラソン知事追想記- 岩波書店 １９４０．５
山崎岩男伝観光委員会 １９８０．４ (４，２２４ｐ １８ｃｍ)
(４２８ｐ ２２ｃｍ) 岩波新書

OH/28/390 1109004141 内容：エレミヤ，日蓮，リンコーン，新渡戸博士
伝記

OH/28/75 1108998103
◆OH

やまと心
生悦住貞太郎／著 ◆OH
実業の世界社 １９７７．１ ライシャワー自伝
(１９５ｐ　図版 １９ｃｍ) エドウィン・Ｏ．ライシャワー／著 徳岡孝夫／訳

OH/28/398 1109004224 文藝春秋 １９８７．１０
(５３０ｐ ２０ｃｍ)
4-16-341740-0

◆OH OH/28/601 1109010015
山本五十六
阿川弘之／著
新潮社 １９６５．１１ ◆OH
(３２７ｐ ２１ｃｍ) ラヴォアジエ伝

OH/28/169 1108999283 エドアール・グリモー／著 江上不二夫／訳
白水社 １９５９．１０
(２７５ｐ ２０ｃｍ)

◆OH OH/28/323 1109003325
山本正房追悼録
山本正房追悼録刊行委員会／編
中国新聞社 １９７１．８ ◆OH
(２１０ｐ ２２ｃｍ) 李香蘭私の半生

OH/28/294 1109003069 山口淑子／著 藤原作弥／著
新潮社 １９８７．７
(３９８ｐ ２０ｃｍ)

◆OH 4-10-366701-X
湯澤三千男さんの思い出 OH/28/501 1109008027
山岡憲一／編
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OH/28/107 1108998293
◆OH

理性と革命の時代に生きて -Ｊ．プリ－ストリ伝-
杉山忠平／著 ◆OH
岩波書店 １９７４ 歴史をつくる人々 １７
(２１３，７ｐ　肖像 １８ｃｍ) ダイヤモンド社／編
岩波新書 ダイヤモンド社 １９６６．６

OH/28/550 1109009389 (１７４ｐ １８ｃｍ)
OH/28/90 1108998624

◆OH
理想的日本人 ◆OH
古川哲史／著 歴史をつくる人々 ８
毎日新聞社 １９７２．８ ダイヤモンド社／編
(２５８ｐ ２０ｃｍ) ダイヤモンド社 １９６５．４

OH/28/341 1109003465 (１７４ｐ １８ｃｍ)
OH/28/103 1108998251

◆OH
留魂 -中村改造遺稿集- ◆OH
中村改造／著 中村革哉／編 歴史をつくる人々 ５
［中村革哉］ １９７８．１０ ダイヤモンド社／編
(８６ｐ １９ｃｍ) ダイヤモンド社 １９６４．１１

OH/28/546 1109009363 (１７２ｐ １８ｃｍ)
OH/28/104 1108998269

◆OH
流泉八十四年 ◆OH
三村起一／著 歴史の群像
三村静子 １９７２．５ 朝日新聞社／編
(２３１ｐ １９ｃｍ) １９６０．９

OH/28/357 1109003838 (２１５ｐ ２０ｃｍ)
OH/28/86 1108998582

◆OH
李容九の生涯 -善隣友好の初一念を貫く- ◆OH
大東国男／著 歴史の流れの中に -ある官僚の軌跡-
時事通信社 １９６０．１０ 安倍基雄／著
(１６６ｐ １８ｃｍ) 山口新聞社 １９７９．１１
時事新書 (４３１ｐ ２０ｃｍ)

OH/28/117 1108998392 OH/28/401 1109004257

◆OH ◆OH
流轉の王妃 -滿州宮廷の悲劇- レーニン -革命家の形成とその実践-
愛新覺羅浩／著 河合秀和／著
文芸春秋新社 １９５９．５ 中央公論社 １９７１．２
(２７０ｐ ２０ｃｍ) (２１６ｐ １８ｃｍ)

OH/28/240 1109000339 中公新書
OH/28/275 1109002871

◆OH
黎明 -明治維新の人間像- 上巻 ◆OH
小野秀樹／著 レーニン
国政懇談会 １９７３．４ Ｌ．トロツキー／〔著〕 松田道雄／訳 竹内成明／訳
(２３９ｐ ２２ｃｍ) 河出書房新社 １９７２．２

OH/28/383 1109004083 (４３１ｐ １９ｃｍ)
OH/28/350 1109003754

◆OH
歴史をさわがせた女たち 日本篇 ◆OH
永井路子／著 六人の名君 -その経営哲学-
文藝春秋 １９７５．１２ 安藤英男／著
(２９３ｐ ２０ｃｍ) 新人物往来社 １９７４．３
婦人－日本－伝記 (２４９ｐ ２０ｃｍ)

OH/28/378 1109004034 池田光政，徳川光圀，細川重賢，上杉治憲，松平定信，島津斉
彬

OH/28/545 1109009678
◆OH

歴史をつくる人々 ２１
ダイヤモンド社／編 ◆OH
ダイヤモンド社 １９６６．９ わが回想 -人間・歳月・生活-
(１７４ｐ １８ｃｍ) イリヤ・エレンブルグ／著 木村浩／訳
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朝日新聞社 １９６１．８ 主婦の友社 １９６６．１２
(４２９ｐ １９ｃｍ) (１９６ｐ １９ｃｍ)

OH/28/135 1108998871 OH/28/343 1109003481

◆OH ◆OH
わが思想わが冒険 わたくしの少年時代
Ｗ．チャーチル／著 中野忠夫／訳 田中角栄／著
新潮社 １９５６．２ 講談社 １９７３．９
(１８２ｐ １９ｃｍ) (２０５ｐ ２１ｃｍ)

OH/28/132 1108998848 OH/28/468 1109007680

◆OH ◆OH
わが人生を語る -自伝と論文（調和の理論とその応用）- 私の願い -青写真で国際協力-
永井了吉／著 岡本幸次郎／著
永井了吉著書刊行会 １９６２．１２ サンケイ新聞社 １９７７．１１
(３７６ｐ １９ｃｍ) (１９０ｐ １９ｃｍ)

OH/28/88 1108998608 OH/28/460 1109004687

◆OH ◆OH
わが女人抄 私の見た大平正芳 -その素顔と姿勢-
舟橋聖一／著 真鍋賢二／著
朝日新聞社 １９６５．１ イメージメイカーズ １９７６．１２
(３８９ｐ ２０ｃｍ) (２８５ｐ １９ｃｍ)

OH/28/84 1108998566 OH/28/592 1109009959

◆OH ◆OH
わが半生の記 私のメモアール -霞が関から永田町へ-
古瀬又三郎／著 曽祢益／著
古瀬又三郎 １９７４．１１ ［出版者不明］ １９７４．５
(２６６ｐ ２２ｃｍ) (２７４ｐ ２０ｃｍ)

OH/28/584 1109009892 OH/28/425 1109004554

◆OH ◆OH
わが道わが家 私の履歴書
坂田道男／著 東畑精一／著
エッセー編集刊行会 １９６８．１１ 日本経済新聞社 １９７９．１
(４９１ｐ １９ｃｍ) (２７６ｐ ２０ｃｍ)

OH/28/322 1109003317 OH/28/487 1109007896

◆OH ◆OH
わが道わが人生 私の履歴書
森本康之亮／編 小泉信三／著
日刊工業新聞社大阪支社出版部 １９７９．３ 日本経済新聞社 １９６６．９
(２４８ｐ ２２ｃｍ) (２０９ｐ １９ｃｍ)

OH/28/520 1109008183 OH/28/279 1109002913

◆OH ◆OH
忘れ得ぬ人びと 私の履歴書
大内兵衛／著 田中耕太郎／著
角川書店 １９６９．７ 春秋社 １９６１．１０
(２９０ｐ １９ｃｍ) (３１７ｐ ２０ｃｍ)
角川選書 私の履歴書 他19篇

OH/28/269 1109000586 OH/28/324 1109003333

◆OH ◆OH
私の歩み 私の履歴書
石橋正二郎／著 黒沢酉蔵／著
石橋正二郎 １９６２ 雪印乳業 １９７８．１
(４３２，１３ｐ　図版３２枚 １９ｃｍ) (１０３ｐ １９ｃｍ)

OH/28/49 1108997972 OH/28/462 1109004695

◆OH ◆OH
私の歩んだ道 私の履歴書 -牛の歩み-
春・ライシャワー／著 前尾繁三郎／著
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日本経済新聞社 １９７４．１０ 日本経済新聞社／編
(１８９ｐ １９ｃｍ) 日本経済新聞社 １９５８．２

OH/28/544 1109009355 (３７７ｐ １９ｃｍ)
内容：石毛郁治，岡野喜太郎，木村義雄，杉山元治郎，三船久
蔵，武者小路実篤，安井誠一郎，芳沢謙吉

◆OH OH/28/42 1108997956
私の事業觀・人生觀
藤原銀次郎／著
四季社 １９５２．１０ ◆OH
(３，７，３６４ｐ　図版１枚 １９ｃｍ) 和田博雄遺稿集

OH/28/58 1108998012 和田博雄遺稿集刊行会／編
農林統計協会 １９８１．１２
(８５０ｐ　図版１２枚 ２２ｃｍ)

◆OH OH/28/108 1108998301
私の青年時代
山室軍平／著
８版 ◆OH
救世軍出版供給部 １９７３．７ Ｂｒｕｓｈ　ｓｔｒｏｋｅｓ -ｍｏｍｅｎｔｓ　ｆｒｏｍ　ｍ
(１２７ｐ １９ｃｍ) ｙ　ｌｉｆｅ．-

OH/28/541 1109009330 ｂｙ　Ｍａｓａｙｏｓｈｉ　Ｏｈｉｒａ．
Ｆｏｒｅｉｇｎ　ｐｒｅｓｓ　ｃｅｎｔｅｒ １９７９
(１８７ｐ ２１ｃｍ)

◆OH OH/28/45 1108993229
わたしの渡世日記 上
高峰秀子／著
朝日新聞社 １９７６．２ ◆OH
(３４６ｐ ２０ｃｍ) Ｄｒ．　Ｂｉｒｄｓｅｙ　Ｇ．　Ｎｏｒｔｈｒｏｐ　ｔｈｅ　

OH/28/407 1109004299 ｆｏｕｎｄｅｒ　ｏｆ　Ａｒｂｏｒ　Ｄａｙ　ⅰｎ　Ｊａｐａ
ｎ
ｂｙ　Ｓｈｕｎｉｃｈｉ　Ｋｕｇａ． Ｃｏｍｐｉｌｅｄ　ａ

◆OH ｎｄ　ｔｒａｎｓｌａｔｅｄ　ｂｙ　Ｔｅｒｕｙｏ　Ｕｅｋｉ
私の履歴書 第１集 ．　
日本経済新聞社／編 Ｉｎｔｅｒ　Ｏｓａｋａ　Ｃｏｒｐ １９７２
日本経済新聞社 １９５７．３ (１２０ｐ ２２ｃｍ)
(３１５ｐ １９ｃｍ) OH/28/334 1109003408
内容：五島慶太，里見●，鈴木茂三郎，杉道助，堤康次郎，新
関八洲太郎，長谷川伸，原安三郎，松下幸之助，山崎種二

OH/28/38 1108997915 ◆OH
Ｆｉｒｓｔ　Ｌａｄｙ　ｆｒｏｍ　Ｐｌａｉｎｓ
ｂｙ　Ｒｏｓａｌｙｎｎ　Ｃａｒｔｅｒ　

◆OH Ｈｏｕｇｈｔｏｎ　Ｍｉｆｆｌｉｎ １９８４
私の履歴書 第２集 (ｘｉｉ，３７０ｐ．，［１６］ｏｆ　ｐｌａｔｅｓ ２４ｃｍ
日本経済新聞社／編 )
日本経済新聞社 １９５７．５ 0-395-35294-0
(３２０ｐ １９ｃｍ) OH/28/610 1109339463
内容：浅沼稲次郎，石坂泰三，出光佐三，佐藤忠兵衛，大谷竹
次郎，久保田万太郎，高崎達之助，遠山元一，正宗白鳥，松村
謙三 ◆OH

OH/28/39 1108997923 Ｊ．Ｅ．Ｍ．１９６６名鑑
Ｌｅｓ　Ｊｕｎｎｅｓ　Ｅｌｉｔｅｓ　ｄｕ　Ｍｏｎｄｅ　刊
行委員会／編集

◆OH 限定版
私の履歴書 第３集 フジ・インターナショナル・コンサルタント出版部 １９６６
日本経済新聞社／編 ．８
日本経済新聞社 １９５７．６ (２１５，６ｐ ２５ｃｍ)
(２８９ｐ １９ｃｍ) OH/28/415 1109004471
内容：石橋正二郎，江戸川乱歩，片山哲，砂田重政，中山均，
西尾末広，堀久作，村松梢風，山田耕作，山本為三郎

OH/28/40 1108997931 ◆OH
Ｔｈｅ　Ｌｉｆｅ　ｏｆ　Ｅｌｅａｎｏｒ　Ｍａｒｘ -１８５
５－１８９８：　ａ　ｓｏｃｉａｌｉｓｔ　ｔｒａｇｅｄｙ-

◆OH ｂｙ　Ｃｈｕｓｈｉｃｈｉ　Ｔｓｕｚｕｋｉ．
私の履歴書 第４集 Ｃｌａｒｅｎｄｏｎ　Ｐｒｅｓｓ １９６７
日本経済新聞社／編 (３５４ｐ ２３ｃｍ)
日本経済新聞社 １９５７．１０ OH/28/233 1109000271
(３７７ｐ １９ｃｍ)
内容：岩田宙造，萩原井泉水，河合良成，佐藤春夫，杉山金太
郎，永田雅一，野村胡堂，橋本宇太郎，藤原義江，藤山愛一郎 ◆OH

OH/28/41 1108997949 Ｓａｎａ -ａｎ　ａｕｔｏｂｉｏｇｒａｐｈｙ　ｏｆ　Ｍｉｃ
ｈａｅｌ　Ｓｏｍａｒｅ-
Ｎｉｕｇｉｎｉ　Ｐｒｅｓｓ １９７５

◆OH (１５２ｐ ２２ｃｍ)
私の履歴書 第５集 OH/28/571 1109009777

- 35 -－163－



◆OH
Ａ　Ｓｔｏｎｅ　ｆｏｒ　ｔｈｅ　ｅｄｉｆｉｃｅ -ｍｅｍｏ
ｉｒｓ　ｏｆ　ａ　Ｐｒｅｓｉｄｅｎｔ-
ｂｙ　Ｍａｃａｐａｇａｌ　Ｄｉｏｓｄａｄｏ
Ｍａｃ　ｐｕｂｌｉｓｈｉｎｇ　ｈｏｕｓｅ １９６８
(ｘｘｉｉ，５６０ｐ ２２ｃｍ)

OH/28/612 1109340529

◆OH
Ａ　Ｔｒｉｂｕｔｅ　ｔｏ　Ｊｏｈｎ　Ｆ．　Ｋｅｎｎｅｄｙ
Ｐｉｅｒｒｅ　Ｓａｌｉｎｇｅｒ，Ｓａｎｄｅｒ　Ｖａｎｏｃ
ｕｒ／ｅｄｉｔｅｄ
Ｅｎｃｙｃｌｏｐｅｄｉａ　Ｂｒｉｔａｎｎｉｃａ １９６４
(１６２ｐ ２４ｃｍ)

OH/28/213 1108999937

◆OH
Ｔｒｕｄｅａｕ
ｂｙ　Ｇｅｏｒｇｅ　Ｒａｄｗａｎｓｋｉ
Ｍａｃｍｉｌｌａｎ　ｏｆ　Ｃａｎａｄａ ｃ１９７８
(ｘｉｉ，３７２ｐ ２４ｃｍ)

OH/28/611 1109340602

◆OH
Ｔｈｅ　Ｗａｙ　Ｉ　ｈａｖｅ　ｗａｌｋｅｄ　ｉｎ　ｍｙ　
ｌｉｆｅ
ｂｙ　Ｙｏｓｈｉｋｉｃｈｉ　Ｉｓｅ．
１９７７．１１
(１６５ｐ ２５ｃｍ)

OH/28/613 1109339521
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◆OH ◆OH
アイスランド -歴史と文学- インド紀行 -伝統と文化の探求-
山室静／著 中村元／著
紀伊国屋書店 １９６３．１０ 春秋社 １９６３．６
(２３６ｐ １８ｃｍ) (３３４，２１ｐ　図版 ２０ｃｍ)
紀伊国屋新書 インド－紀行
参考文献：ｐ２３２～２３６ OH/29/61 1109014421
アイスランド－歴史 アイスランド文学

OH/29/51 1109014363
◆OH

雲岡石窟の旅
◆OH ＮＨＫ取材班／著

赤い夕日の果てに -大陸を追われた日本人哀史- 日本放送出版協会 １９７９．９
久保曻／著 (１３４ｐ ２６ｃｍ)
再版 ＮＨＫ海外シリーズ写真集
出版東京 １９６６．１ 雲岡石仏
(２２６ｐ １８ｃｍ) OH/29/219 1109020477

OH/29/117 1109014660

◆OH
◆OH 栄光への挑戦

アジア高原の旅 -民族と文明の興亡- 菊地俊朗／著
アーノルド・トインビー／著 二見書房 １９６５．２
毎日新聞社 １９６２．４ (２９８ｐ ２０ｃｍ)
(２２１ｐ ２０ｃｍ) OH/29/128 1109016541

OH/29/59 1109014413

◆OH
◆OH エヴェレスト -その人間的記録-

アジアの素顔 -写真集- ウィルフリッド・ノイス／著 浦松佐美太郎／訳
史学センター／編纂 文芸春秋新社 １９５６．１
全国地方新聞協会 １９７２．２ (３９０ｐ　図版１２枚 ２０ｃｍ)
(５６０ｐ ３１ｃｍ) エヴェレスト
アジア－地誌 OH/29/64 1109013910

OH/29/225 1109027738

◆OH
◆OH エヴェレストをめざして

アフリカ大陸を行く ジョン・ハント／作 松方三郎／訳
豊原兼一，佐野勇，山下昭夫／著 岩波書店 １９５４．１２
二見書房 １９６０．４ (１７２，４ｐ １８ｃｍ)
(２５４ｐ ２０ｃｍ) 岩波少年文庫
アフリカ－紀行 エベレスト－登山

OH/29/63 1109014439 OH/29/111 1109014637

◆OH ◆OH
ある社会科学者の遍歴 -民主ドイツの旅- エスペラント国周遊記
大塚金之助／著 出口京太郎／著
岩波書店 １９６９．５ 朝日新聞社 １９６５．７
(３７９ｐ １９ｃｍ) (１９０ｐ １８ｃｍ)

OH/29/245 1109020659 アサヒ・アドベンチュア・シリーズ
OH/29/92 1109014058

◆OH
イタリアという国 ◆OH
山崎功／著 ＮＨＫ未来への遺産取材記 １
岩波書店 １９６４．１ ＮＨＫ取材班／著
(２０３ｐ　図版２枚 １８ｃｍ) 日本放送出版協会 １９７４．１０
岩波新書 (３１８，４，４ｐ １９ｃｍ)
イタリア 図版・参考文献あり

OH/29/47 1109013829 古代文明 遺跡・遺物
OH/29/222 1109020501

◆OH
インド -矛盾の国- ◆OH
伊沢竜雄／著 欧洲から北南米を巡って
日本放送出版協会 １９６６．５ 永野重雄／著
(２０６ｐ １９ｃｍ) 武田豊 １９５４．１
インド－地誌 (１４１ｐ ２１ｃｍ)

OH/29/62 1109013902 世界－経済 世界－紀行
OH/29/39 1109014280
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情報文化局海外広報課／［訳］編
◆OH 情報文化局海外広報課 １９６３．３

欧州の旅 (２８０ｐ ２１ｃｍ)
村上喜一／著 OH/29/76 1109013977
新紀元社 １９６０．１２
(３１２ｐ １９ｃｍ)

OH/29/38 1109014272 ◆OH
外国旅行案内
日本交通公社／編

◆OH 改訂５版
欧州風景像 ドイツ・オーストリア・スイス篇 日本交通公社 １９５８．６
森谷峰雄／著 (８，７９４，１９ｐ　図版１４枚 １９ｃｍ)
［出版者不明］ １９７３．４ 旅行案内
(１５６ｐ １９ｃｍ) OH/29/16 1109014116

OH/29/236 1109020584

◆OH
◆OH 外国旅行案内 〔４〕

欧米を三度視察して -出張報告に代えて- １６版
平田敬一郎／著 日本交通公社 １９６２．３
［平田敬一郎］ １９６４．３ (２５９，６ｐ １７ｃｍ)
(３３３，４７ｐ ２５ｃｍ) 旅行－案内

OH/29/32 1109013803 OH/29/18 1109014124

◆OH ◆OH
オセアニア豪州・ニュージーランド 外国旅行案内 〔３〕
深沢照幸，荻野吉和，永田昌弘／共著 １６版
日本放送出版協会 １９６６．１ 日本交通公社 １９６２．３
(２１１ｐ ２１ｃｍ) (４０７，１０ｐ １７ｃｍ)
ニュージーランド－事情 旅行－案内

OH/29/65 1109014447 OH/29/17 1109014132

◆OH ◆OH
憶い出のフランス日記抄 -レジョン・ドヌール受章を記念して 外国旅行案内 〔１〕
- １６版
岡田茂／文・カメラ 日本交通公社 １９６２．３
岡田茂 １９７３．４ (１６７ｐ １７ｃｍ)
(２４２ｐ ２２ｃｍ) 旅行案内
フランス－紀行 OH/29/122 1109016079

OH/29/142 1109016137

◆OH
◆OH 外遊紀行集

オリエントの塔 久田忠守／著
水上勉／著 中央公論事業出版 ［１９６４．８］
文芸春秋新社 １９６２．１２ (１９３ｐ １９ｃｍ)
(２３５ｐ １８ｃｍ) OH/29/80 1109014470
ポケット文春

OH/29/107 1109014611
◆OH

外遊の生態 -欧米ひとり旅-
◆OH 三原七郎／著

海外旅行ＡＢＣ 稲垣書店 １９６３．１
三上操／著 (３２７ｐ １９ｃｍ)
社会思想研究会出版部 １９６１．１１ OH/29/79 1109014009
(３１０ｐ １６ｃｍ)
現代教養文庫

OH/29/19 1109014140 ◆OH
カナダ，エスキモー
本多勝一／文 藤木高嶺／写真

◆OH 朝日新聞社 １９６４．１
海外旅行の栞 (２５３ｐ １９ｃｍ)
改訂第６版 OH/29/106 1109016012
三菱商事業務部綜合課 １９６７．６
(１冊 １９ｃｍ)
旅行案内 ◆OH

OH/29/175 1109016632 上髙地・槍・穂髙
田辺和雄／著
再版

◆OH 朋文堂 １９６１．８
外国新聞人の見た日本の姿 第２巻 (１２１ｐ １９ｃｍ)

- 2 -－166－



マウンテン ガイドブック シリーズ
OH/29/238 1109020600

◆OH
京都

◆OH 京都市／編
カメラ京ある記 -京都の美・百人百選- 淡交新社 １９６１．３
朝日新聞京都支局／編 (２７４，１９ｐ ２９ｃｍ)
淡交新社 １９６０．１ 内容：京都の誘惑(大仏次郎) 歴史の京都第1(林屋辰三郎) 歴
(２０８ｐ ２２ｃｍ) 史の京都第2(奈良本辰也) 学問・芸術の都(井島勉) 工芸の伝
京都市－案内記 統(吉田光邦) 京都を歩く(伊吹武彦) 京都のまつり(柴田実) 

OH/29/70 1109014462 付:歴史年表. 
OH/29/160 1109023364

◆OH
カメラ日本空の縦断 ◆OH
串田孫一／文 木村元芳／写真 京都案内 -洛中-
淡交社 １９６３．１２ 岩波書店編集部／編
(２３４ｐ ２２ｃｍ) 岩波書店 １９５４．２

OH/29/171 1109016244 (６４ｐ １９ｃｍ)
岩波写真文庫

OH/29/113 1109016046
◆OH

カラー京都百景
奈良本辰也／文 佐藤辰三／写真 ◆OH
淡交社 １９６４．６ 京都とびわ湖
(１９６ｐ ２２ｃｍ) 改訂５版

OH/29/75 1109013969 日本交通公社 １９５８．６
(１９０ｐ １８ｃｍ)
新旅行案内

◆OH OH/29/164 1109016178
環海異聞
松本学 １９７０．７
(図５４枚 ３７ｃｍ) ◆OH

OH/29/251 1109317121 京の魅力
中村直勝／著 葛西宗誠／写真
淡交新社 １９６０．１

◆OH (２７８ｐ ２２ｃｍ)
韓国史跡の旅 京都市－案内記
横田健一／編 OH/29/69 1109014454
創元社 １９７２．８
(２９４ｐ １９ｃｍ)
創元古代史選書 ◆OH
朝鮮－史跡名勝 熊野

OH/29/197 1109016285 永井信一，渡部雄吉／著
講談社 １９６７．１１
(１５０ｐ １９ｃｍ)

◆OH 原色写真文庫
消えた帝国満州 OH/29/191 1109016681
山口重次／著
毎日新聞社 １９６７．２
(２５４ｐ １９ｃｍ) ◆OH
アジア問題叢書 黒い大陸 -アフリカからの報告-

OH/29/119 1109014686 山内大介／著
毎日新聞社 １９５９．１０
(２１７ｐ　図版 １９ｃｍ)

◆OH アフリカ－紀行
北アメリカ OH/29/118 1109014678
須磨弥吉郎／著
国民図書刊行会 １９５１．１２
(２３６ｐ ２２ｃｍ) ◆OH
世界の国々 激動と苦悩の世界を行く -欧・阿・亜の旅より-
北アメリカ－地理 野田卯一／著

OH/29/3 1109010049 日本投資新聞社 １９６６．４
(４４７ｐ １９ｃｍ)

OH/29/72 1109013936
◆OH

九州
ブル－ガイド編集部／編 ◆OH
全改訂版 現代地図帳
実業之日本社 １９８０．５ 青野寿郎，尾留川正平／共著
(３５９ｐ（図共）　地図 １８ｃｍ) 二宮書店 １９７４．３
ブル－・ガイドブックス (１１２，４７ｐ ２７ｃｍ)

OH/29/226 1109020535 世界地図
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OH/29/110 1109027910 案内－香川県
OH/29/81 1109027902

◆OH
航空写真でみる国土 第１集 ◆OH
アジア航測株式会社／編 シベリア探訪
古今書院 １９６７．４ 吉田実／著
(写真１７枚 ３２×２５ｃｍ) 青林書院新社 １９６７．１

OH/29/186A 1109023398 (３８４ｐ　図版 ２１ｃｍ)
OH/29/121 1109016061

◆OH
航空写真でみる国土 第２集 ◆OH
アジア航測株式会社／編 小国の裏街道を行く
古今書院 １９６７．６ 大宅壮一／著
(写真１７枚 ３１×２４ｃｍ) 文芸春秋新社 １９６２．１２

OH/29/186B 1109023380 (２２２ｐ ２０ｃｍ)
OH/29/85 1109014025

◆OH
高等地図帳 ◆OH
青野壽郎，尾留川正平／共著 上州・越後・佐渡 -草津，伊香保，水上，弥彦，奥只見，荒川
二宮書店 １９７３．３ 峡-
(１１２，４７ｐ ２７ｃｍ) 松田清／編

OH/29/228 1109192953 日本交通公社 １９７２．１
(１１９ｐ １９ｃｍ)
ポケット・ガイド

◆OH OH/29/213 1109016442
黒人大学留学記 -実感的アメリカ論-
河村望／著
弘文堂 １９６３．７ ◆OH
(２４６ｐ １８ｃｍ) 上信越
フロンティア・ブックス 長谷川小太郎／編集

OH/29/114 1109014645 改訂１０版
日本交通公社 １９６７．１２
(２１７，４ｐ １９ｃｍ)

◆OH 最新旅行案内
国立公園 OH/29/196 1109016277
緑川洋一／写真 岡田喜秋／文
限定版
東京中日新聞出版局 １９６７．３ ◆OH
(２１３ｐ ３６ｃｍ) 上信越高原

OH/29/250 1109311207 山と渓谷社／編
山と渓谷社 １９６８．７
(１５９ｐ １９ｃｍ)

◆OH アルパインガイド
九つの空 OH/29/194 1109016251
團伊玖磨／著
朝日新聞社 １９７１．９
(２６２ｐ ２２×１９ｃｍ) ◆OH

OH/29/200 1109016319 シルクロード -絲綢之路- 第１巻
ＮＨＫ取材班／著 陳舜臣／著
日本放送出版協会 １９８０．４

◆OH (２４５ｐ ２２ｃｍ)
最新世界大地図 シルクロード－紀行・案内記
リーダーズダイジェスト社／編 OH/29/223 1109020519
日本リーダーズダイジェスト社 １９６５．３
(３０３ｐ ４３ｃｍ)

OH/29/188 1109027712 ◆OH
新アメリカにみる
野田卯一／著

◆OH ワグナー出版 １９６３．１１
三匹目の仔豚 -私の海外旅行講座- (３１７ｐ １９ｃｍ)
村松剛／著 アメリカ合衆国－政治
日本交通公社 １９７２．６ OH/29/31 1109014223
(２１１ｐ １８ｃｍ)

OH/29/190 1109016673
◆OH

新生アフリカの全貌
◆OH 日本アフリカ協会／編

四国をゆく 日本アフリカ協会 １９６０．１０
高知新聞社 １９６８．１０ (２４１ｐ ３０ｃｍ)
(２７１ｐ ３０ｃｍ) OH/29/147 1109027985
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◆OH
スペイン・ポルトガル

◆OH 世界文化社 １９６６．２
新中国の裏通り -社会部記者の見た中共- (１４６ｐ ２８ｃｍ)
大隈秀夫／訳 世界文化シリーズ
鏡浦書房 １９５８．６ OH/29/137 1109027936
(２３０ｐ １９ｃｍ)

OH/29/83 1109014017
◆OH

生活の随筆 １２
◆OH 筑摩書房 １９６２．９

スイス経済と主要工業 (３８２ｐ １８ｃｍ)
Ｔｈｅ　Ｓｗｉｓｓ　Ｏｆｆｉｃｅ　ｆｏｒ　ｔｈｅ　Ｄｅｖ OH/29/123 1109014702
ｅｌｏｐｍｅｎｔ　ｏｆ　Ｔｒａｄｅ　ｏｎ　ｔｈｅ　ｏｃｃ
ａｓｉｏｎ　ｏｆ　ｔｈｅ　Ｊａｐａｎ　Ｗｏｒｌｄ　Ｅｘｐ
ｏｓｉｔｉｏｎ １９７０ ◆OH
(１２４ｐ（図共） ２１×２２ｃｍ) 青春に悔いなし
スイス－経済 加藤恭子／著

OH/29/206 1109016384 三一書房 １９６５．１２
(２３１ｐ １８ｃｍ)
三一新書

◆OH OH/29/91 1109014041
スイスの顔―想像旅行
Ｓｗｉｓｓ　Ｏｆｆｉｃｅ　ｆｏｒ　ｔｈｅ　Ｄｅｖｅｌｏｐ
ｍｅｎｔ　ｏｆ　Ｔｒａｄｅ　ｏｎ　ｔｈｅ　ｏｃｃａｓｉｏ ◆OH
ｎ　ｏｆ　ｔｈｅ　Ｊａｐａｎ　Ｗｏｒｌｄ　Ｅｘｐｏｓｉｔ 世界を一周する -中南米・亜・欧・阿の旅-
ｉｏｎ １９７０ 野田卯一／著
(１１１ｐ（図共） ２１×２２ｃｍ) 卯の花会出版部 １９７８．１
スイス－社会 (４３０ｐ １９ｃｍ)

OH/29/203 1109016350 OH/29/184 1109016657

◆OH ◆OH
スイスの政治制度 世界を駆ける
Ｔｈｅ　Ｓｗｉｓｓ　Ｏｆｆｉｃｅ　ｆｏｒ　ｔｈｅ　Ｄｅｖ 近藤鉄雄／著
ｅｌｏｐｍｅｎｔ　ｏｆ　Ｔｒａｄｅ　ｏｎ　ｔｈｅ　Ｊａｐ 経済往来社 １９６６．１２
ａｎ　Ｗｏｒｌｄ　Ｅｘｐｏｓｉｔｉｏｎ １９７０ (２７８ｐ １９ｃｍ)
(９０ｐ（図共） ２１×２２ｃｍ) OH/29/134 1109016111
スイス－政治

OH/29/205 1109016376
◆OH

世界各国便覧叢書 １１
◆OH 〔１９６７年増補改訂新書版〕

スイスの風景―多彩な箱庭 日本国際問題研究所 １９６５．１２
Ｓｗｉｓｓ　Ｏｆｆｉｃｅ　ｆｏｒ　ｔｈｅ　Ｄｅｖｅｌｏｐ (１５７ｐ　図版２枚 １８ｃｍ)
ｍｅｎｔ　ｏｆ　Ｔｒａｄｅ　ｏｎ　ｔｈｅ　ｏｃｃａｓｉｏ ロシア－地誌
ｎ　ｏｆ　ｔｈｅ　Ｊａｐａｎ　Ｗｏｒｌｄ　Ｅｘｐｏｓｉｔ OH/29/162 1109016152
ｉｏｎ １９７０
(９２ｐ（図共） ２１×２２ｃｍ)
スイス－地誌 ◆OH

OH/29/204 1109016368 世界各国便覧叢書 西欧編
日本国際問題研究所 １９６１．６
(２，２，５１ｐ ２１ｃｍ)

◆OH デンマーク－地誌
スイスの文化と芸術 OH/29/44 1109014330
Ｓｗｉｓｓ　Ｏｆｆｉｃｅ　ｆｏｒ　ｔｈｅ　Ｄｅｖｅｌｏｐ
ｍｅｎｔ　ｏｆ　Ｔｒａｄｅ　ｏｎ　ｔｈｅ　ｏｃｃａｓｉｏ
ｎ　ｏｆ　ｔｈｅ　Ｊａｐａｎ　Ｗｏｒｌｄ　Ｅｘｐｏｓｉｔ ◆OH
ｉｏｎ １９７０ 世界各国便覧叢書 西欧篇（５）
(１６８ｐ（図共） ２１×２２ｃｍ) 日本国際問題研究所 １９６０．７
芸術－スイス (２，３，７７ｐ ２１ｃｍ)

OH/29/207 1109016392 OH/29/45 1109014348

◆OH ◆OH
スエーデンに住んで 世界各国便覧叢書 西欧篇
武田竜夫／著 日本国際問題研究所 １９６１．３
中山房 １９６０．１２ (２，３，９１ｐ ２１ｃｍ)
(２１５ｐ ２０ｃｍ) スウェ－デン－地誌
スウェーデン－紀行・案内記 OH/29/46 1109014355

OH/29/112 1109016038
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◆OH
世界各国便覧叢書 １０
〔１９６７年増補改訂新書版〕　 ◆OH
日本国際問題研究所 １９６７．８ 世界の観光
(２０４ｐ　図版２枚 １８ｃｍ) 川本直水／著
地誌 創元社 １９５９．７

OH/29/163 1109016160 (３６４ｐ １９ｃｍ)
世界－紀行

OH/29/23 1109014181
◆OH

世界地図 -平凡社版-
下中邦彦／編 ◆OH
第８版 世界の旅 ５
平凡社 １９７２ 小学館 １９６４．７
(２６７ｐ ３０ｃｍ) (１８４ｐ １８×１６ｃｍ)
世界地図 フランス－案内記

OH/29/233 1109027753 OH/29/220 1109020485

◆OH ◆OH
世界地名辞典 日本・東洋編 世界の旅 １３
世界地名辞典編集部／編 座右宝刊行会／編
東京堂 １９５８．４ ２版
(６６１ｐ １９ｃｍ) 小学館 １９６７．５
内容：日本，中国，朝鮮 (１８２ｐ １８×１６ｃｍ)
地名辞典 ラテンアメリカ－案内記

OH/29/7 1109010080 OH/29/165 1109016186

◆OH ◆OH
世界地名辞典 西洋篇 世界の旅 １
世界地名辞典編集部／編 大宅壮一／［ほか］編
東京堂 １９５５．５ 中央公論社 １９６１．１１
(７１１ｐ １９ｃｍ) (４２３ｐ １８ｃｍ)
内容：欧，米，ソ連，アフリカ，中近東，東南アジア，両極 ホノルルまで(阿川弘之) ナホトカからバイカル湖へ(瀬戸内晴
地名辞典 美) モーターバイク無銭旅行(高橋雄次) ブラジル航路(湯浅克

OH/29/8 1109010098 衛) どくとるマンボウ航海記(北杜夫) 北極空路(野平健一) 乗
物ファンのヨーロッパ往復(岡部冬彦) 海外旅行についての10
章(戸塚文子) かしこい旅・強い旅(小田実) 解説:海外旅行学

◆OH 概論(大宅壮一)
世界地理ハンドブック OH/29/9 1109010106
三野与吉，工藤暢須／著
朝倉書店 １９５８．７
(５９４ｐ ２２ｃｍ) ◆OH
世界－地理 世界の旅 ２

OH/29/5 1109010064 大宅壮一／［ほか］編
中央公論社 １９６２．１
(４１１ｐ １８ｃｍ)

◆OH トルコから炎熱の国へ(辻豊一) カイバル峠からカルカッタま
世界農村の旅 で(梅棹忠夫) カイロ・テヘラン・カルカッタ(小田実) 秘境ブ
福武直／著 ータン(中尾佐助) インド奥地・アッサムの旅(中根千枝) マト
東京大学出版会 １９６２．１１ ウラとタジ・マハール(阿部展也) 中インドの仏跡(長尾雅人) 
(２９２ｐ １９ｃｍ) 南インドの旅(服部正明) マルコポーロの道(吉田光邦) 解説:

OH/29/93 1109014546 「中洋」の国々(梅棹忠夫)
OH/29/10 1109013712

◆OH
世界の裏街道を行く ◆OH
大宅壯一／著 世界の旅 ３
３版 大宅壮一／［ほか］編
文芸春秋新社 １９５５．１１ 中央公論社 １９６２．２
(３４８ｐ　図版１枚 ２０ｃｍ) (４１０ｐ １８ｃｍ)
紀行 北アフリカところどころ(牟田口義郎) アフリカの旅(西野照太

OH/29/22 1109014173 郎) 黒い大陸(山内大介) アビシニア高原からリフト・ヴァレ
ーまで(犬養道子) アフリカ旅日記(藤原弘達) コンゴ派遣医療
班に従事して(宮本貴文) エチオピアのよろず屋女官(荒牧真理

◆OH 子) 猛獣と草原の国を行く(藤島泰輔) ルエンゾリ(今西錦司) 
世界の裏街道を行く 南北アメリカ篇 森の小さな狩人たち(伊谷純一郎) 解説:変貌するアフリカ(西
大宅壯一／著 野照太郎) 
文芸春秋新社 １９５６．５ OH/29/11 1109013720
(３７８ｐ　図版１枚 １９ｃｍ)
紀行

OH/29/22-2 1109157774 ◆OH
世界の旅 ４
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大宅壮一／［ほか］編 (３１９ｐ １９ｃｍ)
中央公論社 １９６２．３ 鶴百科叢書
(４２３ｐ １８ｃｍ) 温泉－日本
六週間ヨーロッパの旅(江藤淳) 地中海からの手紙(村川堅太郎 OH/29/24 1109013761
) 北イタリアの旅から(井上靖) ザルツブルグの小枝(大岡昇平
) リヨンの四季(遠藤周作) 女性の都パリ(林三郎) パリの大学
生(大江健三郎) オランダ風物・ドイツ冬の旅(犬養道子) スペ ◆OH
インの話(中村光夫) イギリス・北欧三等旅行(戸塚文子) ヨー ソヴェト旅行記
ロッパ汽車旅のすすめ(藤島茂) 欧州スクーター旅行(桶谷繁雄 野々村一雄／著
) 解説:理解と誤解の間(森恭三 中央公論社 １９６１．１２

OH/29/12 1109013738 (２９８ｐ　図版４枚 ２０ｃｍ)
OH/29/55 1109013878

◆OH
世界の旅 ５ ◆OH
大宅壮一／［ほか］編 ソビエト取材記
中央公論社 １９６２．４ ＮＨＫ特別報道班／編
(４２４ｐ １８ｃｍ) 日本放送出版協会 １９６２
ソビェト紀行(野々村一雄) 三十万円ソ連旅行(瀬戸内晴美) ソ (２９７ｐ ２１ｃｍ)
連文化交流の旅(栗本和夫) モスコーの地図(竹山道雄) レニン ソヴェト連邦－紀行
グラードの日記から(松田道雄) アルメニア紀行(桑原武夫) 東 OH/29/56 1109014397
ヨーロッパ通信(森恭三) "夜と霧"の爪跡を行く(開高健) プラ
ハの春(近藤忠義) 若いブルガリア(大江健三郎) ユーゴ民族芸
術の旅(阿部展也) 民族と抵抗のエネルギー(羽仁進) 解説:も ◆OH
う一つの世界(大宅壮一) ソヴィエート連邦

OH/29/13 1109013746 昇曙夢／著
国民図書刊行会 １９５２．１
(６，２１０ｐ　図版５枚 ２２ｃｍ)

◆OH 世界の国々
世界の旅 ６ ロシア－地理
大宅壮一／［ほか］編 OH/29/2 1109010031
中央公論社 １９６２．５
(４３２ｐ １８ｃｍ)
美しいカリフォルニヤ(阿川弘之) シスコ・ニューヨーク四日 ◆OH
三晩(山本祐義) ニューヨーク探検(小田実) サンタ・フェの雪 ソ連自動車旅行
(大岡昇平) 南部の中都会(安岡章太郎) アメリカ大学巡り(前 桶谷繁雄／著
田陽一) アメリカのモテル(川島武宜) 3ドル・アメリカ旅行( 文芸春秋新社 １９６１．９
富田英三) カナダ横断ドライブ行(吉阪隆正) アラスカの氷(東 (２６２ｐ ２０ｃｍ)
晃) 解説:日本を背負う旅(永井道雄) OH/29/58 1109013886

OH/29/14 1109013753

◆OH
◆OH 滞欧六年

世界のみなと 森恭三／著
本郷寿茂／著 朝日新聞社 １９５９．１１
修道社 １９５８．１１ (２９５ｐ ２０ｃｍ)
(２５９ｐ １９ｃｍ) ヨーロッパ－紀行

OH/29/27 1109014207 OH/29/129 1109016095

◆OH ◆OH
世界旅行 大東京年鑑 １９６１年
浅井治平／著 同盟通信社 １９６１．５
偕成社 １９５３．１ (９７６，２６６ｐ ２６ｃｍ)
(２８３，６ｐ ２２ｃｍ) 東京都－年鑑
図説文庫 OH/29/67 1109027886

OH/29/6 1109010072

◆OH
◆OH 大東京年鑑 １９６２年

石油に浮かぶ国 -クウェートの歴史と現実- 同盟通信社 １９６２．４
牟田口義郎／著 (９７６，２６４ｐ ２６ｃｍ)
中央公論社 １９６５．８ 東京都－年鑑
(２０５，５ｐ １８ｃｍ) OH/29/68 1109027894
中公新書
クウェート－歴史

OH/29/21 1109014165 ◆OH
大洋州
松丸志摩三／著

◆OH 国民図書刊行会 １９５１．１０
全国新温泉案内 (４，２０９ｐ　図版４枚 ２２ｃｍ)
日本旅行協会／編 世界の国々
鶴書房 １９５８．１０ ニュージーランド－地理 オーストラリア－地理
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OH/29/4 1109010056 ◆OH
中国を訪ねて
田畑金光／著

◆OH いわき市各界友好訪中団 １９７７．１１
種のないところに芽はでない (１８４ｐ ２２ｃｍ)
守谷正毅／著 OH/29/227 1109020543
守谷正毅 １９６１．１２
(２４８ｐ ２２ｃｍ)

OH/29/105 1109014108 ◆OH
中国・四国
松田清／編

◆OH 改訂２４版
誰も書かなかったソ連 日本交通公社 １９７２．１２
鈴木俊子／著 (２５０，５ｐ １９ｃｍ)
サンケイ新聞社出版局 １９７０．６ 最新旅行案内
(２６２ｐ １９ｃｍ) OH/29/246 1109020667
ロシア－社会

OH/29/199 1109016301
◆OH

中南米を行く
◆OH 青木幸治／［ほか］著

地球のオアシス琵琶湖論 創成編 二見書房 １９６０．１１
宮部誠一朗・村田親弘／共著 (２５４ｐ １９ｃｍ)
琵琶湖研究会 １９７８．６ 紀行シリーズ
(２００ｐ １９ｃｍ) OH/29/169 1109016228
琵琶湖

OH/29/253 1109339166
◆OH

中国・四国・瀬戸内海
◆OH 日本交通公社／編

地中海のほとり 日本交通公社 １９６１．８
牟田口義郎／著 (２２２，５ｐ １８ｃｍ)
朝日新聞社 １９７１．８ 最新旅行案内
293.09 瀬戸内海
(２７２ｐ １９ｃｍ) OH/29/90 1109014538
地中海諸国－紀行・案内記

OH/29/217 1109016483
◆OH

朝鮮幽囚記
◆OH ヘンドリック・ハメル／著 生田滋／訳

地中海文明印象記 平凡社 １９６９
太田秀通／著 (２５２ｐ １８ｃｍ)
岩波書店 １９６３．６ 東洋文庫
(２８８ｐ １９ｃｍ) 付：参考文献

OH/29/41 1109014306 済州島 朝鮮－紀行
OH/29/96 1109014561

◆OH
中央アメリカ ◆OH
世界文化社 １９６５．１１ ツヴァイク全集 １６
(１４６ｐ ２８ｃｍ) ツヴァイク／著
世界文化シリーズ みすず書房 １９６２．７

OH/29/139 1109027951 (３７８ｐ １８ｃｍ)
OH/29/215 1109016467

◆OH
中華人民共和国 ◆OH
ＮＨＫ特別報道班／編 剣と蝸牛の国コンゴー -黒い大陸の明るい人達-
日本放送出版協会 １９６５．５ 山本玲子／著
(２６１ｐ ２１ｃｍ) 野田経済社 １９６１．９

OH/29/52 1109014371 (２４７ｐ １９ｃｍ)
OH/29/82 1109014488

◆OH
中近東 ◆OH
甲斐静馬／著 転換期の東西両世界を行く
岩波書店 １９５７．９ 林三郎／著
(７，２０３ｐ　図版１枚 １８ｃｍ) 鹿島研究所出版会 １９６３．１２
岩波新書 (３０２ｐ １９ｃｍ)
中近東 OH/29/86 1109014504

OH/29/42 1109014314
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◆OH
ドイツ OH/29/224 1109020527
世界文化社 １９６５．１２
(１４６ｐ ２８ｃｍ)
世界文化シリーズ ◆OH

OH/29/136 1109027928 那須・塩原
松田清／編
日本交通公社 １９７１．８

◆OH (１１９ｐ １９ｃｍ)
東海道 -昔と今- ポケットガイド
徳力富吉郎／著 栃木県－紀行・案内記
保育社 １９６２．７ OH/29/212 1109016434
(１２７ｐ １５ｃｍ)
カラーブックス

OH/29/161 1109016145 ◆OH
南夢三方
井上五郎／著

◆OH 日本電気協会新聞部電気新聞事業開発局 １９６３．１１
東京風土図 １ (２１４ｐ １９ｃｍ)
産経新聞社会部／編 OH/29/101 1109014595
社会思想研究会出版部 １９６１．７
(５１５ｐ １５ｃｍ)
現代教養文庫 ◆OH
千代田区,品川区,渋谷区,港区,大田区,中野区,新宿区,目黒区, 何でも見てやろう
杉並区,文京区,世田谷区. 小田実／著

OH/29/103 1109014603 河出書房新社 １９６１．３
(３５２ｐ １９ｃｍ)

OH/29/124 1109016517
◆OH

東北
再版 ◆OH
日本交通公社 １９７２．５ 南米通信 -アマゾン・アンデス・テラローシャ-
(１１９ｐ １９ｃｍ) 渋沢敬三／著
ポケットガイド 角川書店 １９５８．７
東北地方－紀行・案内記 (３３７ｐ １９ｃｍ)

OH/29/211 1109016426 OH/29/30 1109013795

◆OH ◆OH
東洋史の散歩 南洋地理大系 第４巻
岩村忍／著 飯本信之，佐藤弘／共編
新潮社 １９７０．１１ ダイヤモンド社 １９４２．７
(２４１ｐ ２０ｃｍ) (４２９ｐ ２２ｃｍ)
新潮選書 OH/29/179 1109020410
図版あり
アジア－歴史 遊牧民

OH/29/135 1109016582 ◆OH
南洋地理大系 第１巻
飯本信之，佐藤弘／共編

◆OH ダイヤモンド社 １９４２．４
泥と炎のインドシナ -毎日新聞特派員団の現地報告- (３３８ｐ ２２ｃｍ)
大森実／監修 OH/29/176 1109016640
毎日新聞社 １９６５．３
(２５４ｐ　図版 １９ｃｍ)
ベトナム－社会 ◆OH

OH/29/84 1109014496 南洋地理大系 第３巻
飯本信之，佐藤弘／編
ダイヤモンド社 １９４２．８

◆OH (３９５ｐ　図版４枚 ２２ｃｍ)
十和田・八幡平 -八甲田，下北半島，田沢湖，男鹿半島- 南洋－叢書
松田清／編 OH/29/178 1109016509
日本交通公社 １９７１．７
(１１９ｐ １９ｃｍ)
ポケット・ガイド ◆OH

OH/29/210 1109016418 南洋地理大系 第２巻
飯本信之，佐藤弘／編
ダイヤモンド社 １９４２．６

◆OH (４０４ｐ　図版４枚 ２２ｃｍ)
十和田・八幡平・松島 南洋－叢書
矢吹勝二／著 OH/29/177 1109016491
５版
日本交通公社 １９６５．１
(１冊 １９ｃｍ) ◆OH
ガイド・シリーズ 南洋地理大系 第６巻
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飯本信之，佐藤弘／編 松本真理子，福本昭子／著
ダイヤモンド社 １９４２．５ 光文社 １９６０．１１
(４２１ｐ ２２ｃｍ) (２２５ｐ １８ｃｍ)

OH/29/181 1109020436 Ｋａｐｐａ　ｂｏｏｋｓ
OH/29/120 1109014694

◆OH
南洋地理大系 第７巻 ◆OH
飯本信之，佐藤弘／共編 バルカンの赤い星ユーゴスラヴィヤ
ダイヤモンド社 １９４２．１０ 久留島秀三郎／著
(４１１ｐ ２２ｃｍ) 相模書房 １９６７．１０

OH/29/182 1109020444 (４４１ｐ １９ｃｍ)
OH/29/140 1109016590

◆OH
南洋地理大系 第５巻 ◆OH
飯本信之，佐藤弘／共編 バルン氷河紀行
ダイヤモンド社 １９４２．９ 福田宏年／著
(３６３ｐ ２２ｃｍ) 講談社 １９６４．１０

OH/29/180 1109020428 (１８２ｐ １８ｃｍ)
ヒマラヤ－登山

OH/29/94 1109014553
◆OH

南洋地理大系 第８巻
飯本信之，佐藤弘／著 ◆OH
ダイヤモンド社 １９４２．１１ 繁栄の国オーストラリア
(３８６ｐ　図版６枚 ２２ｃｍ) Ｂ．Ｒ．バリー／編
南洋－叢書 コマーシャル・バンク・オブ・オーストラリア １９６８．９

OH/29/183 1109020451 (２４３ｐ ２３ｃｍ)
OH/29/170 1109016236

◆OH
西ドイツ -ゲルマン気質- ◆OH
井手重昭／著 東アジア
日本放送出版協会 １９７０．１１ 柴三九男／著
(２５５ｐ　図版 １９ｃｍ) 国民図書刊行会 １９５１．１０
ドイツ－社会 (６，２２５ｐ　図版５枚 ２２ｃｍ)

OH/29/193 1109016707 世界の国々
東アジア－地理

OH/29/1 1109010023
◆OH

日本人物風土誌 -郷土を築いた人びと-
深津準之助／編 ◆OH
東京新聞社 １９６５．５ 東から西へ -世界一周旅行記-
(４６４ｐ ３１ｃｍ) アーノルド・トインビー／著 黒沢英二／訳

OH/29/229 1109027746 毎日新聞社 １９５９．６
(２１４ｐ ２０ｃｍ)

OH/29/167 1109016202
◆OH OH/29/198 1109016293

日本総覧
日本産業観光協会 １９６２．１０
(５０４ｐ ３３ｃｍ) ◆OH
日本－地誌 東の大寺

OH/29/145 1109023265 佐保山堯海／写真 上司海雲／著 杉本健吉／写真
淡光新社 １９６０．１２
(１３１ｐ ２２ｃｍ)

◆OH 東大寺
日本総覧 OH/29/73 1109013944
［日本産業観光協会］ ［出版年不明］
(１冊 ３３ｃｍ)

OH/29/148 1109027993 ◆OH
東半球とび歩き
鍛冶良作／著

◆OH 鍛冶良作後援会 １９６６．４
日本の街道 (１１７ｐ ２１ｃｍ)
中部日本新聞社／編 OH/29/87 1109014512
人物往来社 １９６３．３
(２３２ｐ １９ｃｍ)

OH/29/102 1109014090 ◆OH
東ヨーロッパ
世界文化社 １９６６．３

◆OH (１４６ｐ ２８ｃｍ)
裸足の王国 -日本女性アフリカ進駐記- 世界文化シリーズ
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OH/29/138 1109027944 ◆OH
ブラジル -世界写真集　アマゾン・移民・コーヒー-
飯山達雄／著

◆OH 帝国書院 １９６４．１
ビジネスマンの眼 -日本のお得意さま- (１８４ｐ ３１ｃｍ)
城戸尚夫／著 OH/29/158 1109023349
六月社 １９５８．１０
(２１８ｐ １９ｃｍ)

OH/29/166 1109016194 ◆OH
ブラジル踏破一萬二千キロ
岸本丘陽／著

◆OH 曠野社 １９６２．１
氷晶 -日本民族の風土的考察- (３２１ｐ １９ｃｍ)
小笠原和夫／著 OH/29/66 1109013928
古今書院 １９７２．６
(２３７ｐ １９ｃｍ)

OH/29/247 1109020675 ◆OH
フランス海岸を歩く
鈴木良三／著

◆OH 旅行読売出版社 １９７５．９
ふうらい坊留学記 -日本青年、アメリカ西部を荒らす- (１２４ｐ ２２ｃｍ)
安川実／著 OH/29/249 1109317287
光文社 １９６０．１１
(２７４ｐ １８ｃｍ)
Ｋａｐｐａ　ｂｏｏｋｓ ◆OH
アメリカ合衆国－紀行 フランス生活あ・ら・かると

OH/29/115 1109014652 野村二郎／著
白水社 １９５８．９
(１６５ｐ １８ｃｍ)

◆OH OH/29/43 1109014322
福祉国家の明暗 -スウェーデンの印象-
キャスリン・ノット／著 森山真弓／訳
河出書房 １９６４．９ ◆OH
(２５１ｐ １９ｃｍ) ふるさと今昔
スウェーデン－事情 朝日新聞社日曜版／編

OH/29/99 1109014587 学芸書林 １９７４．１
(１７３ｐ ２７ｃｍ)

OH/29/221 1109020493
◆OH

福祉国家論 -北欧三国を巡って-
武藤光朗／編 ◆OH
社会思想社 １９６５．１１ 変貌する東南アジア
(３１６，８ｐ １９ｃｍ) 松原俊朗／著
社会福祉 社会政策 毎日新聞社 １９６０．５

OH/29/100 1109014082 (２５８ｐ　図版 １９ｃｍ)
東南アジア－社会

OH/29/60 1109013894
◆OH

冬の旅
大伴道子／著 ◆OH
甲鳥書林 １９６２．４ 遍路日記 -乞食行脚三百里-
(８３ｐ １８×１９ｃｍ) 鍵田忠三郎／著

OH/29/109 1109016020 ８版
協同出版 １９７５．８
(２，２２８ｐ １９ｃｍ)

◆OH 空海（四国霊場・巡礼）
ブラジリアへの５００年 -物語ブラジル史- 前編 OH/29/231 1109020568
古野菊生／著
帝国書院 １９６３．８
(２８３ｐ １９ｃｍ) ◆OH
ブラジル－歴史 訪ソ日記

OH/29/131 1109016566 木村守江／著
〔木村守江〕 １９７０．１１
(１７４ｐ １９ｃｍ)

◆OH OH/29/216 1109016475
ブラジリアへの５００年 -物語ブラジル史- 後編
古野菊生／著
帝国書院 １９６３．８ ◆OH
(３３８ｐ １９ｃｍ) 防長風土記
ブラジル－歴史 野村春畝／著

OH/29/132 1109016103 青雲社 １９５７．１２
(１，９２６ｐ　図版１２枚 ３１ｃｍ)
山口県－歴史
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OH/29/143 1109027969 各章末:参考文献 年譜・著述目録:p549～554.
地理学

OH/29/239 1109020618
◆OH

ぼくの敦煌 -中国旅行記-
千方可／著 武者小路だより編集部／編 ◆OH
官休庵 １９８６．１ 街並みの美学
(１０９ｐ １９ｃｍ) 芦原義信／著

OH/29/256 1109336329 岩波書店 １９７９．２
(１１，２６２，１６ｐ ２２ｃｍ)
内容：建築の空間領域，街並みの構成，空間に関するいくつか

◆OH の考察，世界の街並みの分析　巻末：参考文献
北米大陸を行く 都市計画
ＮＨＫ特別報道班／編 OH/29/89 1109014520
日本放送出版協会 １９６１
(２９８ｐ　図版共 ２１ｃｍ)
アメリカ－紀行 ◆OH

OH/29/28 1109014215 松江 -その歴史と伝説-
速水保孝／文 岡田憲佳／写真
島根郷土資料刊行会 １９７４．４

◆OH (９３ｐ（おもに図） １９ｃｍ)
北報南告 OH/29/237 1109020592
中山正善／著
天理教道友社 １９６０．１０
(２６６ｐ ２１ｃｍ) ◆OH

OH/29/88 1109014033 まっている国 -東南ア見聞記-
鈴木正／著
東京書房 １９６２．１

◆OH (３１８ｐ １９ｃｍ)
北陸 -若狭湾　能登半島　立山　黒部- 東南アジア－紀行
松田清／編 OH/29/127 1109016533
改訂１６版
日本交通公社 １９６２．６
(１９２，４ｐ １９ｃｍ) ◆OH
最新旅行案内 マロレレイ（こんにちわ）トンガ王国

OH/29/214 1109016459 大森脩平／著
日本トンガ協会 １９７３．１１
(９６ｐ ２５×２５ｃｍ)

◆OH OH/29/235 1109027779
北海道の旅
細谷幸七／著
４版 ◆OH
山と渓谷社 １９６８．４ 萬葉大和風土記
(１４０，１６ｐ　図版２枚　 １９ｃｍ) 堀内民一／著
アルパイン・ガイド 人文書院 １９６２．８

OH/29/192 1109016699 (３５５ｐ ２２ｃｍ)
OH/29/74 1109013951

◆OH
ポルトガル -Ｐｏｒｔｕｇａｌ- ◆OH
日本万国博覧会ポルトガル政府代表事務局 １９７０ みちのくの宿駅
(１５５ｐ ２２×１９ｃｍ) 河北新報社編集局／編

OH/29/230 1109020550 再版
淡交新社 １９６３．４
(２２４ｐ ２２ｃｍ)

◆OH OH/29/130 1109016558
ボンとモスクワの間 -戦後のドイツ問題-
Ｐ．ゼーテ／著 朝広正利／訳
岩波書店 １９５９．１ ◆OH
(４，２２８ｐ　図版１枚 １８ｃｍ) 緑とひつじとパブの島 -アイルランド・イギリスからの手紙-
岩波新書 高木由美子
ドイツ－対外関係 清文社 １９７４．７

OH/29/57 1109014405 (１１２ｐ １９ｃｍ)
OH/29/232 1109020576

◆OH
桝田一二地理学論文集 ◆OH
桝田一二地理学論文集刊行会／編 南アジア・大洋州開発選書 ４
弘詢社 １９７６．８ 鹿島研究所 １９６７．９
(５５６ｐ ２２ｃｍ) (３０４ｐ １８ｃｍ)
済州島の地理学的研究.都市化および集落の研究.東京西郊の都 OH/29/168 1109016210
市化現象の地理学的研究.満州および青島について.産業の地域
性について.遺稿「済州島の変質変貌について」の講演要旨. 
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◆OH
◆OH ヨーロッパ公演旅行記

南アジア・大洋州開発選書 第３ 玉川大学欧州派遣演劇舞踊団／編
鹿島平和研究所／編 玉川大学出版部 １９６８．１２
鹿島研究所出版会 １９６８．１０ (４１２，２８ｐ １９ｃｍ)
(３０３ｐ　地図 １９ｃｍ) OH/29/20 1109014157
南アジア－経済 オセアニア－経済

OH/29/195 1109016269
◆OH

ヨーロッパ手帳
◆OH 小島亮一／著

南アメリカを旅して 朝日新聞社 １９６１．７
金子正則，今雪真一／共著 (２３２ｐ ２０ｃｍ)
香川県広報文書課 １９５７．９ OH/29/37 1109014264
(４，２８０ｐ １９ｃｍ)
南アメリカ－紀行

OH/29/25 1109014199 ◆OH
ヨーロッパの横顔 -自然・人・文化-
増田四郎／著

◆OH 平凡社 １９５７．１０
南ヴェトナム戦争従軍記 (２４７ｐ ２２ｃｍ)
岡村昭彦／著 OH/29/34 1109014249
岩波書店 １９６５．１
(２２６ｐ １８ｃｍ)
岩波新書 ◆OH
ベトナム戦争 ヨーロッパ早巡り -初めて外遊される方のために-

OH/29/116 1109016053 松岡知祐／著
南海航空 １９５９．６
(１８２ｐ ２０ｃｍ)

◆OH OH/29/36 1109014256
南太平洋ひるね旅
北杜夫／著
新潮社 １９６２．６ ◆OH
(２５８ｐ １７ｃｍ) ヨ－ロッパの旅とアメリカの生活
ポケット・ライブラリ 伊藤整／著
太平洋諸島－紀行・案内記 新潮社 １９６１．１２

OH/29/95 1109014066 (３８４ｐ ２２ｃｍ)
OH/29/33 1109014231

◆OH
南ヨーロッパを行く ◆OH
一戸久／［ほか］著 ライフワールドライブラリー １５
日本放送出版協会 １９６２．９ ライフ編集部／編
(２７３ｐ ２１ｃｍ) 時事通信社 １９６３．１０

OH/29/35 1109013811 (１６０ｐ　図版共 ２８ｃｍ)
スカンジナビア－事情

OH/29/156 1109023323
◆OH

夢の国トンガ
木村守江／著 ◆OH
桐書房 １９６１．９ ライフワールドライブラリー ４
(１０８ｐ　図版１２枚 １９ｃｍ) ライフ編集部／編
トンガ－紀行 時事通信社 １９６２．４

OH/29/154 1109016608 (１５６ｐ　図版 ２８ｃｍ)
日本－事情

OH/29/157 1109023331
◆OH

洋酒天国 -世界の酒の探訪記-
佐治敬三／著 ◆OH
文藝春秋 １９６０．１２ ライン河物語 -私のヨ－ロッパ案内-
(２４１ｐ ２０ｃｍ) 笹本駿二／著

OH/29/126 1109016525 岩波書店 １９７４
(２２４ｐ １８ｃｍ)
岩波新書

◆OH ライン川
ヨガの楽園 -秘境インド探検記- OH/29/248 1109020683
沖正弘／著
光文社 １９６２．１０
(２０１ｐ １８ｃｍ) ◆OH
カッパ・ブックス ラテン・アメリカ紀行

OH/29/108 1109014629 田中耕太郎／著
岩波書店 １９４０．１０
(９８２ｐ ２０ｃｍ)

OH/29/26 1109013779
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OH/29/48 1109013837

◆OH
ラテンアメリカ見聞録 -特派員の目・中南米編- ◆OH
菊池育三／著 わが国の人口集中地区 -昭和３５年国勢調査による人口集中地
朝日ソノラマ １９７７．４ 区の人口，面積および地図-
(２５２ｐ １９ｃｍ) 総理府統計局／編

OH/29/254 1109328045 日本統計協会 １９６２．３
(１冊 ３１ｃｍ)
総合篇

◆OH 日本－国勢調査
ラテン・アメリカ報告 OH/29/144 1109027977
吉田実／著
青林書院新社 １９６６．１
(３６０ｐ ２０ｃｍ) ◆OH

OH/29/29 1109013787 私の休日
平井平治／著
平井平治 １９６９．５

◆OH (３３６ｐ １９ｃｍ)
陸中海岸 -仙台，松島，鳴子，中尊寺，花巻，下北半島- 紀行
松田清／編 OH/29/141 1109016129
日本交通公社 １９７１．７
(１１９ｐ １９ｃｍ)
ポケットガイド ◆OH

OH/29/209 1109016400 私の世界旅日記 -経営談話抄- 第４巻
岡田茂／［著］
東京アド・バンク １９７８．５

◆OH (２７２ｐ １９ｃｍ)
歴史の旅 続 OH/29/240 1109020626
文化財調査会／編 亀井勝一郎／監修
人物往来社 １９６０．１１
(２７０ｐ　地図 ２２ｃｍ) ◆OH

OH/29/78 1109013993 私の中国旅行
野上弥生子／著
岩波書店 １９５９．２

◆OH (７，２０７ｐ １８ｃｍ)
歴史の旅 岩波新書
文化財調査会／編 亀井勝一郎／監修 中国－紀行
人物往来社 １９６０．１ OH/29/54 1109014389
(２５２ｐ ２２ｃｍ)

OH/29/77 1109013985
◆OH

私の見た中南米と欧米の国々
◆OH 中川以良／著

六億の蟻 -私の中国旅行記- 時事通信社 １９６９．１０
ロベール・ギラン／著 井上勇／訳 (４１０ｐ ２２ｃｍ)
文芸春秋新社 １９５７．７ アメリカ合衆国－紀行 ラテン・アメリカ－紀行 ヨ－ロッパ－
(２９２ｐ ２０ｃｍ) 紀行
中国－事情 OH/29/174 1109016624

OH/29/53 1109013860

◆OH
◆OH 私の見た欧米の観光経済事情

ロワール紀行 畠山鶴吉／著
岡野喜一郎／著 緑地社 １９５８．１１
経済往来社 １９７９．５ (１１３ｐ １９ｃｍ)
(３２２ｐ １７×１４ｃｍ) OH/29/40 1109014298
フランス（南部）－紀行・案内記

OH/29/255 1109336170
◆OH

Ａｍｅｒｉｃａ’ｓ　ｈｉｓｔｏｒｙｌａｎｄｓ -Ｌａｎｄｍ
◆OH ａｒｋｓ　ｏｆ　Ｌｉｂｅｒｔｙ-

ロンドン案内 Ｎａｔｉｏｎａｌ　Ｇｅｏｇｒａｐｈｉｃ　Ｓｏｃｉｅｔｙ 
在連合王国日本国大使館 １９５９．５ １９６２
(１０８，１２ｐ ２１ｃｍ) (５７６ｐ ２６ｃｍ)

OH/29/50 1109013852 OH/29/258 1109339471

◆OH ◆OH
ロンドン－東京５万キロ -国産車ドライブ記- Ａｒｇｅｎｔｉｎａ -ｔｕｒｉｓｔｉｃａ-
辻豊，土崎一／共著 Ｄｅｌｒｏｉｓｓｅ ［１９－－］
朝日新聞社 １９５７．５ (１８８ｐ ２８ｃｍ)
(３０６ｐ　図版 １９ｃｍ) 2-85518-025-2
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◆OH
OH/29/257 1109339380 Ｇｕａｌｅ，ｔｈｅ　Ｇｏｌｄｅｎ　ｃｏａｓｔ　ｏｆ　Ｇｅ

ｏｇｉａ
ｐｈｏｔｏｇｒａｐｈｓ　ｂｙ　Ｊａｍｅｓ　Ｖａｌｅｎｔｉ

◆OH ｎｅ ｔｅｘｔ　ｂｙ　Ｒｏｂｅｒｔ　Ｈａｎｉｅ ｅｄｉｔｅ
Ａｒｏｕｎｄ　ｔｈｅ　ｗｏｒｌｄ　ｉｎ　１，０００　ｐｉ ｄ　ｂｙ　Ｋｅｎｎｅｔｈ Ｂｒｏｗｅｒ
ｃｔｕｒｅｓ -ａ　ｐｈｏｔｏｇｒａｐｈｉｃ　ｅｎｃｙｃｌ Ｆｒｉｅｎｄｓ　ｏｆ　ｔｈｅ　Ｅａｒｔｈ ［１９７４］
ｏｐｅｄｉａ　ｏｆ　ｔｒａｖｅｌ　ｔｏ　ｆｏｒｅｉｇｎ　 (１４２ｐ ３５ｃｍ)
ｌａｎｄｓ- Ｔｈｅ　ｅｒａｔｈ’ｓ　ｗｉｌｄ　ｐｌａｃｅｓ
ｅｄｉｔｅｄ　ｂｕ　Ａ．　Ｍｉｌｔｏｎ　Ｒｕｎｙｏｎ． 0-913890-02-2
Ｄｏｕｂｌｅｄａｙ １９５４ OH/29/260 1109339398
(４４８ｐ ２２ｃｍ)

OH/29/218 1109020469
◆OH

Ｇｕｉｄｅ　ｔｏ　ｇｏｖｅｒｎｍｅｎｔ　ｉｎ　Ｈａｗａｉ
◆OH ｉ

Ｔｈｅ　Ｂｅａｕｔｉｆｕｌ　Ｎｏｒｔｈｗｅｓｔ Ｌｅｇｉｓｌａｔｉｖｅ　Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　Ｂｕｒｅａｕ
ｂｙ　Ｔｈｅ　ｅｄｉｔｏｒｓ　ｏｆ　Ｓｕｎｓｅｔ　Ｂｏｏ  １９６１．１２
ｋｓ　ａｎｄ　Ｓｕｎｓｅｔ　Ｍａｇａｚｉｎｅ (９５ｐ ２３ｃｍ)
Ｌａｎｅ　Ｍａｇａｚｉｎｅ　＆　Ｂｏｏｋ　Ｃｏ． １９７ OH/29/125 1109016087
０．９
(２５５ｐ ２９ｃｍ)
Ａ　Ｓｕｎｓｅｔ　ｐｉｃｔｏｒｉａｌ ◆OH

OH/29/234 1109027761 Ｈａｗａｉｉ
ｂｙ　Ｊａｍｅｓ　Ａ．　Ｍｉｃｈｅｎｅｒ．
Ｂａｎｔａｍ　Ｂｏｏｋｓ １９６１．１

◆OH (９０５ｐ １８ｃｍ)
Ｂｌａｎｄｔ　ｎｙｅ　Ｎａｂｏｅｒ OH/29/98 1109014579
Ｈ．Ｃ．Ｈａｎｓｅｎ．
Ｆｒｅｍａｄ １９５７
(１１９ｐ ２４ｃｍ) ◆OH

OH/29/133 1109016574 Ｔｈｅ　Ｈａｗａｉｉａｎｓ
ｄｉｒｅｃｔｅｄ　ａｎｄ　ｐｈｏｔｏｇｒａｐｈｅｄ　ｂｙ
　Ｒｏｂｅｒｔ　Ｂ．Ｇｏｏｄｍａｎ　

◆OH Ｉｓｌａｎｄ　Ｈｅｒｉｔａｇｅ　Ｌｉｍｉｔｅｄ ［１９７
Ｂｕｄａｐｅｓｔ ０］
ｔｅｘｔ　ｂｙ　Ｌａｊｏｓ　Ｍａｓｔｅｒｈáｚｉ． (２８４ｐ，ｃｏｌｏｒ　ｉｌｌｕｓｔｒａｔｉｏｎｓ ２６ｃ
Ｃｏｒｖｉｎａ １９６９ ｍ)
(１ｖ． ２１×２３ｃｍ) OH/29/259 1109340636

OH/29/201 1109016335

◆OH
◆OH Ｔｈｅ　Ｈａｗａｉｉ　ｂｏｏｋ -ｓｔｏｒｙ　ｏｆ　ｏｕｒ

Ｃｏｌｏｎｉａｌ　Ｗｉｌｌｉａｍｓｂｕｒｇ -ｉｔｓ　ｂｕ 　ｉｓｌａｎｄ　ｐａｒａｄｉｓｅ-
ｉｌｄｉｎｇｓ　ａｎｄ　ｇａｒｄｅｎｓ- Ｊ．Ｇ．　Ｆｅｒｇｕｓｏｎ　Ｐｕｂｌｉｓｈｉｎｇ　Ｃｏｍ
ｂｙ　Ａ．Ｌａｗｒｅｎｃｅ　Ｋｏｃｈｅｒ ｂｙ　Ｈｏｗａ ｐａｎｙ １９６１
ｒｄ　Ｄｅａｒｓｔｙｎｅ (３３６ｐ ２９ｃｍ)
Ｒｅｖ．ｅｄ OH/29/153 1109023307
Ｃｏｌｏｎｉａｌ　Ｗｉｌｌｉａｍｓｂｕｒｇ １９６１
(１０４ｐ ２７ｃｍ)
ａ　ｄｅｓｃｒｉｐｔｉｖｅ　ｔｏｕｒ　ｏｆ　ｔｈｅ　ｒｅ ◆OH
ｓｔｏｒｅｄ　ｃａｐｉｔａｌ　ｏｆ　ｔｈｅ　Ｂｒｉｔｉｓ Ｊａｐａｎｅｓｅ　Ｇａｒｄｅｎｓ -ａ　ｇｕｉｄｅ　ｔｏ　
ｈ　ｃｏｌｏｎｙ　ｏｆ　Ｖｉｒｇｉｎｉａ ｆｒｏｍ　ａｎｄ　ｓｅｒｅｎｉｔｙ　ｉｎ　ｃｏｎｔｅｍｐ

OH/29/155 1109023315 ｏｒａｒｙ　ｌｉｖｉｎｇ-
Ｉｌｌｕｓ．　ｂｙ　Ｋａｎｔｏ　Ｓｈｉｇｅｍｏｒｉ Ｔｅ
ｘｔ　ｂｙ　Ｎｅｗｓｏｍ　Ｓａｍｕｅｌ

◆OH Ｔｏｋｏｙｏ　Ｎｅｗｓ　Ｓｅｒｖｉｃｅ １９６０
Ｔｈｅ　Ｆａｂｅｒ　ａｔｌａｓ (１９５ｐ ３５ｃｍ)
ｅｄｉｔｅｄ　ｂｙ　Ｄ．Ｊ．Ｓｉｎｃｌａｉｒａ． OH/29/150 1109023273
４ｔｈ　ｒｅｖｉｓｅｄ　ｅｄｉｔｉｏｎ
Ｇｅｏ　Ｐｕｂｌｉｓｈｉｎｇ １９６４
(１５４，４４ｐ ３１ｃｍ) ◆OH

OH/29/208 1109027720 Ｔｈｅ　Ｊａｐａｎ　ｏｆ　Ｔｏｄａｙ
ｃｏｍｐｉｌｅｄ　ｂｙ　　Ｍｉｎｉｓｔｒｙ　ｏｆ　Ｆｏｒ
ｅｉｇｎ　Ａｆｆａｉｒｓ

◆OH Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｓｏｃｉｅｔｙ　ｆｏｒ　Ｅｄ
Ｔｈｅ　５０ｔｈ　ｙｅａｒ　ｏｆ　ｍｉｎｉｓｔｒｙ　ｏｆ ｕｃａｔｉｏｎａｌ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ １９７１
　ｅｃｏｎｏｍｉｃ　ａｆｆａｉｒｓ (１１４ｐ ２６ｃｍ)
Ｐｒａ　Ｃｈａ　Ｃｈａｎｇ １９６９ OH/29/187 1109023406
(８４ｐ ２３ｃｍ)

OH/29/173 1109016616
◆OH

Ｌａｎｄ　ｏｆ　ｔｈｅ　ｓｏｕｔｈｅｒｎ　ｃｒｏｓｓ　Ａ
ｕｓｔｒａｌｉａ
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ｂｙ　Ｂｒｙｃｅ　Ｋｉｎｎｅａｒ． ◆OH
Ａｕｓｔｒａｌｉａｎ　ｐｕｂｌｉｃｉｔｙ　ｃｏｕｎｃｉｌ Ｔｈｅ　Ｕｎｉｔｅｄ　Ｎａｔｉｏｎｓ　ａｎｄ　ｈｏｗ　ｉ
 １９５６ ｔ　ｗｏｒｋｓ
(１５２ｐ ３０ｃｍ) ｂｙ　Ｃｏｙｌｅ　Ｄａｖｉｄ　Ｃｕｓｈｍａｎ

OH/29/152 1109023299 Ｒｅｖ．
Ｎｅｗ　Ａｍｅｒｉｃａｎ　Ｌｉｂｒａｒｙ １９５８
(２０８ｐ １８ｃｍ)

◆OH Ａ　Ｍｅｎｔｏｒ　ｂｏｏｋ
Ｌｏｎｄｏｎ　ｉｎ　ｃｏｌｏｕｒ OH/29/97 1109014074
Ｂ．Ｔ．　Ｂａｔｓｆｏｒｄ １９６１
(７０ｐ ２３ｃｍ)
Ｂａｔｓｆｏｒｄ　ｃｏｌｏｕｒ　ｂｏｏｋｓ ◆OH

OH/29/49 1109013845 Ｗｅｌｃｏｍｅ　ｔｏ　Ｃｚｅｃｈｏｓｌｏｖａｋｉａ -ｔｏ
ｕｒｉｓｔ　ｒｅｖｉｅｗ（ｑｕａｒｔｅｒｌｙ）- １９６７
-４

◆OH ｔｈｅ　Ｃｚｅｃｈｏｓｌｏｖａｋ　Ｎｅｗｓ　Ａｇｅｎｃｙ
Ｍøｒｅ　ｏｇ　Ｒｏｍｓｄａｌ -ｉ　ｂｉｌｄｅｒ- 　ｆｏｒ　ｔｈｅ　Ｇｏｖｅｒｎｍｅｎｔ　Ｃｏｍｍｉｔｔｅ
Ｆｙｌｋｅｓｕｔｖａｌｇｅｔ　ｉ　Ｍøｒｅ　ｏｇ　Ｒｏｍ ｅ　ｆｏｒ　Ｔｏｕｒｉｓｍ　 １９６７
ｓｄａｌ． (６３ｐ ３１ｃｍ)
Ｊｏｈａｎ　Ｇｒｕｎｄｔ　Ｔａｎｕｍ　Ｆｏｒｌａｇ １９ OH/29/252 1109311124
６１
(９６ｐ ３０ｃｍ)

OH/29/151 1109023281 ◆OH
Ｗｏｒｌｄ　ａｔｌａｓ　ａｎｄ　ｇａｚｅｔｔｅｅｒ -ｐｒ
ｅｓｅｎｔｉｎｇ　ｔｈｅ　ｗｏｒｌｄ　ｉｎ　ｉｔｓ　ｇｅ

◆OH ｏｇｒａｐｈｉｃａｌ，ｐｈｙｓｉｃａｌ　ａｎｄ　ｃｏｍｍ
Ｎｅｗ　Ｊａｐａｎ Ｖｏｌ．１４ ｅｒｃｉａｌ　ａｓｐｅｃｔｓ-
Ｔｈｅ　Ｍａｉｎｉｃｈｉ　Ｎｅｗｓｐａｐｅｒｓ Ｐ．Ｆ．Ｃｏｌｌｉｅｒ　＆　Ｓｏｎ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏ
Ｔｈｅ　Ｍａｉｎｉｃｈｉ　Ｎｅｗｓｐａｐｅｒｓ １９６２ ｎ １９５５
(３３５ｐ ３６ｃｍ) (４８０ｐ ３７ｃｍ)

OH/29/149 1109028009 世界地図
OH/29/243 1109027787

◆OH
Ｐｈｉｌｉｐｓ’ｐｏｃｋｅｔ　ａｔｌａｓ　ｏｆ　ｔｈｅ　 ◆OH
ｗｏｒｌｄ Ｔｈｅ 　Ｗｏｒｌｄ　 ｐｏｃｋｅｔ　 ａｔｌａｓ　 ａｎｄ
ｅｄｉｔｅｄ　ｂｙ　Ｈａｒｏｌｄ　Ｆｕｌｌａｒｄ 　ｇａｚｅｔｔｅｅｒ
Ｍａｒｕｚｅｎ １９６２ ｂｙ　Ｂａｒｔｈｏｌｏｍｅｗ　Ｊｏｈｎ
(９６，２３ｐ １９ｃｍ) Ｊｏｈｎ　Ｂａｒｔｈｏｌｏｍｅｗ　＆　Ｓｏｎ １９６０

OH/29/242 1109020642 (１２８，３２ｐ １５ｃｍ)
OH/29/189 1109016665

◆OH
Ｐｏｋｌａｄｙ　Ｐｒａžｓｋé　ａｒｃｈｉｔｅｋｔｕｒｙ ◆OH
Ｂｏｈｕｍíｒ　Ｋｏｚáｋ． Ｙｕｇｏｓｌａｖｉａ -ｔｈｅ　ｃｏｕｎｔｒｙ　ａｎｄ　ｉ
Ｏｒｂｉｓ １９６５ ｔｓ　ｐｅｏｐｌｅ-
(１ｖ． ２１×２２ｃｍ) ｂｙ　Ｆ．Ｂ．Ｓｉｎｇｌｅｔｏｎ

OH/29/202 1109016343 Ｑｕｅｅｎ　Ａｎｎｅ　Ｐｒｅｓｓ １９７０
(１３８ｐ １９ｃｍ)
Ｔｈｅ　ｗｏｒｌｄ　ｔｏｄａｙ　ｓｅｒｉｅｓ

◆OH OH/29/241 1109020634
Ｐｒａｇ -ｅｉｎ　ｆｏｔｏｇｒａｆｉｓｃｈｅｓ　Ｂｉｌｄ
ｅｒｂｕｃｈ-
Ｋａｒｅｌ　Ｐｌｉｃｋａ． ◆OH
Ａｒｔｉａ １９６１ Ｙｕｇｏｓｌａｖｉａ -Ｒｅｐｕｂｌｉｃｓ　ａｎｄ　ｐｒｏ
(２２４ｐ ３５ｃｍ) ｖｉｎｃｅｓ-

OH/29/146 1109023257 Ｙｕｇｏｓｌａｖｉａ　Ｒｅｖｉｅｗ １９６８
(２２４ｐ ３０ｃｍ)

OH/29/261 1109339539
◆OH

Ｑｕａｔｒｅ　ａｎｎéｅｓ　ｄ’ｉｎｄéｐｅｎｄａｎｃｅ　
ｅｔ　ｄｅ　ｌｉｂｅｒｔé -Ｒｅｐｕｂｌｉｑｕｅ　ｄｅ　 ◆OH
Ｇｕｉｎｅｅ　２　ｏｃｔｏｂｒｅ　１９５８　－　２　ｏｃ Žｉｊｅｍｅ　ｖ　Ｐｒａｚｅ　
ｔｏｂｒｅ　１９６２- Ｋａｒｅｌ　Ｐｌｉｃｋａ．
ｅｄｉｔｉｏｎｓ　ｄｕ　Ｍｉｎｉｓｔｅｒｅ　ｄｅ　ｌ’ｉ Ｏｒｂｉｓ １９６４
ｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　ｅｔ　ｄｕ　ｔｏｕｒｉｓｍ　Ｃｏｎ (１ｖ． ２８×２５ｃｍ)
ａｋｒｙ． OH/29/185 1109023372
Ｅｔａｂｌｉｓｓｅｍｅｎｔｓ　 ｐｏｌｙｇｒａｐｈｉｑｕ
ｅｓ　Ｇ．　Ｃｏｌｏｍｂｉ １９６２
(１９５ｐ ２８ｃｍ)

OH/29/159 1109023356
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３ 社会科学 

 

 





◆OH
アイデア十話
河合良成／著 ◆OH
河合良成 １９６４．１０ 明日のための思想
(５３ｐ １９ｃｍ) ピーター・Ｆ．ドラッカー／著 清水敏充／訳

OH/30/141 1109038909 ダイヤモンド社 １９６０．９
(１２，２２５ｐ １９ｃｍ)
経済 政治

◆OH OH/30/82 1109037687
アジア・アフリカ講座 第３巻
勁草書房 １９６５．３
(３４５ｐ ２１ｃｍ) ◆OH

OH/30/27 1109022259 明日はこうなる
Ａ．Ｂ．バラック／著 野中昌夫／訳
ダイヤモンド社 １９６４．３

◆OH (２９７ｐ １９ｃｍ)
アジア開発の一構想 -ロストウ博士講演集- OH/30/81 1109037679
ウオルト・Ｗ．ロストウ／著 金山宣夫／訳注 国際親善日本委
員会／編
原書房 １９６５．６ ◆OH
(１９５ｐ　図版 １９ｃｍ) 新しい左翼 -政治的無関心からの脱出-

OH/30/51 1109022499 Ｅ．Ｐ．トムスン／著 福田歓一／［ほか］訳
岩波書店 １９６３．５
(３７３ｐ １９ｃｍ)

◆OH OH/30/237 1109044394
アジアそこにいる僕ら
柴田俊治／著
朝日新聞社 １９７２．１ ◆OH
(２７７ｐ １９ｃｍ) 新しい進路を求めて -ヨーロッパの旅-

OH/30/250 1109044485 竹本孫一／著
日本経済研究協会 １９７０．７
(２７９ｐ １９ｃｍ)

◆OH OH/30/179 1109040814
アジア動向年報 １９７６年版
アジア経済研究所／編
アジア経済研究所 １９７６．３ ◆OH
(７４６ｐ ２７ｃｍ) 新しい世界史 ９
アジア－社会 アジア－政治 アジア－経済 東京大学出版会 １９８７．１１

OH/30/375 1109157998 (２９１，１３ｐ １９ｃｍ)
巻末：文献一覧
世界史－近代 東洋史－近代

◆OH 4-13-025073-6
アジア動向年報 １９７５年版 OH/30/152 1109039741
アジア経済研究所／編
アジア経済研究所 １９７５．３
(７４３ｐ ２７ｃｍ) ◆OH
アジア－社会 アジア－政治 アジア－経済 新しいソ連

OH/30/374 1109157980 小峯柳多／著
産業経済新聞社 １９５８．１
(１９５ｐ １９ｃｍ)

◆OH ロシア－紀行
アジアの結束を求めて OH/30/33 1109022317
野田卯一／著
卯の花会出版部 １９７５．１０
(４８７ｐ １９ｃｍ) ◆OH

OH/30/390 1109048270 新しい日本を開くビジョン
日月外記／著
トキワ書院 １９７１．１

◆OH (２３８ｐ ２２ｃｍ)
アジアのなかの日本 OH/30/362 1109048023
飯塚浩二／著
中央公論社 １９６０．６
(３２８ｐ ２０ｃｍ) ◆OH
アジア－社会 新しい日本の進路

OH/30/7 1109022051 高山岩男／編 矢部貞治／編
勁草書房 １９５３．１２
(２６５ｐ １９ｃｍ)

◆OH OH/30/25 1109022234
アジア問題と私の立場 -学生への講演-
宇都宮徳馬／著
弘文堂 １９６６．１０ ◆OH
(２，１３５ｐ １９ｃｍ) 新しいブラジル -現地からの特別報告-

OH/30/52 1109022507 斉藤広志／著
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サイマル出版会 １９７４ 矢野仁一／著
(２２６ｐ １９ｃｍ) 弘文堂書房 １９３９．７
ブラジル 222.065

OH/30/378 1109048155 (４，５，３１６ｐ １９ｃｍ)
アヘン戦争（１８４０～１８４２）

OH/30/63 1109023216
◆OH

あの手この手 -性の乱れは国を亡ぼす-
菅原通濟／著 ◆OH
常磐山文庫出版社 １９７０．９ アメリカ大西部
(３０８ｐ ２０ｃｍ) 猿谷要／著

OH/30/190 1109040913 新潮社 １９７８．１０
(２６１ｐ ２０ｃｍ)
新潮選書

◆OH アメリカ合衆国－紀行・案内記
あの時、世界は -磯村尚徳・戦後史の旅- １ OH/30/330 1109047710
ＮＨＫ取材班／著
日本放送出版協会 １９７９．２
(３０４，３ｐ ２１ｃｍ) ◆OH
付：参考文献 アメリカの希望
世界史－近代 益村公俊／著

OH/30/342 1109047827 内外情勢研究所 １９７８．４
(２２３ｐ ２０ｃｍ)

OH/30/444 1109336113
◆OH

あの時、世界は -磯村尚徳・戦後史の旅- ２
ＮＨＫ取材班／著 ◆OH
日本放送出版協会 １９７９．７ アメリカの産業・社会革命
(３３１，４ｐ ２１ｃｍ) Ｒ．Ｌ．ブリュックベルジュ／著 松本俊一／訳
内容：引き裂かれた聖地，ファイサル王の決意，ドゴールの挑 時事通信社 １９６２．６
戦　付：参考文献 (２２６，６ｐ １８ｃｍ)
世界史－近代 時事新書

OH/30/343 1109047835 OH/30/47 1109022457

◆OH ◆OH
あぶく銭の夢からさめて アラブは燃えている
川上源太郎／著 林辰彦／著
ダイヤモンド－タイム社 １９７６．６ 前田書店出版部 １９７９．３
(２８９ｐ １９ｃｍ) (３５４ｐ １９ｃｍ)
Ｐｒｅｓｉｄｅｎｔ　Ｂｏｏｋｓ OH/30/321 1109047611

OH/30/402 1109057578

◆OH
◆OH ある韓国人のこころ -朝鮮統一の夜明けに-

アフリカにおけるアラブの役割 鄭敬謨／著
ジャック・ボーラン／著 村木明／訳 朝日新聞社 １９７２．９
時事通信社 １９６４．３ (２５２ｐ ２０ｃｍ)
(２１６ｐ １８ｃｍ) OH/30/206 1109044089
時事新書

OH/30/59 1109023174
◆OH

慌てるなよ日本人
◆OH 川内康範／著

アフリカの横顔 上 広済堂出版 １９７６
ロナルド・シーガル／著 奥野保男／訳 (２５４ｐ １９ｃｍ)
時事通信社 １９６４．１ OH/30/357 1109047975
(２７０ｐ １８ｃｍ)
時事新書

OH/30/57 1109023158 ◆OH
暗殺者 -謀略の戦術史-
麻生良方／著

◆OH 広済堂出版 １９７５
アフリカの横顔 下 (２８７ｐ １９ｃｍ)
ロナルド・シーガル／著 奥野保男／訳 OH/30/396 1109057537
時事通信社 １９６４．１
(２３８ｐ １８ｃｍ)
時事新書 ◆OH

OH/30/58 1109023166 いかにして二十世紀を生きのびるか
笠信太郎／著
文芸春秋新社 １９６４．４

◆OH (２２６ｐ ２０ｃｍ)
アヘン戦争と香港 -支那外交史とイギリス　- 世界国家
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◆OH
OH/30/38 1109022366 運命・歴史・政治

シュペングラー／著 八田恭昌／訳
理想社 １９６０．１１

◆OH (２２５ｐ １９ｃｍ)
生きがいへの旅 -現代社会の哲学的風景- OH/30/153 1109039758
森本哲郎／著
ダイヤモンド社 １９７０．８
(３６４ｐ ２０ｃｍ) ◆OH

OH/30/215 1109044170 英国の印象
Ｒ．Ｗ．エマーソン／著 加納秀夫／訳
研究社出版 １９５７．４

◆OH (２５８ｐ １８ｃｍ)
生きがいの周辺 アメリカ文学選集
加藤秀俊／著 OH/30/113 1109038586
文藝春秋 １９７０．１１
(２４５ｐ ２０ｃｍ)

OH/30/213 1109044154 ◆OH
英国病・ソ連病・日本病 -一ソビエト学者の日本観-
ピーター・ワイルズ／〔著〕 堀江忠男／監訳

◆OH 新評論 １９７９．１２
為政三部書 (２３０ｐ １９ｃｍ)
安岡正篤／訳註 張養浩／原著 巻末：参考文献
明徳出版社 １９５７．４ 日本 イギリス ソビエト連邦
(１４７ｐ ２２ｃｍ) OH/30/410 1109057651
内容：解題，廟堂忠告，風憲忠告，牧民忠告，為政三部書原文
政治思想－中国

OH/30/126 1109038719 ◆OH
英国病の教訓
香山健一／著

◆OH ＰＨＰ研究所 １９７８．１
偉大なる社会 (２６０ｐ ２０ｃｍ)
Ｌ．Ｂ．ジョンソン／著 平泉渉／訳 OH/30/228 1109044303
鹿島研究所出版会 １９６５．４
(１４６ｐ １８ｃｍ)
アメリカ合衆国－政治 ◆OH

OH/30/112 1109038578 エネルギーマフィア
田原総一朗／著
日刊工業新聞社 １９７９．１１

◆OH (１９６，３ｐ １９ｃｍ)
イタリアだより -君知るや南の国- ウィークエンドブックス
塩野七生／著 OH/30/341 1109047819
文芸春秋 １９７５．６
(２９３ｐ ２０ｃｍ)

OH/30/296 1109046464 ◆OH
エリートと社会
Ｔ．Ｂ．ボットモア／著 綿貫譲治／訳

◆OH 岩波書店 １９６５．７
インドを救う道 -ナラヤン獄中記- (１８８，１５ｐ １９ｃｍ)
ナラヤン／著 ハーバート・パッシン／編 伊藤雄次／訳 イギリス－社会
サイマル出版会 １９７９．４ OH/30/144 1109039667
(２５４ｐ １９ｃｍ)
インド－歴史－近世

OH/30/354 1109047942 ◆OH
演出力 -現代を動かす陰の演出者群像！-
田中惣二／著

◆OH 産業能率大学出版部 １９７９．６
嘘の効用 (２４８ｐ １９ｃｍ)
末弘厳太郎／著 OH/30/385 1109048221
改造社 １９２３．７
(４４９ｐ ２０ｃｍ)
法律 ◆OH

OH/30/115 1109038602 閻魔と女神 -日本とアメリカ・二つの正義考-
佐藤欣子／著
ＰＨＰ研究所 １９７９．５

◆OH (２１７ｐ １９ｃｍ)
移りゆくものの影 -一インテリの歩み- OH/30/346 1109047868
林健太郎／著
文芸春秋新社 １９６０．２
(２４１ｐ ２０ｃｍ) ◆OH

OH/30/106 1109038511 大いなる覚醒
Ｊ・ストレイチ／著 河上民雄／訳
有紀書房 １９６２．６
(２０４ｐ １９ｃｍ)
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OH/30/104 1109038495 学陽書房 １９７７．５
(２５４ｐ ２０ｃｍ)

OH/30/386 1109048239
◆OH

大いなる競争 -ソ連と西側-
Ｉ．ドイッチャー／著 山西英一／訳 ◆OH
岩波書店 １９６１．１ 伽藍が白かったとき
(１８０，３ｐ １８ｃｍ) ル・コルビュジェ／著 生田勉，樋口清／共訳
岩波新書 岩波書店 １９５７．１０

OH/30/100 1109038453 (１３，３０５ｐ ２１ｃｍ)
建築 アメリカ合衆国

OH/30/138 1109038834
◆OH

オランダ共和国
Ｃ．ウィルスン／著 堀越孝一／訳 ◆OH
平凡社 １９７１．９ カリフォルニア日記 -ひとつの文化革命-
(３１６ｐ １８ｃｍ) エドガール・モラン／著 林瑞枝／訳

OH/30/421 1109057750 法政大学出版局 １９７５．６
(２９５ｐ ２０ｃｍ)
りぶらりあ選書

◆OH OH/30/287 1109046373
女が見たオーストラリア
足立良子／著
ジャパンタイムズ １９７９．７ ◆OH
(２５９ｐ １９ｃｍ) 変りゆくアメリカ

OH/30/291 1109046415 白井健策／著
朝日新聞社 １９７２．５
(２７０ｐ １９ｃｍ)

◆OH OH/30/247 1109044469
外国新聞人の見た日本の姿 第３巻
情報文化局海外広報課／［訳］編
情報文化局海外広報課 １９６６．１０ ◆OH
(２６５ｐ ２１ｃｍ) 変るソ連 -フルシチョフが出てから-

OH/30/167 1109039899 Ａ．ワース／著
岩波書店 １９６３
(５，３６８ｐ １９ｃｍ)

◆OH ソヴェト連邦－事情
回想のリューベック -経済史随筆- OH/30/166 1109039881
高村象平／著
筑摩書房 １９８０．７
(２３０ｐ ２０ｃｍ) ◆OH

OH/30/325 1109047652 韓国の希望
益村公俊／著
内外情勢研究所 １９７８．１２

◆OH (２７１ｐ ２０ｃｍ)
海洋国家日本の構想 OH/30/448 1109340362
高坂正堯／著
中央公論社 １９６５．３
(１９０ｐ ２０ｃｍ) ◆OH
日本－対外関係 韓国・光と影 -特派員レポート-

OH/30/17 1109022150 岡井輝雄／著
若樹書房 １９７１．４
(３００ｐ ２０ｃｍ)

◆OH OH/30/188 1109040897
革命のデザイン -新しい世界への歩み-
渋沢雅英／著
角川書店 １９６５．１０ ◆OH
(２３２ｐ １９ｃｍ) 紀行・流動のアジアへ 続

OH/30/91 1109038362 井澤信久／著
日本放送出版協会 １９７９．５
(２６７ｐ １９ｃｍ)

◆OH OH/30/322 1109047629
学問遍路
高田保馬／著
東洋経済新報社 １９５７．２ ◆OH
(１８４ｐ １９ｃｍ) 季節の流れ -随想-

OH/30/156 1109039782 川崎秀二
夕刊新伊勢新聞社 １９７７．６
(３５９ｐ １８ｃｍ)

◆OH OH/30/295 1109046456
霞ケ関三丁目の大蔵官僚はメガネをかけたドブネズミといわれ
る挫折感に悩む凄いエリートたちから
柿沢こうじ／著
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◆OH
北朝鮮 ２刷
崔光石／編［著］ 岩波書店 １９５５．４
光明文化社 １９７６．１２ (２，２３３ｐ　図版１枚 １９ｃｍ)
(２６５ｐ １９ｃｍ) 岩波現代叢書
朝鮮（１９４８～民主主義人民共和国） 労働運動－イギリス

OH/30/318 1109047389 OH/30/135 1109038800

◆OH ◆OH
気違い部落から日本を見れば 教養語録 -自己啓発のための- 第一集
きだみのる／著 山口茂一／著
徳間書店 １９６７．９ 関西警備保障 ［１９７７］
(２８５ｐ ２０ｃｍ) (３５７ｐ １９ｃｍ)

OH/30/181 1109040830 OH/30/415 1109057693

◆OH ◆OH
逆発想術 -ひとの考えないことを考えろ- 続 岐路に立つ現代 -歴史的論考-
竹村健一／著 Ｈ．Ｊ．ラスキ／著 大内兵衛，大内節子／共訳
徳間書店 １９７８ 法政大学 １９６０．６
(２６２ｐ １９ｃｍ) (３６２，８ｐ　図版１枚 ２１ｃｍ)
人生訓 政治学

OH/30/383 1109048205 OH/30/69 1109037562

◆OH ◆OH
急進主義の伝統 近代化の人間的基礎
Ｔａｗｎｅｙ　Ｒｉｃｈａｒｄ　Ｈｅｎｒｙ／著 浜林正夫／ 大塚久雄／著
訳 鈴木亮／訳 筑摩書房 １９６８
新評社 １９６７．６ (２４９ｐ １９ｃｍ)
(３４２ｐ ２０ｃｍ) 筑摩叢書

OH/30/216 1109044188 OH/30/171 1109040731

◆OH ◆OH
共産国を揺るがした十冊の本 近代人の疎外
土居明夫・今立鉄雄／共編 Ｆ．パッペンハイム／著 粟田賢三／訳
今日の問題社 １９６０．５ 岩波書店 １９６５．８
(３１８ｐ １９ｃｍ) (１８２，２８ｐ １８ｃｍ)

OH/30/243 1109044444 岩波新書
疎外

OH/30/139 1109038842
◆OH

共産主義の見方
Ｈ・オーバーストリート／著 Ｂ．オーバーストリート／著 原 ◆OH
子林二郎／訳 クーデンホーフ・カレルギー回想録 -思想はヨーロッパを征服
時事通信社 １９５９．１０ する-
(２２４ｐ １８ｃｍ) 鹿島守之助／訳
時事新書 鹿島研究所出版会 １９６４．９
共産主義 (９，３６８ｐ ２２ｃｍ)

OH/30/109 1109038545 OH/30/150 1109039725

◆OH ◆OH
競争的共存 クーデンホーフ・カレルギー全集 １
Ｃ．Ｌ．サルズバーガー／著 清水知久／訳 クーデンホーフ・カレルギー／著 鹿島守之助／訳 深津栄一／
鏡浦書房 １９５８．９ 訳
(２０６ｐ １９ｃｍ) 鹿島研究所出版会 １９７０．４

OH/30/97 1109038420 (２６３，６ｐ ２２ｃｍ)
OH/30/173 1109040756

◆OH
「共存」を挑まれて -イギリスの立場- ◆OH
ヒュー・ゲイツケル／著 矢部貞治／訳 クーデンホーフ・カレルギー全集 ２
時事通信社 １９５８．５ クーデンホーフ・カレルギー／著 鹿島守之助／著 深津栄一／
(１７７ｐ １８ｃｍ) 著
時事新書 鹿島研究所出版会 １９７０．５

OH/30/99 1109038446 (４０７，９ｐ ２２ｃｍ)
OH/30/174 1109040764

◆OH
恐怖に代えて ◆OH
Ａ．ベヴァン／著 山川菊栄／訳 クーデンホーフ・カレルギー全集 ３
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クーデンホーフ・カレルギー／著 鹿島守之助／著 深津栄一／
著 ◆OH
鹿島研究所出版会 １９７０．６ 現代アラブ世界
(４１４，８ｐ ２２ｃｍ) Ｒ・Ｋ・カランジャ／著 甲斐静馬／訳

OH/30/175 1109040772 理論社 １９６０．３
(２２８ｐ １９ｃｍ)

OH/30/66 1109023240
◆OH

国の個性 -その発見のために-
木内信胤／著 ◆OH
文芸春秋新社 １９５５．９ 現代インドネシアの社会と文化
(２３６ｐ　図版 １９ｃｍ) 増田与／〔ほか〕著

OH/30/88 1109038339 現代アジア出版会 １９７９．５
(２６５ｐ ２０ｃｍ)

OH/30/420 1109057743
◆OH

暮しの思想
加藤秀俊／著 ◆OH
中央公論社 １９７１．７ 現代への発言 -一橋大学創立八十五周年記念講演集-
(２１０ｐ ２０ｃｍ) 一橋大学一橋学会／編

OH/30/360 1109048007 春秋社 １９６１．５
(１８９ｐ １９ｃｍ)

OH/30/70 1109037570
◆OH

クロスオーバー型人間の発想 -「連合の時代」竹村式処生術-
竹村健一／著 ◆OH
潮出版社 １９８０．３ 現代王国論
(２４６ｐ １９ｃｍ) 草柳大蔵／著

OH/30/379 1109048163 文藝春秋 １９６７．７
(２７９ｐ ２０ｃｍ)

OH/30/165 1109039873
◆OH

郡司草 -北千島の実情を語る-
能戸英三／著 ◆OH
原書房 １９７９．７ 現代日本思想大系 ３５
(３２７ｐ ２０ｃｍ) 筑摩書房 １９６３．１２
千島地方－地理 (４１７ｐ ２０ｃｍ)

OH/30/382 1109048197 新保守主義
OH/30/256 1109046076

◆OH
激動するインドシナ ◆OH
朝日新聞社調査研究室／著 現代日本の革命と反抗
朝日新聞社 １９６３．５ 武藤光朗／著
(１６０，１８ｐ ２０ｃｍ) 創文社 １９６２．４

OH/30/64 1109023224 (２３０ｐ １９ｃｍ)
社会主義

OH/30/14 1109022127
◆OH

激動する世界情勢
加瀬俊一／著 ◆OH
鹿島研究所出版会 １９６６．７ 現代日本の考察 -民族・風土・階級-
(３４６ｐ　図版あり １９ｃｍ) 高島善哉／著
国際政治 竹内書店 １９６６．１２

OH/30/2 1109020709 (３０５ｐ １９ｃｍ)
現代人叢書

OH/30/202 1109044048
◆OH

建国３０年の中国 -研究講座・その転換と国際関係-
中嶋嶺雄／編 ◆OH
自由民主党広報委員会出版局 １９７９．９ 現代のアフリカ
(５２９ｐ １９ｃｍ) サムプソン／著 岡倉古志郎／訳

OH/30/407 1109057628 朝日新聞社 １９６１．６
(２００ｐ ２０ｃｍ)

OH/30/56 1109023141
◆OH

現代 -二十世紀文明の方向-
Ａ．シーグフリード／著 杉捷夫／訳 ◆OH
紀伊国屋書店 １９５６．６ 現代の経験
(４，２１６ｐ １９ｃｍ) 清水幾太郎／著
文化－論文集 現代思想社 １９６３．５

OH/30/130 1109038743 (２７１ｐ ２０ｃｍ)
OH/30/172 1109040749
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◆OH ◆OH
現代文明と人間性 国際会議屋のつぶやき
Ｄ．リースマン／著 松本重治／編 神野正雄／著
朝日新聞社 １９６２．１２ 日本経済新聞社 １９７１．６
(２５０ｐ １９ｃｍ) (２０６ｐ １９ｃｍ)

OH/30/71 1109037588 OH/30/264 1109046159

◆OH ◆OH
現代文明の解剖 -世界の危機と日本の知恵- 国際関係の心理 -人間の次元において-
坂口三郎／著 オットー・クラインバーグ／著 田中良久／訳
第３版 東京大学出版会 １９６７．３
虎の門クラブ １９７９．８ (２１８，１６ｐ ２０ｃｍ)
(２９０ｐ １９ｃｍ) OH/30/205 1109044071

OH/30/326 1109047660

◆OH
◆OH 国際人へのパスポート -日本人への直言-

現代文明論 胡暁子／著
ディヴィッド・リ－スマン／著 松本重治／編 番町書房 １９７３．９
みすず書房 １９６９．９ (３０８ｐ ２０ｃｍ)
(２５１ｐ １９ｃｍ) OH/30/244 1109046019

OH/30/176 1109040780

◆OH
◆OH 国際連合

建白書 明石康／著
福田恒存／著 第２版
潮出版社 １９６６．１０ 岩波書店 １９７５
(２７８ｐ ２０ｃｍ) (２４２ｐ １８ｃｍ)

OH/30/168 1109039907 岩波新書
国際連合

OH/30/277 1109046274
◆OH

幻滅の時代
香山健一／著 ◆OH
サンケイ出版 １９７８．１２ 国民同胞感の探求 -阿蘇における大学生との“合宿教室”から
(２６９ｐ １９ｃｍ) -

OH/30/234 1109044360 大学教官有志協議会，国民文化研究会／共編
理想社 １９６０．４
(３６５ｐ １９ｃｍ)

◆OH OH/30/157 1109039790
権力と自由 -東欧共産諸国について-
天野公義／著
日世書房 １９７６．９ ◆OH
(２９１ｐ １８ｃｍ) 国民同胞感の探求 -３５年夏大学生との“雲仙合宿教室”から

OH/30/320 1109047405 - 続
大学教官有志協議会，国民文化研究会／共編
理想社 １９６１．６

◆OH (４３３ｐ １９ｃｍ)
弘達侃侃諤諤 OH/30/158 1109039808
藤原弘達／著
読売新聞社 １９７８．１１
(２２９ｐ ２０ｃｍ) ◆OH

OH/30/412 1109004455 孤独なる群衆
ディヴィット・リ－スマン／著 佐々木徹郎，鈴木幸寿，谷田
部文吉／共訳

◆OH みすず書房 １９５５．３
黄竜と東風 (１０，４，３８４ｐ １９ｃｍ)
伊藤武雄／著 社会学
国際日本協会 １９６４．７ OH/30/134 1109038792
(３２０ｐ １９ｃｍ)

OH/30/163 1109039857
◆OH

言葉と戦車
◆OH 加藤周一／著

声なき声 筑摩書房 １９６９．８
室伏高信／著 (２２９ｐ ２０ｃｍ)
全貌社 １９６３．１１ OH/30/253 1109046050
(３１９ｐ １８ｃｍ)

OH/30/145 1109039675
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◆OH
このアメリカ
山崎正和／著 ◆OH
河出書房 １９６７．６ 今日のヨーロッパ -その表と裏-
(２９５ｐ ２０ｃｍ) 浅野良哉／編著 三浦寛也／編著

OH/30/170 1109040723 千城出版 １９６８．６
(３２７ｐ １９ｃｍ)

OH/30/279 1109046290
◆OH

この歳月
清水幾太郎／著 ◆OH
中央公論社 １９７６ さあやろう -日本をよくする相談-
(４１０ｐ ２０ｃｍ) 五明忠一郎／著

OH/30/426 1109057800 ２版
五明忠一郎 １９６４．９
(１０３ｐ １８ｃｍ)

◆OH OH/30/162 1109039840
この世相に直言す
竹村健一／著
日本書籍 １９７９．１０ ◆OH
(１８０ｐ ２０ｃｍ) ザ・ジャパニーズ -日本人-

OH/30/312 1109047322 エドウィン・Ｏ．ライシャワー／著 国弘正雄／訳
文藝春秋 １９７９．６
(４３７ｐ ２０ｃｍ)

◆OH 日本人 日本
このままいけば人類は滅びる -どうしたら人類は幸福になるか OH/30/445 1109339273
 世界平和の哲学序説 世界連邦建設の提唱 -
湧井雄山（秀雄）／著
世界共生運動普及会出版部 １９７３．８ ◆OH
(１７６ｐ １９ｃｍ) 砂漠に緑を -クウェイトでの実験-

OH/30/384 1109048213 清水正元／著
中央公論社 １９７６．９
(１８３ｐ １８ｃｍ)

◆OH 中公新書
この目で見たソ連 -世界旅行五ケ年計画の決算報告- 砂漠植物 砂漠動物 砂漠－クウエイト
大宅壮一／著 OH/30/305 1109047256
光文社 １９６２．２
(２４２ｐ １８ｃｍ)
カッパ・ブックス ◆OH
ロシア－紀行 さまざまな現代

OH/30/34 1109022325 渡部昇一／［等］著
文藝春秋 １９７７．７
(３１５ｐ ２０ｃｍ)

◆OH OH/30/352 1109047926
今日のアメリカ
Ｈ．＆　Ｓ．ニアリング／著 雪山慶正／訳
岩波書店 １９５６．６ ◆OH
(５，３３６，６ｐ １９ｃｍ) 産業にたずさわる人の未来
時代の窓 Ｐ．Ｆ．ドラッカー／著 岩根忠／訳
アメリカ合衆国－社会 東洋経済新報社 １９６４．１２

OH/30/46 1109022440 (３１１ｐ １９ｃｍ)
OH/30/96 1109038412

◆OH
こんにちの韓国 ◆OH
大韓民国海外公報館／［編］ 事実と虚構
大韓民国海外広報館 ［１９７－］ Ｂ．ラッセル／著 北川悌二／訳
(１５９ｐ １８ｃｍ) 音羽書房 １９６２．７

OH/30/98 1109038438 (１９４ｐ ２０ｃｍ)
OH/30/137 1109038826

◆OH
今日の韓国 １９７７－１９７８ ◆OH
アジアニュースセンター ［１９７８］ 時事放談「四人組」の大放談
(３８３ｐ ３７ｃｍ) 細川隆元［ほか］／著

OH/30/370 1109251221 山手書房 １９７９．５
(３３６ｐ ２０ｃｍ)

OH/30/405 1109057602
◆OH

今日の日本 -Ｊａｐａｎ　ｏｆ　ｔｏｄａｙ- １９７４
Ａｓｉａ　ＰＲ　Ｃｅｎｔｅｒ ［１９７４］ ◆OH
(２８０ｐ ３７ｃｍ) 静かなる革命

OH/30/376 1109251239 松縄信太／著
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誠信書房 １９５９．１２
(３１３ｐ ２２ｃｍ)
日本－社会 日本－交通 日本－教育 ◆OH

OH/30/90 1109038354 社会改革への提言 -日本フェビアン研究所１０周年記念-
有沢広巳，都留重人，稲葉秀三，高橋正雄／共編
勁草書房 １９６０．１２

◆OH (６，２２６，４１ｐ １９ｃｍ)
思想史としての現代 -「脱出」と「捕囚」の歴史意識- 社会問題
住谷一彦／著 OH/30/87 1109038321
筑摩書房 １９７４．１２
(２７３ｐ １９ｃｍ)

OH/30/450 1109336337 ◆OH
社会科学とは何か
Ｒ．ハロッド／著 清水幾太郎／訳

◆OH 岩波書店 １９７５
したたかな隣人・中国 -特派員の目・中国編- (２１３ｐ １８ｃｍ)
田所竹彦／著 岩波新書
朝日ソノラマ １９７９．１２ 社会科学
(２８１ｐ １９ｃｍ) OH/30/425 1109057792
海外取材シリーズ
中国

OH/30/446 1109339299 ◆OH
社会科学における人間
大塚久雄／著

◆OH 岩波書店 １９７７．６
７９アメリカ・メキシコ・キューバ・パナマ -４カ国に見る (２２６ｐ １８ｃｍ)
エネルギー展望- 岩波新書
中村啓一／著 社会科学
中村啓一事務所 １９７９．１２ OH/30/212 1109044147
(２２２ｐ １９ｃｍ)
エネルギー政策－アメリカ合衆国

OH/30/349 1109047892 ◆OH
社会主義文化論
グスタフ・ラートブルフ／原著 大窪昌／訳

◆OH 同文館 １９３０．９
７０年代のアジアと日本 (１２２ｐ ２０ｃｍ)
日本文化会議／編 OH/30/110 1109038552
読売新聞社 １９７０．１１
(３８５ｐ １９ｃｍ)

OH/30/303 1109047231 ◆OH
社会主義理論との戦い -山本勝市博士論文選集-
加納祐五 三浦貞蔵／編

◆OH 国民文化研究会 １９８０．２
実録アジアの曙 第１部 (４０７ｐ １８ｃｍ)
山中峯太郎／著 国文研叢書
文芸春秋新社 １９６２．１０ OH/30/301 1109047215
(２８４ｐ ２０ｃｍ)

OH/30/50 1109022481
◆OH

ジャパンアズナンバーワン -アメリカへの教訓-
◆OH エズラ・Ｆ．ヴォーゲル／著 広中和歌子／訳 木本彰子／訳

事典日本の課題 ティービーエス・ブリタニカ １９７９．６
総合研究開発機構／編 (３１０ｐ ２０ｃｍ)
学陽書房 １９７８．５ 巻末：参考文献
(６１，８０９ｐ ２２ｃｍ) 日本
日本 OH/30/308 1109047280

OH/30/363 1109048031

◆OH
◆OH 自由社会は生き残れるか

支那について 飯田経夫／［等］著 高坂正堯／企画監修
吉川幸次郎／著 高木書房 １９７６
秋田屋 １９４６．３ (３４３ｐ ２０ｃｍ)
(２６５ｐ １９ｃｍ) 日本の将来

OH/30/55 1109023133 日本－社会 自由主義
OH/30/276 1109046266

◆OH
支那の現實と日本 ◆OH
杉村廣藏／著 自由人の立場
岩波書店 １９４１．５ 谷川徹三／著
(３４６ｐ １９ｃｍ) 平凡社 １９７５．９

OH/30/282 1109046324 (３１７ｐ ２０ｃｍ)
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OH/30/315 1109047355 片島港／著
生活の友社 １９６０．２
(８９，９ｐ １９ｃｍ)

◆OH OH/30/114 1109038594
自由の季節
ガルブレイス／著 鈴木哲太郎／訳
岩波書店 １９６１．５ ◆OH
(２５０ｐ １９ｃｍ) 新国土創成論 -日本をひらく-
アメリカ合衆国－経済 松下幸之助／著

OH/30/86 1109038313 ＰＨＰ研究所 １９７６．６
(１７１ｐ １９ｃｍ)

OH/30/102 1109038479
◆OH

自由の旗の下に -正義の友として勇敢な敵として-
ロバート・Ｆ・ケネディ／著 波多野裕造／訳 ◆OH
日本外政学会 １９６２．１２ 紳士道と武士道 -日英比較文化論-
(２８８ｐ　図版 １９ｃｍ) トレバー・レゲット／著

OH/30/77 1109037638 サイマル出版会 １９７３
(２４４ｐ １９ｃｍ)
騎士道 武士道

◆OH OH/30/409 1109057644
粛清を通じた北韓政権の暗闘相
内外問題研究所／編
内外問題研究所 １９６６．６ ◆OH
(１４８ｐ １７ｃｍ) 神聖国家日本とアジア -占領下の反日の原像-
内外文庫 鈴木静夫／編著 横山真佳／編著
共産主義－大韓民国 勁草書房 １９８４．８

OH/30/159 1109039816 210.75
(３７２ｐ ２０ｃｍ)
太平洋戦争（１９４１～１９４５）

◆OH 4-326-35053-9
主張 ３ OH/30/117 1109038628
全国町村会広報部／編
全国町村会広報部 １９６４．１２
(１２４ｐ １７ｃｍ) ◆OH
昭和３９年１月～９月 新生西ドイツ -アデナウアーを中心にして-

OH/30/131 1109038768 鹿島守之助／著
鹿島研究所出版会 １９６５．１１
(４６２ｐ　図版 １９ｃｍ)

◆OH OH/30/65 1109023232
渉史漫筆
原隨園／著
大八洲出版 １９４６．４ ◆OH
(２７３ｐ １９ｃｍ) 新中国への旅 -革命社会の暮らしを訪ねて-

OH/30/146 1109039683 宇治敏彦／著
平河出版社 １９７５．４
(２８５ｐ １９ｃｍ)

◆OH 中国－紀行
饒舌と寡黙 -愚痴の随想- OH/30/299 1109046498
橋口収／著
サイマル出版会 １９７６
(２４８ｐ １９ｃｍ) ◆OH

OH/30/406 1109057610 新中国年鑑 １９７７年版
中国研究所／編
大修館書店 １９７７．６

◆OH (２５４ｐ ２７ｃｍ)
昭和さすらい派の論理 -「私」評論のこころみ- 中国－年鑑
志水速雄／著 OH/30/339 1109157972
ＰＨＰ研究所 １９７９．１１
(２４６ｐ ２０ｃｍ)

OH/30/414 1109057685 ◆OH
新東方見聞録
ポール・ボネ／著

◆OH ダイヤモンド社 １９７７．１
白と青のバイカル -シベリア紀行- (２２７ｐ １９ｃｍ)
ＮＨＫ取材班／著 日本
日本放送出版協会 １９７９．１１ OH/30/74 1109037604
(２４２ｐ １９ｃｍ)

OH/30/372 1109048122
◆OH

新ニッポン事情
◆OH ジョン・ウォロノフ／著 加藤寛／監訳 首藤信彦／訳

陣笠全権欧米かけある記 -ＩＴＵに出席して- 三笠書房 １９８０．４
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(２７４ｐ ２０ｃｍ)
OH/30/336 1109047777 ◆OH

政治を見直そう -日本をよくするために-
松下幸之助／著

◆OH ＰＨＰ研究所 １９７７．７
人物と思想 (１７５ｐ １８ｃｍ)
深井英五／著 日本－政治
日本評論社 １９３９．３ OH/30/345 1109047850
(４１３ｐ １９ｃｍ)

OH/30/124 1109038693
◆OH

政治・経済・厚生
◆OH Ｒ．Ａ．ダール，Ｃ．Ｅ．リンドブロム／共著 磯部浩一／訳

新保守主義の政治理念 東洋経済新報社 １９６１．９
早川崇／著 (３３７，７ｐ １９ｃｍ)
［不明］ １９６５．４ 経済学
(１１６ｐ ２１ｃｍ) OH/30/155 1109039774

OH/30/133 1109038784

◆OH
◆OH 政治・自由及び運命に関する考察

人類は２１世紀に滅亡する -大脳コンピューター・システムの 高坂正顕／著
改造を急げ- 第１部　生命構造編 弘文堂書房 １９４７．２
実藤忠行／著 (２３８ｐ １９ｃｍ)
在民主権開発研究所 １９７８．８ OH/30/154 1109039766
(２８１ｐ １８ｃｍ)

OH/30/427 1109337483
◆OH

聖なるものの社会学
◆OH ロジェ・カイヨワ／著 内藤莞爾／訳

スウェーデン -自由と福祉の国- 弘文堂 １９７１．４
スウェーデン社会研究所／編 (２３８ｐ １９ｃｍ)
芸林書房 １９７１．７ OH/30/252 1109044493
(２７６ｐ １９ｃｍ)

OH/30/240 1109044410
◆OH

世界王国論
◆OH 草柳大蔵／著

好きな日本人嫌いな日本人 -ボネ氏のニッポン日記- 文藝春秋 １９７４．６
ポール・ボネ／著 (３６５ｐ ２０ｃｍ)
三天書房 １９７９．９ OH/30/368 1109048080
(１９６ｐ １９ｃｍ)

OH/30/288 1109046381
◆OH

世界各国便覧叢書 １１
◆OH 〔１９６７年増補改訂新書版〕

住んでみたアラブ -アラーの神から商習慣まで- 日本国際問題研究所 １９６５．１２
沢田隆治／著 (１５７ｐ　図版２枚 １８ｃｍ)
サイマル出版会 １９７９．３ ロシア－地誌
(２４４ｐ １９ｃｍ) OH/30/226 1109044287
アラブ諸国

OH/30/292 1109046423
◆OH

世界各国便覧叢書 １０
◆OH 〔１９６７年増補改訂新書版〕　

西欧世界と日本 下 日本国際問題研究所 １９６７．８
Ｇ．Ｂ．サンソム／著 金井円／他訳 (２０４ｐ　図版２枚 １８ｃｍ)
筑摩書房 １９６６．２ 地誌
(２９０，１８ｐ １９ｃｍ) OH/30/225 1109044279
筑摩叢書
日本－文化－歴史

OH/30/221-2 1109157782 ◆OH
世界危機の構造 -哲学・宗教・経済学の崩壊-
坂口三郎／著

◆OH 増補再版（第２版）
西欧世界と日本 上 虎の門クラブ １９７９．８
Ｇ．Ｂ．サンソム／著 金井円／他訳 (２３１ｐ １９ｃｍ)
筑摩書房 １９６６．２ OH/30/335 1109047769
(３３７ｐ １９ｃｍ)
筑摩叢書
日本－文化－歴史 ◆OH

OH/30/221 1109044238 世界戦略への発想 -沖縄をその原点として-
稲嶺一郎／著
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東京白川書院 １９７８．１２ OH/30/440 1109337418
(２２２ｐ ２０ｃｍ)

OH/30/94 1109038396
◆OH

戦争と人間の風土 -日本を考える一つの指標-
◆OH 鯖田豊之／著

世界と日本 -随想- 新潮社 １９６７．９
猪木正道／著 (２８５ｐ ２０ｃｍ)
有信堂 １９６５．７ 新潮選書
(２８１ｐ １８ｃｍ) OH/30/251 1109046043

OH/30/9 1109022077

◆OH
◆OH 煽動の技術 -欺瞞の予言者-

世界に先駆する日本 -興亜論集- Ｌ．ローウェンタール／著 Ｎ．グターマン／著 辻村明／訳
永井柳太郎／著 岩波書店 １９５９．１
照文閣 １９４２．６ (２３０，２２ｐ １９ｃｍ)
(２５３ｐ １９ｃｍ) 岩波現代叢書

OH/30/220 1109044220 OH/30/136 1109038818

◆OH ◆OH
世界の見方 -現代をどう考えるか- ソウルの横顔
上原専禄／著 持田直武／著
理論社 １９５７．５ 日本放送出版協会 １９７９．９
(２０６ｐ １９ｃｍ) (２０９ｐ １９ｃｍ)
私の大学・社会思想講座・２０世紀の思想とモラル ＮＨＫ海外シリーズ
世界史－２０世紀 ソウル

OH/30/4 1109022028 OH/30/331 1109047728

◆OH ◆OH
世界風土記 第２ 疎外とヒューマニズム
ライフ編集部／編 大澤正／訳 アルフレート・クレラ／著 藤野渉／訳
タイムライフインターナショナル １９６９．１１ 青木書店 １９６７．６
(２１８ｐ（図版共） １８ｃｍ) (２１６ｐ １９ｃｍ)
タイムライフブックス OH/30/353 1109047934
地誌

OH/30/185 1109040863
◆OH

続・これからの日本 -祖国新生論-
◆OH 福田赳夫／編 １９８０年政策委員会／編

世界風土記 第７ 旭屋出版 １９７６．９
ライフ編集部／編 相場正三／訳 (４２６ｐ １９ｃｍ)
タイムライフインターナショナル １９７０．５ 日本－政治 日本－社会
(２７６ｐ（図版共） １８ｃｍ) OH/30/8 1109022069
タイムライフブックス
地誌

OH/30/186 1109040871 ◆OH
外から日本を見る
塩見俊二／著

◆OH ６版
世界平和への正しい道 塩見財政経済研究所 １９５８．１０
クーデンホーフ・カレルギー／著 鹿島守之助／訳 (１４０ｐ ２２ｃｍ)
鹿島研究所出版会 １９６３．９ アジア－社会
(２０５ｐ １８ｃｍ) OH/30/19 1109022168
平和

OH/30/6 1109022044
◆OH

外から日本を見る
◆OH 塩見俊二／著

世界はこうなる -最後の革命- ７版
Ｈ．Ｇ．ウェルズ／著 吉岡義二／訳 塩見財政経済研究所 １９６４．５
新生社 １９５８．４ (１９１ｐ ２２ｃｍ)
(４２７ｐ ２０ｃｍ) アジア－社会

OH/30/1 1109020691 OH/30/19-2 1109310829

◆OH ◆OH
一九七〇年代に何が起るか ソビエト革命と人間性
坂本二郎／講師 林語堂／著 佐藤亮一／訳
新財政研究会 １９７１．９ 創元社 １９５９．１２
(５９ｐ １８ｃｍ) (２３８ｐ １９ｃｍ)
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◆OH
ロシア革命 大使館はスパイだ -ソビエト外交官の手記-

OH/30/32 1109022309 アレクサンドル・カズナチェフ／著
時事通信社 １９６３．６
(２２４ｐ １８ｃｍ)

◆OH 時事新書
ソビエト人 -その考え方と生き方- OH/30/120 1109038651
Ｋ．メーネルト／著 村田碩男／訳
毎日新聞社 １９６０．１０
(３３７ｐ ２０ｃｍ) ◆OH
ロシア－社会 大衆的貧困の本質

OH/30/36 1109022341 ジョン・Ｋ・ガルブレイス／著 都留重人／著
ティービーエス・ブリタニカ １９７９．４
(２０６ｐ ２０ｃｍ)

◆OH 貧困
それでも日本は進む -驚くべき日本その後　ロンドン・エコノ OH/30/121 1109038669
ミスト特集-
エコノミスト社／編 読売新聞外報部／訳
竹内書店 １９６５．２ ◆OH
(１６８ｐ １９ｃｍ) 大西洋の危機 -復活するヨーロッパに直面する米外交-
日本－経済 Ｒ．クレーマン／著 平泉渉／訳

OH/30/21 1109022192 鹿島研究所出版会 １９６５．２
(１７７ｐ １９ｃｍ)
アメリカ合衆国－対外関係

◆OH OH/30/49 1109022473
ソ連人 -誤解と理解-
大木伸一／著
サイマル出版会 １９７７ ◆OH
(２３７ｐ １９ｃｍ) 大油田

OH/30/367 1109048072 サミュエル・エドワーズ／〔著〕 篠原慎／訳
角川書店 １９７９．１０
(３２１ｐ ２０ｃｍ)

◆OH 海外ベストセラー・シリーズ
ソ連知識人との対話 OH/30/411 1109057669
西尾幹二／著
文藝春秋 １９７９．１０
(２９３ｐ ２０ｃｍ) ◆OH
巻頭：ソビエト連邦地図 大陸八省（市、区）的「奪権門争」
ソビエト連邦 中國國民黨中央委員会第六組 １９６８．１

OH/30/369 1109048106 (１冊 ２１ｃｍ)
OH/30/442 1109317469

◆OH
ソ連と中国 ◆OH
南原繁／著 大陸匪情季報 中華民国五十六年元至三月
中央公論社 １９５５．９ 中國國民黨中央委員会第六組 １９６７．４
(１４５ｐ １８ｃｍ) (１冊 ２１ｃｍ)
中国－社会 ロシア－社会 認識敵人叢書

OH/30/37 1109022358 OH/30/443 1109317477

◆OH ◆OH
ソ連のすべて 大陸匪情季報 中華民国五十六年七至九月
福田恒存／企画・監修 中國國民黨中央委員会第六組 １９６７．１０
高木書房 １９７４．３ (１冊 ２１ｃｍ)
(３５６ｐ　図 ２０ｃｍ) OH/30/443-2 1109317485
日本の将来
内容：ソ連の内政問題（出席者：勝田吉太郎等）　ソ連の経済
問題（出席者：小川和男等）　ソ連の外交問題（出席者：佐瀬 ◆OH
昌盛等）　ソ連・日本・世界関係年表：ｐ．３４７－３５６ 大陸匪情季報 中華民国五十六年十至十二月
ロシア－政治 ロシア－経済 ロシア－外国関係 中國國民黨中央委員会第六組 １９６８．１

OH/30/417 1109057719 (１冊 ２１ｃｍ)
認識敵人叢書

OH/30/443-3 1109317493
◆OH

第三帝国への抵抗
ハンス・ロートフェルス／著 片岡啓治／訳 平井友義／訳 ◆OH
弘文堂 １９６３．１０ 対話のなかの日本 -その課題と対策-
(２６４ｐ １９ｃｍ) 沼田政次／編者
フロンティア・ライブラリー 経済政策研究協会 １９７２．３

OH/30/95 1109038404 (３１９ｐ ２２ｃｍ)
OH/30/268 1109046191
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◆OH
台湾と台湾人 -アイデンティティを求めて-
戴国煇／著 ◆OH
研文出版 １９７９．１１ 血ぬられた日曜日 -東欧の動乱-
(３２６ｐ ２０ｃｍ) 時事通信社／編
民族問題－台湾 時事通信社 １９５６．１２

OH/30/358 1109047983 (２６３ｐ １８ｃｍ)
ハンガリー－歴史 ハンガリー動乱

OH/30/160 1109039824
◆OH

竹村健一のきわめて常識的なエネルギー論
竹村健一／著 ◆OH
実業之日本社 １９８０．４ 地方記者レポート -山梨特派員-
(２３１ｐ １９ｃｍ) 吉里尚明／著
エネルギー資源 原子力発電 創栄出版 １９８０．５

OH/30/302 1109047223 (２６８ｐ ２０ｃｍ)
内容：断酒戦争〔ほか２６編〕　山梨県概要図：ｐ６

OH/30/313 1109047330
◆OH

ダッカハイジャック事件 -日本赤軍との闘い-
石井一／著 ◆OH
講談社 １９７８．５ ≪中共≫暗黒と断絶の記録
(２９２ｐ １９ｃｍ) アジア事情研究会／編

OH/30/400 1109057560 アジア事情研究会 １９６９．１１
(４０４ｐ ２０ｃｍ)

OH/30/241 1109044428
◆OH

誰も書かなかったアラブ -“ゲリラの民”の詩と真実-
山口淑子／著 ◆OH
サンケイ新聞社出版局 １９７４．４ 中共雑記
(２２６ｐ １９ｃｍ) エドガー・スノウ 小野田耕三郎／訳 都留信夫／訳
サンケイドラマブックス 未来社 １９６４．１１

OH/30/377 1109048148 (２４９ｐ １９ｃｍ)
参考文献あり
中国－政治 中国－社会

◆OH OH/30/222 1109044246
地球時代の人類学 -対談集-
梅棹忠夫／編
中央公論社 １９７８．１２ ◆OH
(５０５ｐ ２０ｃｍ) 中共展望

OH/30/424 1109057784 Ａ．ドーク・バーネット／著 鹿島守之助／訳
日本国際問題研究所 １９６４．３
(１１４ｐ １９ｃｍ)

◆OH 中国
地球政府の成立 - 四十億人の平和と幸福の実現- OH/30/43 1109022416
坂口三郎／著
虎の門クラブ １９７９．８
(２６８ｐ １９ｃｍ) ◆OH

OH/30/334 1109047751 中共の子供たち
マーガレット・ウィリー／著 村岡花子／訳
自由アジア社 １９６３．７

◆OH (１７２ｐ １８ｃｍ)
地球緑化運動 OH/30/44 1109022424
湧井雄山（秀雄）／著
世界共生運動普及会 １９７５．９
(２００ｐ １９ｃｍ) ◆OH

OH/30/197 1109040996 中共の将来
Ｗ．Ｗ．ロストウ／著 植田捷雄／監訳
一橋書房 １９５６．１１

◆OH (３８３，９０ｐ ２２ｃｍ)
知識と人間の未来 OH/30/40 1109022382
ウォルター・Ｊ．オング／著 犬田充／訳
講談社 １９７０．３
(２５４ｐ ２０ｃｍ) ◆OH

OH/30/218 1109044204 中共はなにをするか
橘善守／［講演］ 土居明夫／編
大陸問題研究所 １９６２．１２

◆OH (５２ｐ １９ｃｍ)
秩序ある進歩 大陸問題シリーズ
小泉信三／著 OH/30/142 1109039642
ダイヤモンド社 １９６１．７
(１６２ｐ １９ｃｍ)

OH/30/297 1109046472
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◆OH
中国
山縣初男／著 中国刊行会／編
三原朝雄 １９６７．３ ◆OH
(３１１ｐ ２７ｃｍ) 中国の自由 -人民８億の真実-

OH/30/397 1109213387 ロス・テリル／著 山本研二・玉置忠敬／共訳
産報 １９７２．６
(４１０ｐ １９ｃｍ)

◆OH サンポウ・ピープルズ
中国を知るために 第２集 OH/30/274 1109046241
竹内好／著
勁草書房 １９７０．３
(２５２ｐ ２０ｃｍ) ◆OH
中国 中国の知的ライフ・スタイル

OH/30/211 1109044139 林語堂／著 喜入虎太郎／訳
青銅社 １９７９．１２
(２５４ｐ １９ｃｍ)

◆OH OH/30/347 1109047876
中国これからの三十年
ロベール・ギラン ／著 井上勇／訳
文藝春秋社 １９６５．１１ ◆OH
(２５３ｐ ２０ｃｍ) 中国のなかのソ連

OH/30/242 1109044436 蒋介石／著 寺島正／訳
時事通信社 １９６２．１１
(４１５ｐ １９ｃｍ)

◆OH 中華民国－政治
中国人の心 OH/30/35 1109022333
伊藤喜久蔵／聞き手
時事問題研究所 １９７２．７
(２０４ｐ １８ｃｍ) ◆OH

OH/30/270 1109046209 中国の目・アジアの目
ハン・スーイン／著 松岡洋子／訳
朝日新聞社 １９７１．８

◆OH (２３７ｐ ２０ｃｍ)
中国総覧 １９７３年版 OH/30/272 1109046225
中国総覧編集委員会／編
アジア調査会 １９７３．２
(１２１２，１３ｐ ２２ｃｍ) ◆OH

OH/30/419 1109057735 中国見たまま
小坂善太郎／著
鹿島研究所出版会 １９６７．６

◆OH (１６９ｐ ２０ｃｍ)
中国素描 OH/30/187 1109040889
服部毅一／著
服部毅一 １９７６．１２
(１７３ｐ １９ｃｍ) ◆OH

OH/30/350 1109047900 中国は抵抗する -八路軍従軍記-
Ａ．スメドレー／著 高杉一郎／訳
岩波書店 １９６５．２

◆OH (２８８ｐ １９ｃｍ)
中国とは何か 著者の肖像・地図あり
貝塚茂樹／著 中国－歴史－民国時代
朝日新聞社 １９６７．６ OH/30/41 1109022390
(２７５ｐ ２０ｃｍ)
中国－文化

OH/30/195 1109040970 ◆OH
中ソ対決
朝日新聞社調査研究室／編

◆OH 朝日新聞社 １９６４．８
中国に強くなる本 -挨拶から食事まで　９億人の隣人と仲よく (３０８ｐ １９ｃｍ)
する法- 中国－対外関係－ロシア ロシア－対外関係－中国
山口淑子／著 OH/30/29 1109022275
かんき出版 １９７９
(２２３ｐ １８ｃｍ)
かんきブックス ◆OH

OH/30/387 1109048247 長期継続闘争 -共産側戦略の研究-
ストローズ・フーペ／等著 大井篤／訳
時事通信社 １９６０．３

◆OH (２４６ｐ １８ｃｍ)
中国のこころ 時事新書
胡蘭成／著 池田篤紀／訳 OH/30/101 1109038461
明徳出版社 １９５６．１１
(１９０ｐ １９ｃｍ)

OH/30/42 1109022408
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◆OH
テキサスの鯉のぼり
ジャック・スワード／著
竹内書店新社 １９７４．６ ◆OH
(３７１ｐ １９ｃｍ) ドイツと日本 -体験的ドイツ論-
アメリカ合衆国 アメリカ人 崎村茂久／著

OH/30/289 1109046399 １０版
三修社 １９７９．４
(２９６ｐ １９ｃｍ)

◆OH 海外叢書
デタントに翳り OH/30/340 1109047801
野田卯一／著
卯の花会出版部 １９７５．１２
(４２４ｐ １９ｃｍ) ◆OH
アジア問題 東欧の影 -ゴムルカ通訳の内幕記-

OH/30/338 1109047793 エルビン・ワイト／著 黒川剛／訳
サイマル出版会 １９７２
(２２２ｐ １９ｃｍ)

◆OH OH/30/239 1109044402
徹夜の記録 -随想-
中山伊知郎／著
勁草書房 １９６０．１ ◆OH
(２６８ｐ １９ｃｍ) 東京・ソウル・台北 -アジア再編成と日本-

OH/30/128 1109038735 山本剛士／著
三省堂 １９７１．６
(２１０ｐ １８ｃｍ)

◆OH 三省堂新書
デモクラシーの敵 OH/30/229 1109044311
Ｔ．Ｋ．クイン／著 武山泰雄／訳
東洋経済新報社 １９６３．５
(２９３ｐ １９ｃｍ) ◆OH

OH/30/103 1109038487 東京－ワシントンの密談
宮沢喜一／著
実業之日本社 １９５６．１２

◆OH (３１４ｐ １９ｃｍ)
転換期の思想 日本－対外関係－アメリカ合衆国
宮崎義一［ほか］／著 OH/30/111 1109038560
新地書房 １９７８．１０
(３３４ｐ ２０ｃｍ)

OH/30/184 1109040947 ◆OH
東西の谷間日本
米国外交協会／編 朝日新聞社／訳

◆OH 朝日新聞社 １９５８．１０
転機にたつアジア政策 (２５８ｐ １９ｃｍ)
Ｅ．Ｏ．ライシアウアー／著 アジア協会／訳 日本－社会 日本－政治
一橋書房 １９５７．３ OH/30/11 1109022093
(３１６ｐ １９ｃｍ)

OH/30/53 1109023117
◆OH

東南アジアの激動と日本
◆OH 時事問題研究所／編

天鼓 時事問題研究所 １９６６．３
春日一幸／著 (１９７ｐ １９ｃｍ)
民社中小企業政治連合 １９７４．６ OH/30/54 1109023125
(１１０ｐ １９ｃｍ)
日本－政治

OH/30/418 1109057727 ◆OH
東南アジアの日本批判 -＜シンポジウム＞アジア共同体を考え
る-

◆OH 渋沢雅英，斎藤志郎／編
デンマーク日記 -女性大使の覚え書- サイマル出版会 １９７４
高橋展子／著 (２１２ｐ １９ｃｍ)
東京書籍 １９８５．５ OH/30/422 1109057768
(３１８ｐ １９ｃｍ)
4-487-75057-1

OH/30/449 1109339331 ◆OH
東洋への視角と西洋への視角
飯塚浩二／著

◆OH 岩波書店 １９６４．１１
独逸への回想 (２６３ｐ １９ｃｍ)
スウエン・ヘデイン／著 道本清一郎／訳 OH/30/107 1109038529
青年書房 １９４１．４
(３，２，３３６ｐ １９ｃｍ)

OH/30/246 1109046027

- 16 -－196－



◆OH
都市文明の源流 世界政党研究会 １９７１．６
木村尚三郎／著 (３５４ｐ ２２ｃｍ)
東京大学出版会 １９７７．１１ OH/30/263 1109046142
(２３２ｐ １９ｃｍ)
ＵＰ選書

OH/30/332 1109047736 ◆OH
２０年後のソ連とアメリカ
エス・ストルミリン／著 Ｐｏｋａｔａｅｖ　ＩＵｒｉｉ　Ｎ

◆OH ｉｋｏｌａｅｖｉｃｈ／著 ヤ・ヨッフェ／著 〔ノーボスチ通
長い歩み -中国の発見- 下巻 信社／訳〕
シモーヌ・ド・ボーヴォワール／著 内山敏，大岡信／訳 駿台社 １９６２．１２
紀伊国屋書店 １９５９．６ (１８６ｐ １９ｃｍ)
(２６５ｐ ２０ｃｍ) 共産主義
中国－紀行 OH/30/31 1109022291

OH/30/129 1109038750

◆OH
◆OH ニッポン生きる条件 -新たな開国めざして-

七億の現実 日本経済新聞社／編
スリパチ・チャンドラ＝セカール／著 高樹／訳 日本経済新聞社 １９７８．５
日本外政学会 １９６２．１２ (２２２ｐ １９ｃｎ)
(２７５ｐ １８ｃｍ) OH/30/290 1109046407

OH/30/45 1109022432

◆OH
◆OH ニッポン幻想 -<甘え>から見た日米文化比較 -

何のための豊かさ ジョセフ・Ｊ．トビン／著 藤本直／訳
リースマン／〔著〕 加藤秀俊／訳 講談社 １９８３．９
みすず書房 １９６８．５ (３０７ｐ ２０ｃｍ)
(３１６，３１ｐ ２１ｃｍ) OH/30/203 1109044055
現代論集
内容：人生と消費者行動〔ほか１６編〕
社会学 ◆OH

OH/30/271 1109046217 ニッポン再発見
シュミート／著 中込忠三／訳 高橋義孝／訳
角川書店 １９５３．１０

◆OH (２３２ｐ １８ｃｍ)
南方の将来性 -台湾と蘭印を語る- 角川新書
大阪毎日新聞社／編 日本－紀行
大阪毎日新聞社 １９４０．７ OH/30/26 1109022242
(２５３ｐ １９ｃｍ)

OH/30/248 1109044477
◆OH

ニッポン日記
◆OH マーク・ゲイン／著 井本威夫／訳

二十世紀の意味 -偉大なる転換- 筑摩書房 １９６３．１０
Ｋ．ボールディング／著 清水幾太郎／訳 (３５９ｐ １９ｃｍ)
岩波書店 １９６７．１１ 筑摩叢書
(２，１８９ｐ １８ｃｍ) OH/30/177 1109040798
岩波新書

OH/30/227 1109044295
◆OH

にっぽん文化考・その他 -誤解と錯覚-
◆OH Ｗ・Ａ・グロータース／著

２１世紀への戦略 -危機をどう乗り越えるか- ダイヤモンド社 １９７６．７
総合研究開発機構／編 (２１７ｐ １９ｃｍ)
東洋経済新報社 １９７８．５ OH/30/423 1109057776
(１０，２９６ｐ １９ｃｍ)
日本

OH/30/403 1109057586 ◆OH
日本 -過去と現在-
エドウィン・ライシャワー／著 岡野満／訳

◆OH 時論社 １９４９．６
２１世紀をめざして (２３７ｐ １９ｃｍ)
綿貫民輔／著 OH/30/12 1109022101
永田書房 １９７８．１０
(３２１ｐ １９ｃｍ)

OH/30/355 1109047959 ◆OH
日本 -見かけと真相-
リチャード・ハロラン／著 木下秀夫／訳

◆OH 時事通信社 １９７０．４
二十一世紀からの挑戦に応えて (３１２ｐ １９ｃｍ)
世界政党研究会／編 OH/30/258 1109046092
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(２８４ｐ ２０ｃｍ)
OH/30/364 1109048049

◆OH
日本への直言
佐橋滋／著 ◆OH
毎日新聞社 １９７２．１０ 日本診断
(２６７ｐ ２０ｃｍ) 松山幸雄／著

OH/30/428 1109057826 朝日新聞社 １９７７．６
(２４５ｐ ２０ｃｍ)
日本

◆OH OH/30/393 1109048304
日本を考える -７０年代の展望-
麻生良方／著
広済堂出版 １９６９．１２ ◆OH
(２７６ｐ １９ｃｍ) 日本人的発想と政治文化

OH/30/180 1109040822 山本七平／著
日本書籍 １９７９．８
(２２２ｐ ２０ｃｍ)

◆OH OH/30/329 1109047702
日本が心配でたまらない -川上源太郎対談-
川上源太郎／著
ぶっくまん １９７６ ◆OH
(２５９ｐ １７ｃｍ) 日本人と国際人 -私たちにとって日本とは何か-

OH/30/408 1109057636 柴田俊治／著
ダイヤモンド社 １９７８．５
(５，２０５ｐ ２０ｃｍ)

◆OH 日本人
日本国民に訴える -新しい愛国主義- OH/30/404 1109057594
郭沫若／著 平野義太郎／編訳
三一書房 １９５３．２
(２４２ｐ １９ｃｍ) ◆OH

OH/30/13 1109022119 日本人と戦争
ロベール・ギラン／著 根本長兵衛／訳 天野恒雄／訳
朝日新聞社 １９７９．６

◆OH 210.75
日本事物誌 １ (４１３ｐ ２０ｃｍ)
チェンバレン／著 高梨健吉／訳 太平洋戦争（１９４１～１９４５） 日本人
平凡社 １９６９．１ OH/30/307 1109047272
(３６２ｐ １８ｃｍ)
東洋文庫
日本 ◆OH

OH/30/235 1109044378 日本人と中国人 -“同文同種”と思いこむ危険-
陳舜臣／著
祥伝社 １９７１．８

◆OH (２３４ｐ １８ｃｍ)
日本人への遺書 -太平洋戦争の生き残りの痛恨- ＮＯＮ　ＢＯＯＫ
安田武／編 日本人 中国人
大光社 １９６７．８ OH/30/230 1109044329
(３０９ｐ ２０ｃｍ)

OH/30/281 1109046316
◆OH

日本人にとっての中国像
◆OH 竹内実／〔著〕

日本人を考える -司馬遼太郎対談集- 春秋社 １９６６．１０
司馬遼太郎／著 (３９９ｐ ２０ｃｍ)
文藝春秋 １９７１ 中国－歴史－近代
(２９１ｐ ２０ｃｍ) OH/30/254 1109044501
日本人 国民性

OH/30/208 1109044105
◆OH

日本人にはなぜ強気が必要か -私のニッポン未来論-
◆OH 坂本二郎／著

日本人をストップしろ -ジャポネ排斥論- 徳間書店 １９７６
エフィーモフ／著 萩野弘巳／訳 (２６２ｐ １９ｃｍ)
サイマル出版会 １９７４ OH/30/149 1109039717
(１９６ｐ １９ｃｍ)

OH/30/84 1109037703
◆OH

日本人の顏 -対談集-
◆OH 司馬遼太郎／著

日本人たちの「神話」 朝日新聞社 １９８０．８
ジョージ・Ｂ・リングワルド／著 石原栄夫／訳 (１９９ｐ ２０ｃｍ)
ダイヤモンド社 １９７３．３ 内容：世界の中の日本人（江崎玲於奈）〔ほか７編〕
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OH/30/337 1109047785 時事通信社 １９７０．４
(３１７ｐ １９ｃｍ)

OH/30/255 1109046068
◆OH

日本人の再建
川上源太郎／著 ◆OH
高木書房 １９７８．４ 日本的中産階級
(２７８ｐ ２０ｃｍ) 大河内一男／著

OH/30/293 1109046431 文藝春秋 １９６０．１２
(２５２ｐ ２０ｃｍ)
サラリーマン

◆OH OH/30/16 1109022143
日本人の知恵
林屋辰三郎，加藤秀俊，梅棹忠夫，多田道太郎／共著
中央公論社 １９６２．９ ◆OH
(２７５ｐ ２０ｃｍ) 日本的反省
日本－文化 遠藤元男／著

OH/30/348 1109047884 三邦出版社 １９４２．１２
(３１７ｐ １９ｃｍ)

OH/30/200 1109044022
◆OH

日本人の忘れもの
会田雄次／著 ◆OH
ＰＨＰ研究所 １９７２．２ 日本とアメリカ -日米関係の展望-
(２７８ｐ １９ｃｍ) ハーバート・パッシン／編

OH/30/189 1109040905 南雲堂 １９６７．１０
(２８８ｐ １９ｃｍ)
内容：イメージ（Ｅ．サイデンステッカー）　占領の遺産（Ｒ

◆OH ．Ｅ．ワード）　政治関係（Ｌ．オルソン）　経済関係（Ｗ．
日本人民の誕生 ロックウッド）　将来（Ｈ．パッシン）
茅原廉太郎／著 日本－対外関係－アメリカ合衆国
岩波書店 １９４６．６ OH/30/224 1109044261
(２１０ｐ １９ｃｍ)

OH/30/24 1109022226
◆OH

日本ということ
◆OH 佐藤定吉／著

日本人は自由か 正岡岩三郎 １９６４．５
日本文化会議／編 (１０５，１３０ｐ １８ｃｍ)
紀伊國屋書店 １９７６．２ OH/30/22 1109022200
(３００ｐ ２０ｃｍ)

OH/30/427 1109057818
◆OH

日本と携へて
◆OH 汪精衛／著 黒根祥作／訳

日本随想 朝日新聞社 １９４１．１
ジェイムズ・カ－カップ／著 三浦富美子／訳 (２２９ｐ １９ｃｍ)
朝日出版社 １９７１ OH/30/201 1109044030
(２６２ｐ　肖像 ２０ｃｍ)
日本人

OH/30/262 1109046134 ◆OH
日本と私 続
朝日新聞編集委員室／著

◆OH 朝日ソノラマ １９７８．３
日本精神と平和国家 (２７７ｐ １９ｃｍ)
矢内原忠雄／著 日本
岩波書店 １９４６．６ OH/30/399 1109057552
(１１７ｐ １９ｃｍ)
岩波新書

OH/30/108 1109038537 ◆OH
日本についての１００章
日本文化研究所／訳編

◆OH 朝日新聞社 １９７７．５
日本体験 -知日外人１８人の証言- (２１３ｐ １９ｃｍ)
ラナルド・Ｖ．ベル／著 水野潤一郎／訳 日本
日貿出版社 １９７４．１１ OH/30/398 1109057545
(４１９ｐ ２０ｃｍ)

OH/30/351 1109047918
◆OH

日本日記
◆OH デイヴィッド・リ－スマン，イ－ヴリン・リ－スマン／著 加

日本「大躍進」 藤秀俊，鶴見良行／訳
ピーター・ストーン／著 稲本国雄／訳 みすず書房 １９６９．９
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(３２８，１１ｐ １９ｃｍ)
日本－文化 ◆OH

OH/30/72 1109037596 日本の前途 -選ぶべき道と機会-
Ｗ．Ｊ．シーボルト，Ｃ．Ｎ．スピンクス／共著 鹿島平和研
究所／訳

◆OH 鹿島研究所出版会 １９６７．１２
日本の新しい進路 -70年代への提言- (２３４ｐ １９ｃｍ)
衛藤瀋吉／聞き役 山陽新聞社／編 鹿島平和研究所選書
鹿島研究所出版会 １９７１．５ OH/30/178 1109040806
(２３１ｐ １９ｃｍ)

OH/30/266 1109046175
◆OH

日本の風土と文化
◆OH 会田雄次／著

日本の運命 -日本を救ふ道- 角川書店 １９７２．２
安岡正篤／著 (２７５ｐ １９ｃｍ)
増訂版 角川選書
明徳出版社 １９５７．５ OH/30/207 1109044097
(１５２ｐ １９ｃｍ)
師友選書

OH/30/20 1109022184 ◆OH
日本の報復 -日本の新しい心－未来の勝利と敗北-
ホーカン・ヘドバーグ／著 関口泰／訳

◆OH 毎日新聞社 １９７２．６
日本の活路 (３５６ｐ ２０ｃｍ)
Ａ．Ｊ．トインビー／ほか著 巻末：参考統計表
国際ＰＨＰ研究所 １９７５．４ OH/30/273 1109046233
(２１４ｐ １９ｃｍ)

OH/30/333 1109047744
◆OH

日本の道 -７０年代の課題-
◆OH 宮本吉夫／著

日本の希望 読売新聞社 １９７０．３
益村公俊／著 (２６２ｐ １９ｃｍ)
内外情勢研究所 １９７８．１１ OH/30/217 1109044196
(２５９ｐ ２０ｃｍ)

OH/30/447 1109336311
◆OH

日本病について -蝕まれた国の診断書-
◆OH Ｍ・トケイヤー／著 加瀬英明／訳

日本の国家利益と中共の国家利益 徳間書店 １９７７．１２
アジア調査会／編 (２３０ｐ １９ｃｍ)
アジア調査会 １９６６．１ 日本人 日本－社会
(２２２ｐ ２１ｃｍ) OH/30/294 1109046449
日本－対外関係－中国 中国－経済

OH/30/18 1109022176
◆OH

日本防衛論
◆OH 奥宮正武／著

日本の姿勢 -戦後二十年- ＰＨＰ研究所 １９７９．３
笠信太郎／著 (２５９ｐ １９ｃｍ)
南窓社 １９６５．４ OH/30/344 1109047843
(２５５ｐ １９ｃｍ)

OH/30/15 1109022135
◆OH

日本未来論
◆OH ハーマン・カーン／著

日本の進路 読売新聞社 １９６９．１１
衛藤瀋吉／著 (２４２ｐ １９ｃｍ)
東京大学出版会 １９６９.１１ OH/30/182 1109040848
(２５４ｐ １８ｃｍ)
ＵＰ選書
国際政治 日本－外国関係 日本－政治 ◆OH

OH/30/209 1109044113 日本民族の進路
伊東六十次郎／著
みつわ書房 １９５８．４

◆OH (８５ｐ １９ｃｍ)
日本の設計 OH/30/125 1109038701
都留重人／著
文芸春秋新社 １９６４．１１
(１９４ｐ １９ｃｍ) ◆OH

OH/30/204 1109044063 日本はよみがえるか -めぐりくる繁栄-
松下幸之助／著
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ＰＨＰ研究所 １９７８．２ ダイヤモンド社 １９６４．１１
(１９５ｐ １９ｃｍ) (３６５ｐ １９ｃｍ)

OH/30/381 1109048189 OH/30/89 1109038347

◆OH ◆OH
ニュー・ストリーム人間図式 ハーバード日記
磯村尚徳／著 バーナード・クリッシャー／著 秋山康男／他訳
青春出版社 １９８９．７ 朝日新聞社 １９７９．１１
(２２０ｐ ２０ｃｍ) (２２２ｐ １９ｃｍ)

OH/30/438 1109334837 OH/30/327 1109047678

◆OH ◆OH
ニュー・レフトの思想 -先進国革命の道- ハンガリーは死なず
ベリー・アンダスン，ロビン・ブラックバーン／著 佐藤昇／ 日本ハンガリー救援会／編
訳 新世紀社 １９５７．５
河出書房新社 １９６８．９ (２８７ｐ　図版 １８ｃｍ)
(３５０ｐ ２０ｃｍ) OH/30/62 1109023208

OH/30/198 1109041002

◆OH
◆OH バンブー・ピープル -日系アメリカ人試練の１００年- 上

人間の回復 フランク・Ｆ．チューマン／著 小川洋／訳
向坂逸郎／著 サイマル出版会 １９７８．２
文藝春秋 １９６７．８ (２４９ｐ １９ｃｍ)
(２７０ｐ ２０ｃｍ) サイマル５つのシリーズ

OH/30/143 1109039659 日本人（アメリカ合衆国在留）
OH/30/300 1109046506

◆OH
人間の勝利を求めて -外交政策における虚構と現実- ◆OH
Ｅ．フロム／著 斎藤真／訳 清水知久／訳 バンブー・ピープル -日系アメリカ人試練の１００年- 下
岩波書店 １９６３．５ フランク・Ｆ．チューマン／著 小川洋／訳
(２４，２９７ｐ １９ｃｍ) サイマル出版会 １９７８．２

OH/30/79 1109037653 (ｐ２５２～５３１ １９ｃｍ)
日本人（アメリカ合衆国在留）

OH/30/284 1109046340
◆OH

人間の未来
メダウォア／〔述〕 梅田敏郎／訳 ◆OH
みすず書房 １９６４．２ 比較文化への視角
(１１７，２５ｐ　図版 １９ｃｍ) 加藤秀俊／著

OH/30/80 1109037661 ５版
中央公論社 １９７１．５
(２６４ｐ ２０ｃｍ)

◆OH OH/30/265 1109046167
拝啓ソビエト皇帝陛下 -日本より「愛」をこめて-
磯田定章／著
ダイヤモンド社 １９８０．４ ◆OH
(２３２ｐ １９ｃｍ) 東と西

OH/30/380 1109048171 増田四郎／著
春秋社 １９６４．１０
(２８８ｐ ２０ｃｍ)

◆OH OH/30/127 1109038727
裸の超大国ニッポン -憂日対談-
ポール・ボネ／著 Ｍ．トケイヤー／著
プレジデント社 １９７９．４ ◆OH
(２３１ｐ １９ｃｍ) 悲劇は始まっている

OH/30/306 1109047264 漆山成美／編
高木書房 １９７２．１１
(３０７ｐ ２２ｃｍ)

◆OH OH/30/85 1109038305
８０年代∥日本の可能性 -山崎正和鼎談集-
山崎正和／著
ＰＨＰ研究所 １９７８．６ ◆OH
(２３２ｐ ２０ｃｍ) ビッグプロジェクト→シベリアの開発 -ＮＨＫ特派員による現

OH/30/285 1109046357 地ルポ-
梶川美嗣・富樫啓／著
ラテイス １９７０．８

◆OH (２４６ｐ １９ｃｍ)
パッカード著作集 ５ OH/30/214 1109044162
Ｖ．パッカード／著
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◆OH
不確定時代の選択 -８０年代の世界秩序を求めて-

◆OH 西川潤／著
人づくり世直しを考える ダイヤモンド社 １９７８．５
清原淳平／著 (２２１ｐ １９ｃｍ)
第一法規出版 １９７６．１０ OH/30/366 1109048064
(２９５ｐ １９ｃｍ)

OH/30/392 1109048296
◆OH

深代惇郎エッセイ集
◆OH 深代惇郎／著

一つの世界と幸福の追求 朝日新聞社 １９７７．１２
佳樹東透／著 (２６２ｐ ２０ｃｍ)
富士新報社 １９６２．７ OH/30/314 1109047348
(２４９ｐ １９ｃｍ)

OH/30/3 1109022010
◆OH

複合力の時代 -人間大平おゝいに語る-
◆OH 大平正芳，田中洋之助／著 田中洋之助

人の砂漠 ライフ社 １９７８．９
沢木耕太郎／著 (１８７ｐ ２０ｃｍ)
新潮社 １９７７．１１ OH/30/323 1109047637
(２９７ｐ ２０ｃｍ)
内容：おばあさんが死んだ〔ほか７編〕

OH/30/413 1109057677 ◆OH
福祉国家の話
丸尾直美／著

◆OH 日本経済新聞社 １９６７．７
人は城、人は石垣 -日本人資質の再評価- (１９６ｐ １７ｃｍ)
フランク・ギブニー／著 大前正臣／訳 日経文庫
サイマル出版会 １９７５ OH/30/169 1109040715
(２９５ｐ １９ｃｍ)
日本

OH/30/394 1109057511 ◆OH
袋だたきの日本 -甘くない平和国家の道-
武山泰雄／著

◆OH サイマル出版会 １９７２．３
美の国 -日本への帰郷- (２８９ｐ １９ｃｍ)
リヒァルト・クーデンホーフ・カレルギー／著 鹿島守之助／ OH/30/275 1109046258
訳
鹿島研究所出版会 １９６８．７
(１４０ｐ ２１ｃｍ) ◆OH

OH/30/194 1109040962 不思議の国ニッポン -在日フランス人の眼-
ポール・ボネ／著
ダイヤモンド社 １９７５．１２

◆OH (２４６ｐ １９ｃｍ)
ヒューマン・ドキュメント激烈なる漂流者 -翔んだ男達の軌跡 OH/30/395 1109057529
 ヒューマン・ドキュメント-
田原総一朗／著
ＰＨＰ研究所 １９７９．７ ◆OH
(２７０ｐ ２０ｃｍ) 不思議の国ニッポン -在日フランス人の眼- 続

OH/30/309 1109047298 ポール・ボネ／著
ダイヤモンド社 １９７６．５
(２２４ｐ １９ｃｍ)

◆OH OH/30/361 1109048015
ひよわな花・日本 -日本大国論批判-
ズビグネフ・ブレジンスキー／著 大朏人一／訳
サイマル出版会 １９７２ ◆OH
(１９８ｐ １９ｃｍ) 二つの極の間で
参考文献：ｐ１９５～１９８ 加藤周一／著
日本 弘文堂 １９６０．９

OH/30/192 1109040939 (２２４ｐ １９ｃｍ)
OH/30/105 1109038503

◆OH
不安な国々 -世界緊張と開発の研究- ◆OH
世界緊張評議会／編 鹿島守之助／訳 二つの世界と日本
鹿島研究所 １９６５．１ 都留重人／著
(３３２ｐ １９ｃｍ) 和光社 １９５３．９
アジア問題 (２８９ｐ １９ｃｍ)

OH/30/83 1109037695 OH/30/10 1109022085
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◆OH
二つの文化と科学革命 光文社 １９８０．２
Ｃ．Ｐ．スノー／著 松井巻之助／訳 (２１０ｐ １８ｃｍ)
みすず書房 １９６７．１ カッパ・ブックス
(１７２ｐ １８ｃｍ) 調査研究法 発想法
科学と文化 OH/30/389 1109048262
4-622-00450-X

OH/30/233 1109044352
◆OH

米食・肉食の文明
◆OH 筑波常治／著

物質主義からの離脱 日本放送出版協会 １９６９．３
クーデンホーフ・カレルギー／著 鹿島守之助／著 (１９４ｐ １８ｃｍ)
河出書房新社 １９６３．１２ ＮＨＫブックス
(２９４ｐ １９ｃｍ) 日本－文化－歴史 日本思想－歴史 文化－歴史

OH/30/148 1109039709 OH/30/236 1109044386

◆OH ◆OH
古い神話と新しい現実 米ソを相手に
Ｊ．Ｗ．フルブライト／著 平泉渉／訳 長谷川峻／著
鹿島研究所出版会 １９６５．４ 徳間書店 １９６６．５
(１８０ｐ １８ｃｍ) (２５４ｐ １９ｃｍ)
アメリカ合衆国－政治 OH/30/30 1109022283

OH/30/119 1109038644

◆OH
◆OH 平和への道

フルシチョフじかに見たアメリカ -コミュニスト、資本主義国 チェスター・ボールズ／著 坂西志保／訳
へ行く- 時事通信社 １９５９．８
Ａ．アジュベイ／著 江川卓／訳 (２３２ｐ　図版 １８ｃｍ)
光文社 １９６０．７ 時事新書
(３１８ｐ １８ｃｍ) 国際政治
カッパ・ブックス OH/30/5 1109022036

OH/30/48 1109022465

◆OH
◆OH 平和の理念

フロント 福田恒存／著
時事問題研究所／編 新潮社 １９６５．８
増補改訂版 (３０１ｐ ２０ｃｍ)
時事問題研究所 １９６１．８ OH/30/75 1109037612
(１８５ｐ １９ｃｍ)
共産主義

OH/30/161 1109039832 ◆OH
北京を追われて 江頭数馬／著
江頭数馬

◆OH 毎日新聞社 １９６７．１１
文明感想集 (１９０ｐ １８ｃｍ)
桑原武夫／著 OH/30/231 1109044337
筑摩書房 １９７５．１１
(２４１ｐ ２０ｃｍ)

OH/30/317 1109047371 ◆OH
北京・古都・黄河 -一九七八年日本出版印刷界友好訪中団の記
録-

◆OH 一九七八年日本出版印刷界友好訪中団／編
文明としてのデザイン -日本産業文明批判- 一九七八年日本出版印刷界友好訪中団 １９７８．１１
荻野宏幸／著 (１４１ｐ １９ｃｍ)
サイマル出版会 １９７５ OH/30/416 1109057701
(２６０ｐ １９ｃｍ)

OH/30/283 1109046332
◆OH

北京の四年 -回想の中国-
◆OH 小川平四郎／著

文明の生態史観 サイマル出版会 １９７７
梅棹忠夫／著 (２７１ｐ １９ｃｍ)
中央公論社 １９６７．１ OH/30/371 1109048114
(２５８ｐ ２０ｃｍ)

OH/30/191 1109040921
◆OH

別冊週刊読売 第３巻第５号通巻２２号
◆OH 読売新聞社 １９７２．９

分裂思考で行動しよう -８０年代の情報術- (１５４ｐ ２８ｃｍ)
竹村健一／著 OH/30/269 1109213379
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(１７４ｐ １８ｃｍ)
時事新書

◆OH OH/30/61 1109023190
ベトナム戦争と日本
綜合研究所 １９６５．１０
(１６４ｐ １９ｃｍ) ◆OH

OH/30/28 1109022267 ホンゲイ炭鉱をたずねて -ベトナム民主共和国旅行記-
日本煉炭工業会訪越代表団 １９７５．２
(１７０，２１ｐ １９ｃｍ)

◆OH ベトナム民主共和国
ベルリン最後の日 -１９４５年を忘れるな- OH/30/356 1109047967
エーリヒ・ケストナー／著 高橋健二／訳
新潮社 １９６２．７
(２５１ｐ ２０ｃｍ) ◆OH

OH/30/67 1109037547 マクルーハンの世界 -現代文明の本質とその未来像-
竹村健一／著
講談社 １９６７．８

◆OH (２２６ｐ ２０ｃｍ)
変革即応への発想 OH/30/249 1109046035
世界政党研究会／編
世界政党研究会 １９７３．１
(３５６ｐ ２２ｃｍ) ◆OH

OH/30/92 1109038370 貧しいアメリカ
OH/30/391 1109048288 岡田信子／著

主婦の友社 １９８０．１０
(２２１ｐ １９ｃｍ)

◆OH アメリカ合衆国
変化という試練 OH/30/280 1109046308
エリック・ホッファー／著 田崎淑子，露木栄子／共訳
大和書房 １９６５．２
(２４６ｐ １９ｃｍ) ◆OH

OH/30/147 1109039691 三笠宮は皇族を離脱か
野依秀市／著
帝都日日新聞社 １９６０．７

◆OH (１８２ｐ １８ｃｍ)
変貌する産業社会 OH/30/164 1109039865
ピーター・F・ドラッカー／著 現代経営研究会／訳
ダイヤモンド社 １９５９．８
(３１５ｐ １９ｃｍ) ◆OH

OH/30/93 1109038388 南アメリカの内幕 １
ジョン・ガンサー／著 土屋哲・町野武／訳
みすず書房 １９６９．８

◆OH (３０９ｐ ２１ｃｍ)
報恩謝徳 OH/30/257 1109046084
梶浦逸外／著
眼寺短期大学出版局 １９７２．１０
(１７７ｐ １９ｃｍ) ◆OH

OH/30/436 1109310969 未来を発明する
デニス・ゲイバー／著 香山健一／訳
竹内書店 １９６６．９

◆OH (３６６ｐ １９ｃｍ)
崩壊した帝国 -ソ連における諸民族の反乱- 現代人叢書
エレーヌ・カレール 高橋武智／訳 未来論
新評論 １９８１．２ OH/30/140 1109038859
(５８２ｐ ２０ｃｍ)
巻末：主要参考書目
ソビエト連邦 ◆OH

OH/30/311 1109047314 未来の発見
坂本二郎／著
産業能率短期大学出版部 １９７５．１２

◆OH (２５４ｐ １９ｃｍ)
ポルトガルのアフリカ支配 上 OH/30/298 1109046480
ジェームズ・ダッフィ／著 浦田誠親／訳
時事通信社 １９６４．４
(１６３ｐ １８ｃｍ) ◆OH
時事新書 民族・国家・経済・法律

OH/30/60 1109023182 フリードリッヒ・フォン・ゴットル＝オットリリエンフェルト
／著 金子弘／訳
増補改訂版

◆OH 白揚社 １９４２．７
ポルトガルのアフリカ支配 下 (１１，３３１ｐ １９ｃｍ)
ジェームズ・ダッフィ／著 浦田誠親／訳 OH/30/123 1109038685
時事通信社 １９６４．４

- 24 -－204－



(２１３ｐ １９ｃｍ)
◆OH OH/30/232 1109044345

民族と平和
矢内原忠雄／著
岩波書店 １９３７．１１ ◆OH
(３７０，６ｐ ２０ｃｍ) 揚子江は今も流れている

OH/30/76 1109037620 犬養健／著
文芸春秋新社 １９６０．９
916

◆OH (３９８ｐ ２０ｃｍ)
無思想時代の思想 -わが精神の放浪記- 日中戦争（１９３７～１９４５）
清水幾太郎／著 OH/30/122 1109038677
中央公論社 １９７５．５
(３２３ｐ ２０ｃｍ)
中公叢書 ◆OH

OH/30/365 1109048056 余暇を考える
佐橋滋／著
麒麟麦酒 １９７５．５

◆OH (１３０ｐ １６×１６ｃｍ)
もう一つの戦後史 キリン・ライフ・ライブラリ－
江藤淳／著 OH/30/324 1109047645
講談社 １９７８．４
(４７６ｐ ２０ｃｍ)
日本－歴史－昭和時代（１９４５年以後） ◆OH

OH/30/316 1109047363 抑圧と自由
シモーヌ・ウェーユ ／著 石川湧／訳
東京創元社 １９５８．１１

◆OH (２５６ｐ １９ｃｍ)
燃えるアフリカ OH/30/151 1109039733
須磨未千秋／著
経済新潮社 １９７２．１２
(２４１ｐ １９ｃｍ) ◆OH

OH/30/267 1109046183 ヨーロッパの意味 -西欧世界像の歴史的探求-
フェデリコ・シャボー／著 清水純一／訳
サイマル出版会 １９６８．９

◆OH (１８３ｐ １９ｃｍ)
モスクワの顔 OH/30/219 1109044212
芹川嘉久子／著
中央公論社 １９６９．４
(２４３ｐ ２０ｃｍ) ◆OH
モスクワ－社会 ヨーロッパの賭け -地球化時代の構想-

OH/30/223 1109044253 ルイ・アルマン，ミシェル・ドランクール／著 西川潤／訳
三省堂 １９７０．１１
(３８０ｐ ２２ｃｍ)

◆OH OH/30/259 1109046100
やわらかな心をもつ -ぼくたちふたりの運・鈍・根-
小沢征爾／著 広中平祐／著
創世記 １９７７．５ ◆OH
(３８９ｐ １９ｃｍ) ヨーロッパの三つの魂 -英雄か聖者か-

OH/30/373 1109048130 クーデンホーフ・カレルギー／著 鹿島守之助／訳
河出書房新社 １９６３．６
(３０３ｐ　図版 １９ｃｍ)

◆OH OH/30/68 1109037554
友好の訪問 -日本でのソ連最高会議代表団-
『ノーボスチ』通信社／編
刀江書院 １９６４．８ ◆OH
(１４０ｐ 図版３２枚 １９ｃｍ) ヨーロッパ病気見舞

OH/30/118 1109038636 ポール・ボネ／著
ダイヤモンド社 １９７８．４
(２２４ｐ １９ｃｍ)

◆OH OH/30/319 1109047397
憂論 -日本はいまなにを考えなすべきか-
対談：松下幸之助，盛田昭夫
ＰＨＰ研究所 １９７５．１０ ◆OH
(２２９ｐ １８ｃｍ) 乱世診断 -不安と混迷を生き抜く処方箋 -
日本－社会 中山太郎／著

OH/30/359 1109047991 日本生産性本部 １９７４．３
(２３８ｐ １９ｃｍ)

OH/30/286 1109046365
◆OH

ユダヤ商人のみた日本的思考法
アブラハム・シフ／著 ◆OH
日新報道 １９７２．９ リーダーの条件
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会田雄次／著 OH/30/439 1109339554
新潮社 １９７９．７
(２０９ｐ ２０ｃｍ)
日本人 ◆OH

OH/30/328 1109047694 論調月報 -最新の新聞・放送・雑誌などから- Ｖｏｌ．５Ｎｏ
．３
国民出版協会 １９７０．３

◆OH (１６０ｐ ２５ｃｍ)
流言蜚語 OH/30/439-2 1109339547
清水幾太郎
岩波書店 １９４７．１０
(１７９ｐ  １９ｃｍ) ◆OH

OH/30/193 1109040954 若い世代の問題 -順応か反逆か-
エルンスト・フィッシャー／著 佐々木基一，好村富士彦／訳
合同出版 １９６６．１０

◆OH (２８７ｐ １９ｃｍ)
歴史と国家 OH/30/183 1109040855
永井道雄／著
中央公論社 １９７５．７
(１９４ｐ ２０ｃｍ) ◆OH
中公叢書 わが国と欧米社会の差異 -平和と繁栄時代の哲学をつくろう-

OH/30/388 1109048254 村松剛／著
新財政研究会 １９７０．９
(７２ｐ １８ｃｍ)

◆OH OH/30/278 1109046282
歴史とユートピア
Ｅ．Ｍ．シオラン／〔著〕 出口裕弘／訳
紀伊国屋書店 １９６７．５ ◆OH
(１９８ｐ ２０ｃｍ) 若者よ大きく生きてくれ
4-314-00037-6 千葉三郎／著 伊吹弥寿夫／編

OH/30/196 1109040988 アジアの燈台の会 １９６７．１０
(９６ｐ １９ｃｍ)

OH/30/199 1109044014
◆OH

歴史の転換点
猪木正道／著 ◆OH
文藝春秋 １９６８．７ ワシントン風の便り
(２７５ｐ ２０ｃｍ) 江藤淳／著

OH/30/245 1109044451 講談社 １９８１．４
(２５３ｐ ２０ｃｍ)

OH/30/304 1109047249
◆OH

老春と青春
塩尻公明／著 ◆OH
神戸近代社 １９６０．７ 林雄二郎「私の主張」
(３５０ｐ １９ｃｍ) 林雄二郎／著

OH/30/116 1109038610 産業能率短期大学出版部 １９７５．１２
(２３４ｐ １９ｃｍ)

OH/30/401 1109048098
◆OH

ロシア・原子・西方 -リース卿記念講演-
ジョージ・Ｆ．ケナン／著 長谷川才次／訳 ◆OH
時事通信社 １９５８．１ 私の予言 ２
(１７９ｐ １８ｃｍ) 松縄信太／著
時事新書 川島書店 １９６４．７
ロシア－対外関係 (２６８ｐ ２１ｃｍ)

OH/30/39 1109022374 OH/30/132 1109038776

◆OH ◆OH
ロシア人 下 私は自由を選んだ 下巻
ヘドリック・スミス／著 高田正純／訳 Ｖ・クラフチェンコ／著 井村亮之介／訳
時事通信社 １９７８．１ ダヴィッド社 １９４９．１２
(２４１ｐ ２０ｃｍ) (３１８ｐ １９ｃｍ)
ソビエト連邦 ロシア人 OH/30/78 1109037646

OH/30/310 1109047306

◆OH
◆OH わたしは三河人

論調月報 -最新の新聞・放送・雑誌などから- ｖｏｌ．４　Ｎ 花井正八／著
ｏ．１ 〔出版者不明〕 １９８０．１２
国民出版協会 １９６９．１ (２６３ｐ ２０ｃｍ)
(２１６ｐ ２５ｃｍ) OH/30/451 1109336295
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◆OH
わたしのニッポン発見 -フランス人のアジア像-
ジャーク・プズー／著 平山卓／訳
三省堂 １９７２．５
(３０２ｐ １９ｃｍ)
ＳＡＮＳＥＩＤＯ　ＢＯＯＫＳ

OH/30/210 1109044121

◆OH
わたしは日本人になりたい
Ｗ．Ａ．グロータース／著 柴田武／訳
筑摩書房 １９６４．９
(２３８ｐ １８ｃｍ)
グリーンベルト・シリーズ
日本－文化

OH/30/23 1109022218

◆OH
Ｂｅｙｏｎｄ　Ｖｉｅｔｎａｍ -ｔｈｅ　Ｕｎｉｔｅｄ　Ｓｔ
ａｔｅｓ　ａｎｄ　Ａｓｉａ-
ｂｙ　Ｅｄｗｉｎ　Ｏ．　Ｒｅｉｓｃｈａｕｅｒ
Ｃｈａｒｌｅｓ　Ｅ．　Ｔｕｔｔｌｅ １９６７
(２４２ｐ １９ｃｍ)

OH/30/260 1109046118

◆OH
Ｊａｐａｎ -Ｉｍａｇｅｓ　ａｎｄ　ｒｅａｌｉｔｉｅｓ-
ｂｙ　Ｒｉｃｈａｒｄ　Ｈａｌｌｏｒａｎ．
Ｃｈａｒｌｅｓ　Ｅ．　Ｔｕｔｔｌｅ １９７０
(２８１，８ｐ １８ｃｍ)

OH/30/261 1109046126

◆OH
Ｔｈｅ　Ｊａｐａｎｅｓｅ
ｂｙ　Ｅｄｗｉｎ　Ｏ．Ｒｅｉｓｃｈａｕｅｒ
Ｔｈｅ　Ｂｅｌｋｎａｐ　Ｐｒｅｓｓ　ｏｆ　Ｈａｒｖａｒｄ
　Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ　Ｐｒｅｓｓ １９７７
(４４３ｐ ２５ｃｍ)
0-674-47176-8

OH/30/435 1109339414

◆OH
Ｔｈｅ　Ｐｒｅｓｉｄｅｎｔ’ｓ　ｒｅｖｉｅｗ １９７４
Ａｓｉａ　Ｆｏｕｎｄａｔｉｏｎ １９７４
(１４４ｐ ２５ｃｍ)

OH/30/441 1109326163

◆OH
Ｌｅｓ　ｒａｉｓｏｎｓ　ｄｅ　ｌ’ｅｓｐｏｉｒ　 -Ｑｕｅ
ｓｔｉｏｎｓ　ｐｏｓｅ´ｅｓ　ｐａｒ　Ｃｌａｕｄｅ　Ｊａ
ｑｕｉｌｌａｒｄ-
Ｇ．　Ａ．　Ｃｈｅｖａｌｌａｚ．
Ｅ´ｄｉｔｉｏｎｓ　ｄｅ　Ｌ’ａｉｒｅ １９７９．５
(１４１ｐ ２２ｃｍ)

OH/30/452 1109339505
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◆OH OH/31/202 1109067171
赤い決闘 -中ソ対立下の東南アジア-
フランソワ・ミソフ／著 伊藤力司／訳
中央公論社 １９７９．３ ◆OH
(２７８ｐ ２０ｃｍ) アジア動向年報 １９７７年版

OH/31/526 1109082857 アジア経済研究所／編
アジア経済研究所 １９７７．３
(７２６ｐ ２７ｃｍ)

◆OH アジア－社会 アジア－政治 アジア－経済
赤い故郷を捨てた人びと -証言記録・共産主義は虐殺の体制- OH/31/575 1109180958
松本明重／編
日本民主同志会本部 １９７５．９
(４７９ｐ，図 １９ｃｍ) ◆OH

OH/31/663 1109087369 アジアにおけるアメリカの役割
Ｄ・Ｆ・フレミング／著 小幡操／訳
岩波書店 １９７１．４

◆OH (２４４ｐ １９ｃｍ)
明るい日本をつくるシリーズ ７ アメリカ合衆国－外国関係－アジア
生長の家国家問題総合委員会／編 OH/31/200 1109067155
明るい日本をつくるシリーズ刊行会 １９７３．０５
(１４１ｐ １８ｃｍ)

OH/31/414 1109079754 ◆OH
アジアに立つ
宇都宮徳馬／著

◆OH 講談社 １９７８．１０
悪の論理 -ゲオポリティク(地政学)とは何か- (３４２ｐ ２０ｃｍ)
倉前盛通／著 内容：アジアに立つ〔ほか３３編〕　巻末：宇都宮徳馬小論（
日本工業新聞社 １９７７．１０ 内田健三）　付：日韓大陸棚関係協定参考図
(２９２ｐ １９ｃｍ) 政治－評論

OH/31/486 1109082394 OH/31/558 1109083152

◆OH ◆OH
朝日市民教室「日本の安全保障」 ５ アジアの革命
朝日新聞安全保障問題調査会／編 高坂正堯・尾上正男・神谷不二／著
朝日新聞社 １９６７．７ 毎日新聞社 １９６６．１２
(２５３ｐ １９ｃｍ) (２４２ｐ １９ｃｍ)
安全保障 アジア問題叢書

OH/31/292 1109073229 OH/31/403 1109079630

◆OH ◆OH
朝日市民教室「日本の安全保障」 ８ アジアの共産主義
朝日新聞社 １９６７．１０ Ｒ．Ａ．スカラピーノ／編 鎌田光登／訳
(２６９ｐ １９ｃｍ) 鹿島研究所出版会 １９６７．１
安全保障 (３６９ｐ １９ｃｍ)

OH/31/278 1109072130 共産主義－アジア
OH/31/235 1109067528

◆OH
朝日市民教室「日本の安全保障」 ６ ◆OH
朝日新聞安全保障問題調査会／編 アジア婦人友好会誌
朝日新聞社 １９６７．２ アジア婦人友好会 １９７７．３
(２５３ｐ １８ｃｍ) (５５ｐ ２５ｃｍ)
安全保障 OH/31/799 1109334845

OH/31/307 1109073377

◆OH
◆OH アジアはアジア人で -アジア五つの旅より-

アジア外交と日韓関係 野田卯一／著
大平善梧／著 卯の花会出版部 １９６９．７
有信堂 １９６５．１１ (４５７ｐ １９ｃｍ)
(２，４，２７２，３ｐ １８ｃｍ) アジア－社会
文化新書 OH/31/232 1109067494

OH/31/45 1109058261

◆OH
◆OH 明日への前進 -政策一問一答-

アジア政治経済年鑑 １９５６ 自由民主党広報委員会 １９６５．５
板垣与一 ／［ほか］編 (１３７ｐ １８ｃｍ)
国際日本協会 １９５６．１ OH/31/321 1109077618
(９６０，１９１ｐ ２２ｃｍ)
アジア－年鑑
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◆OH 菅野和太郎／著
明日をつくる -オイスカの行動と理念- 日本政治経済新聞社 １９７５．４
中野与之助博士米寿記念出版委員会／〔編〕 (５１６ｐ ２１ｃｍ)
ジャパン・ライフ社 １９７４．７ OH/31/649 1109087245
(１８３ｐ ３１ｃｍ)
国際協力

OH/31/628 1109218576 ◆OH
OH/31/576 1109180966 新しい政治をめざして -私の信条と心情-

江田三郎／著
日本評論社 １９７７．４

◆OH (２２０ｐ １９ｃｍ)
明日を開くために -わたくしの政策提言四題- 政治
古井喜実／著 OH/31/684 1109088292
牧野出版 １９７７．７
(６２ｐ １９ｃｍ)

OH/31/757 1109089746 ◆OH
新しい世界の窓
佐藤観次郎／著

◆OH 経済往来社 １９６６．１２
明日をめざして -第二回　自由民主党夏季全国研修会講演記録 (２７７ｐ １９ｃｍ)
- 紀行
自由民主党 １９７９．１ OH/31/239 1109067569
(２１０ｐ ２１ｃｍ)

OH/31/9 1109057909
◆OH

アデナウアーとその時代 -省察と展望-
◆OH ヤンコ・ムスリン／編 金森誠也／訳

明日の政治」を考えよう -政党近代化への道- 鹿島研究所出版会 １９６７．８
狩野勝／著 (２８３ｐ １９ｃｍ)
原書房 １９６９．１０ 鹿島平和研究所選書
(２２８ｐ，図 １９ｃｍ) OH/31/268 1109072031

OH/31/605 1109086858

◆OH
◆OH アナキスト

ＡＳＥＡＮの二〇年 -その持続と発展- ジェームズ・ジョル／〔箸〕 萩原延寿／訳 野水瑞穂／訳
岡部達味／編 岩波書店 １９７５．２
日本国際問題研究所 １９８７．１２ (３５２，３ｐ １９ｃｍ)
(３３１，１９ｐ ２２ｃｍ) 巻末：文献案内
国際研究叢書 無政府主義
内容：ＡＳＥＡＮの基本性格とその国際的意義（岡部達味）　 OH/31/623 1109087005
ＡＳＥＡＮ諸国における政治変動（鈴木静夫）　ＡＳＥＡＮ諸
国の安全保障問題（黒柳米司）　ＡＳＥＡＮ経済協力（山沢逸
平）　第二「１０年期」における日本とＡＳＥＡＮ（松本三郎 ◆OH
）　米国＝ＡＳＥＡＮ諸国関係の２０年（今川瑛一）　中国と アメリカ外交５０年
ＡＳＥＡＮ（毛里和子）　ＡＳＥＡＮとソ連（中西治）　地域 Ｇ．ケナン／著 近藤晋一，飯田藤次／訳
統合からみたＡＳＥＡＮの機能（山影進）　年表：ｐ２１３～ 岩波書店 １９５２．１０
３０６　巻末：文献目録 (１８７ｐ １９ｃｍ)
東南アジア諸国連合 岩波現代叢書
4-8193-0104-7 アメリカ合衆国－国際関係

OH/31/377 1109078145 OH/31/282 1109072221

◆OH ◆OH
新しい階級 -共産主義制度の分析- アメリカ外交政策の刷新
ミロバン・ジラス／著 原子林二郎／訳 ハンス　Ｊ．モーゲンソー／著　 木村修三／共訳 山本義彰／
時事通信社 １９５７．１０ 共訳
(２８３ｐ １９ｃｍ) 鹿島研究所出版会 １９７４．７
肖像あり (３７４，５ｐ １８ｃｍ)
マルクス主義 鹿島平和研究所選書

OH/31/192 1109067098 OH/31/743 1109089050
OH/31/545 1109083046

◆OH
新しい社会の創造 -量的拡大から質的充実へ- ◆OH
大平正芳／〔著〕 アメリカ外交の基本問題
［１９７４］ ジョージ・ケナン／著 松本重治／編訳
(１９ｐ ２６ｃｍ) 岩波書店 １９６５．６

OH/31/778 1109220028 (１５８ｐ １９ｃｍ)
アメリカ合衆国－外国関係

OH/31/769 1109091643
◆OH

新しい政治
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◆OH Ｒ．ホーフスタッター／〔著〕 田口富久治／訳 泉昌一／訳
アメリカ外交の新基調 岩波書店 １９５９．１０
Ｄ．Ｄ．アイゼンハワー，Ｊ．Ｆ．ダレス／著 長谷川才次／ (２３６ｐ １９ｃｍ)
訳 岩波現代叢書
時事通信社 １９５３．３ 政治思想－アメリカ合衆国－歴史 政治家－アメリカ合衆国
(２２９ｐ　図版２枚 １９ｃｍ) OH/31/38 1109058196
アメリカ合衆国－対外関係

OH/31/42 1109058238
◆OH

アメリカの政治的伝統 -その形成者たち- ２
◆OH Ｒ．ホーフスタッター／〔著〕 田口富久治／訳 泉昌一／訳

アメリカ外交批判 -力のおごり- 岩波書店 １９６０．６
Ｊ．Ｗ．フルブライト／著 平泉渉／訳 (２６３ｐ １９ｃｍ)
鹿島研究所 １９６８．５ 岩波現代叢書
(３３９ｐ １９ｃｍ) 政治思想－アメリカ合衆国－歴史 政治家－アメリカ合衆国
鹿島平和研究所選書 OH/31/39 1109058204
アメリカ合衆国－対外関係

OH/31/392 1109079523
◆OH

アメリカの対外援助政策 -その理念と政策形成-
◆OH 川口融／著

アメリカ合衆国選挙制度視察報告書 アジア経済研究所 １９８０．１
全国選挙管理委員会 １９５２．３ (４１４ｐ ２２ｃｍ)
(３０１ｐ ２１ｃｍ) アジア経済調査研究双書

OH/31/193 1109067106 OH/31/544 1109083038

◆OH ◆OH
アメリカ上院物語 アメリカの中共政策の要点 -ラスク国務長官の証言-
ウィリアム・スミス・ホワイト／著 本間長世，藤田俊彦／訳 ラスク／［述］
再版 アメリカ大使館文化交換局出版部 １９６６．５
日本外政学会 １９６６．８ (２６，２３ｐ １９ｃｍ)
(２７９ｐ １９ｃｍ) アメリカ政策シリーズ
アメリカ合衆国議会 アメリカ合衆国－対外関係－中国

OH/31/360 1109077972 OH/31/95 1109061760

◆OH ◆OH
アメリカ政治の内幕 -政治小説- 上 アメリカの民主政治
アレン・ドルーリ／著 川口正吉／訳 藤原守胤／著
弘文堂 １９６４．２ 慶應義塾大学法学研究会 １９６０．１２
(４７４ｐ １９ｃｍ) (２２，８５３，２０ｐ ２２ｃｍ)

OH/31/4 1109057859 慶応義塾大学法学研究会叢書
民主政治 アメリカ合衆国－政治

OH/31/312 1109073427
◆OH

アメリカと極東
Ｗ．Ｌ．ソープ／編 鹿島守之助／訳 ◆OH
鹿島研究所出版会 １９６３．１１ アメリカン・ビジネスのための外交政策
(３５５ｐ １９ｃｍ) トーマス・エイトケン／著 鹿島守之助／訳

OH/31/226 1109067445 鹿島研究所出版会 １９６３．６
(２，２７６，５ｐ １９ｃｍ)
外交

◆OH OH/31/65 1109058469
アメリカの権力構造 -その体質・五つの分析-
坂本昭雄／著
サイマル出版会 １９７４．６ ◆OH
(２３０ｐ １９ｃｍ) ある平和主義者の思想

OH/31/484 1109082378 アリス・ハーズ／著 芝田進午／編訳
岩波書店 １９６９．２
(２１８ｐ １８ｃｍ)

◆OH 岩波新書
アメリカの政策とアジアの安全保障 未来論
フレッド・グリーン／著 鹿島平和研究所／訳 OH/31/679 1109088250
鹿島研究所出版会 １９７２．２
(５４２ｐ １８ｃｍ)
鹿島平和研究所選書 ◆OH
アメリカ合衆国－外国関係－アジア 暗黒の代々木王国 -野坂参三論・袴田里見論・宮本顕治論-

OH/31/746 1109089084 辻泰介／著
仮面社 １９７０．３
(３２３ｐ １９ｃｍ)

◆OH OH/31/362 1109077998
アメリカの政治的伝統 -その形成者たち- １
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(３０９ｐ １９ｃｍ)
◆OH OH/31/125 1109063410

安全保障条約論
西村熊雄／著
時事通信社 １９５９．８ ◆OH
(１８８ｐ １８ｃｍ) イギリス政変記 -アスキス内閣の悲劇-
時事新書 中村祐吉／著
安全保障条約 集英社 １９７８．５

OH/31/71 1109061521 (２２９ｐ ２０ｃｍ)
OH/31/505 1109082576

◆OH
安全保障体制の研究 上 ◆OH
安全保障研究会／編 イギリスの政治
時事通信社 １９６０．１ 木下広居／著
(２２４ｐ １８ｃｍ) 弘文堂 １９５９．５
安全保障 (２３５ｐ １９ｃｍ)

OH/31/68 1109058493 OH/31/64 1109058451

◆OH ◆OH
安全保障体制の研究 下 イギリスの政治制度
安全保障研究会／編 ジョン・ゴラン／著
時事通信社出版局 １９６０．１ 理論社 １９５５．１２
(２３２ｐ １８ｃｍ) (２４７ｐ １９ｃｍ)

OH/31/69 1109058501 OH/31/133 1109063493

◆OH ◆OH
安定成長時代・にっぽん -政策解説- 昭和５２年度版 イギリス保守主義史研究 -エドマンド・バークの思想と行動-
自由民主党政務調査会／編 小松春雄／著
自由民主党広報委員会出版局 １９７７．４ 御茶の水書房 １９６１．６
(３７５ｐ １９ｃｍ) (３６５，７ｐ ２２ｃｍ)

OH/31/669 1109088169 OH/31/121 1109063378

◆OH ◆OH
安保と自衛隊 -日本の平和と安全- 石井菊次郎遺稿　外交随想
毎日新聞社／編 石井菊次郎／著 鹿島平和研究所／編
毎日新聞社 １９６９．１ 鹿島研究所出版会 １９６７．７
(２３４ｐ １８ｃｍ) (３６６ｐ ２１ｃｍ)
自衛隊 日本－国防 OH/31/319 1109073492

OH/31/306 1109073369

◆OH
◆OH 石橋湛山全集 第１３巻

安保と防衛生産 -日本の平和と安全- 東洋経済新報社 １９７０．１１
毎日新聞社／編 (６５６ｐ　図版 ２２ｃｍ)
毎日新聞社 １９６９．１０ 内容：日本の再建に対する策論　再生日本の針路，混乱期の財
(２６１ｐ １８ｃｍ) 政・経済政策，占領下初期の政治・経済・社会批判　蔵相就任

OH/31/277 1109072122 と「石橋財政」　「衆議院議員立候補に際して」，「石橋財政
」の基本方針　公職追放に対する弁駁　書簡，公職追放に対す
る弁駁書　「戦後日本のインフレ－ション」，『サラリ－マン

◆OH 重役論』，随想・雑纂
ＥＥＣの動向 OH/31/410 1109079689
国立国会図書館調査立法考査局 １９６５．３
(２３７ｐ ２１ｃｍ)
調査資料 ◆OH

OH/31/134 1109063501 「一票差」の人生 -佐々木良作の証言-
国正武重／編
朝日新聞社 １９８９．２

◆OH (２９７ｐ ２０ｃｍ)
生き残りの可能性 -戦争の防止について- 日本－政治・行政
ジョン・ストレイチイ／著 笹川正博／訳 4-02-255969-1
朝日新聞社 １９６４．３ OH/31/797 1109311298
(３５０ｐ ２０ｃｍ)

OH/31/172 1109063790
◆OH

岩淵辰雄選集 -戦後日本政治への直言- 第３巻
◆OH 岩淵辰雄／著

イギリス政治史話 青友社 １９６７．１０
木下広居／著 (６３８ｐ ２１ｃｍ)
時事通信社 １９６１．４ OH/31/7 1109057883
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近代日本文学-夏目漱石の場合(羽矢謙一) 海を越える握手(ト
レバー・P.レゲット) 英国の議会政治(デビッド・ウッド) 英

◆OH 国人気質(ハロルド・ハッチンソン) 第二次大戦下の宰相・チ
岩淵辰雄選集 -日本政界七十年史- 第１巻 ャーチルー軍事面におけるその能力と実績(B.H.リデル・ハー
岩淵辰雄／著 ト) 英国の教育制度(自由社編集部) 日英随感 牧歌の世界(荒
青友社 １９６８．５ 川弘) こくのある教育(飯島茂) 英国に学ぶべきこと(大野勝巳
(６４０ｐ ２２ｃｍ) ) イギリスの自由(小松春雄) 最後の銅像(斉藤志郎) ラグビー

OH/31/408 1109079713 にまつわる日英交流(椎名時四郎) 柔道と日本刀(ジェッフレー
・ハミルトン) ビートルズはなぜイギリスに生まれたか(庄司
英樹) イギリスのエリート(関嘉彦) ある種の緊張(チャールズ

◆OH ・スミス) ふたたび栄光を(堀江薫雄) 二つの島国を結ぶきず
岩淵辰雄選集 -軍閥の系譜- 第２巻 な(マイケル・ニール) 特集 イギリス王室と天皇家(加瀬英明)
岩淵辰雄／著  日英関係年表,イギリス王室系図. 
青友社 １９６７．１２ OH/31/491 1109082444
(６０９ｐ ２１ｃｍ)

OH/31/409 1109079721
◆OH

英国の外務省
◆OH Ｌｏｒｄ　Ｓｔｒａｎｇ／［ほか］著 鹿島守之助／訳

インテリジェンスギャップ -外交・経済摩擦の活断層- 鹿島研究所 １９５９．９
宮川隆義／著 ウィリアム・Ｅ・コルビー／著 山岡清二／著 (２５９ｐ １８ｃｍ)
政治広報センター １９７９．６ OH/31/132 1109063485
(３０４ｐ １９ｃｍ)
日本－外国関係－アメリカ合衆国

OH/31/763 1109089803 ◆OH
OH/31/622 1109086999 英国の政党 -保守党・労働党内の権力配置- 上巻

Ｒ．Ｔ．マッケンジー／著 早川崇・三沢潤生／訳
有斐閣 １９６５．５

◆OH (３０，４０３，４ｐ ２２ｃｍ)
インドネシア革命の歩み OH/31/120 1109063360
日本インドネシア協会／編
日本インドネシア協会 １９６５．２
(４６６ｐ ２２ｃｍ) ◆OH

OH/31/12 1109057933 英国保守政治家小論 -偉大なる6人の保守党政治家達-
エドワード・ボイル ／他著 村川一郎／訳
労働法令協会 １９７９．９

◆OH (１５５ｐ １９ｃｍ)
インドネシア現代政治史 OH/31/515 1109082766
永井重信／著
勁草書房 １９８６．４
(ｘｉ，４１３ｐ ２０ｃｍ) ◆OH
第三世界研究シリーズ 英国保守党史 -ピールからチャーチルまで-
インドネシア－政治・行政－歴史 ロバート・ブレーク／著 早川崇／訳
4-326-35065-2 労働法令協会 １９７９．４

OH/31/733 1109088953 (３２２，１４ｐ ２２ｃｍ)
OH/31/514 1109082758

◆OH
インドネシア当面の情勢 -国連脱退宣言を中心に- ◆OH
中外調査会／編 英霊とともに三十年 -靖国神社国家護持運動のあゆみ-
中外調査会 １９６５．４ 日本遺族会／編
(８０ｐ １９ｃｍ) 日本遺族会 １９７６．６
中外シリーズ (３４７ｐ ２１ｃｍ)

OH/31/94 1109061752 OH/31/661 1109087344

◆OH ◆OH
憂うべき在日北鮮系朝鮮人の共産主義教育の実態 江戸幕府の権力構造
中外調査会／編 北島正元／著
中外調査会 １９６６．５ 岩波書店 １９６４．９
(８３ｐ １９ｃｍ) (７０２，２９ｐ ２２ｃｍ)
中外シリーズ OH/31/429 1109079879

OH/31/96 1109061778

◆OH
◆OH 欧州経済の光と影

英国と日本 天野公義／著
自由社編集部／編 三興会 １９６８．８
自由社 １９７５．４ (２６３ｐ １８ｃｍ)
(２４２ｐ ２１ｃｍ) ヨーロッパ－経済
日本の近代化とイギリスの影響 イギリス議会政治への問いか OH/31/237 1109067544
けー福沢諭吉を中心にして(今井宏) イギリス政治思想と日本-
小野梓の場合(山下重一) 日英関係の軌跡(吉村道男) 英文学と
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◆OH 恩給
大蔵省の椅子 -財政金融政策からマージャン番付表まで- OH/31/108 1109063246
大蔵省記者団有志／編
近代新書出版社 １９６４．１２
(２９９ｐ １８ｃｍ) ◆OH
役人の椅子シリーズ 外交

OH/31/357 1109077782 Ｈ・ニコルソン／著 斎藤真，深谷満雄／著
東京大学出版会 １９６５．１０
(６，２６８，５ｐ ２０ｃｍ)

◆OH OH/31/113 1109063295
大蔵省の機構 ４５年版
大蔵財務協会 １９７０．１０
(３２６ｐ １９ｃｍ) ◆OH
大蔵省 外交を通ずる平和の探求

OH/31/365 1109078020 Ｓ．Ｄ．カーテッツ／著 鹿島平和研究所／訳
鹿島研究所出版会 １９７２．１
(２６０ｐ １８ｃｍ)

◆OH 鹿島平和研究所選書
大蔵省の機構 ３９年版 OH/31/473 1109081974
大蔵財務協会 １９６４．１２
(３１５ｐ １９ｃｍ)
大蔵省 ◆OH

OH/31/365-2 1109309524 外交関係の国際法
横田喜三郎／著
有斐閣 １９６３．１

◆OH (５６５ｐ ２２ｃｍ)
大蔵省の機構 ４３年版 OH/31/407 1109079671
大蔵財務協会 １９６８．９
(３３０ｐ １９ｃｍ)
大蔵省 ◆OH

OH/31/365-3 1109309532 外交記者日記 -大平外交の２年- 上
平野実／著
行政通信社 １９７８．８

◆OH (２９２ｐ １９ｃｍ)
大阪市総合計画基本計画　基本構想　１９９０ 年表（１９７２．７～１９７３．４）：ｐ２８５～２９２
大阪市総合計画局／編 日本－外国関係
大阪市総合計画局 １９６７．２ OH/31/702 1109088433
(１５８ｐ ３１ｃｍ)

OH/31/435 1109157907
◆OH

外交記者日記 -宮沢外交の２年　上-
◆OH 平野実／著

大平外務大臣の外交演説 -第四十三回通常国会における- 行政通信社 １９７９．６
［出版社不明］ １９６３．１ (３１２ｐ １９ｃｍ)
(１３ｐ ２６ｃｍ) 巻末：年表（１９７４．１２～１９７５．１２）

OH/31/46 1109058279 日本－対外関係
OH/31/456 1109082154

◆OH
大平内閣総理大臣演説集 ◆OH
〔大平正芳〕／〔述〕 外交五十年
日本広報協会 １９８０．１１ 幣原喜重郎／著
(５０５，４０ｐ ２１ｃｍ) 原書房 １９７４．８
日本－政治 (３３６ｐ，肖像 ２０ｃｍ)

OH/31/775 1109091817 日本－外国関係－歴史－明治以後
OH/31/245 1109067601 OH/31/616 1109086932

◆OH ◆OH
沖縄 -政治と政党- 外交の考え方
比嘉幹郎／著 杉原荒太／著
中央公論社 １９６５．５ 鹿島研究所出版会 １９６５．３
(２５６ｐ １８ｃｍ) (２５３ｐ １８ｃｍ)
中公新書 OH/31/43 1109058246
日本－対外関係

OH/31/196 1109067130
◆OH

外交の体系分析
◆OH Ｊ．Ｗ．バートン／著 内山正熊研究会／訳

恩給制度史 鹿島研究所出版会 １９７０．１
総理府恩給局／編 (３５９，１２ｐ １９ｃｍ)
大蔵省印刷局 １９６４．３ 鹿島平和研究所選書
(７４８ｐ ２２ｃｍ) OH/31/290 1109072304
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Ｃ．Ｐ．スノウ／著 朱牟田夏雄／訳
音羽書房 １９６１．２

◆OH (１３５ｐ ２０ｃｍ)
外交問題評議会の委員会活動 科学
Ｊ．バーバー／著 鹿島守之助／訳 OH/31/163 1109063709
鹿島研究所出版会 １９６５．８
(２１８，１３ｐ １８ｃｍ)
アメリカ合衆国－対外関係 ◆OH

OH/31/49 1109058303 科学と政治
Ｑ．ホッグ／著 松井巻之助／訳
岩波書店 １９６４．９

◆OH (７，２２９ｐ １９ｃｍ)
回顧漫録 OH/31/359 1109077808
尾崎行雄／著
岩波書店 １９４７．２
(２７２ｐ １８ｃｍ) ◆OH

OH/31/381 1109078186 核拡散のゆくえ -核大国の世界か-
アラステア・バッカン／編 鹿島平和研究所／訳
鹿島研究所出版会 １９６８．１０

◆OH (３３５ｐ １９ｃｍ)
改正地方自治制度 鹿島平和研究所選書
鈴木俊一／著 OH/31/228 1109067460
学陽書房 １９５２
(３２３，１０ｐ １８ｃｍ)
公務員選書 ◆OH
地方自治 核軍縮 -軍備管理の実態-

OH/31/173 1109063808 今井隆吉／著
サイマル出版会 １９８７．１０
(３０４ｐ １９ｃｍ)

◆OH サイマル５つのシリーズ
外務省の百年 下 主な参考文献について：ｐ２９７～３０４
外務省百年史編纂委員会／編 軍備縮小
原書房 １９６９．７ 4-377-10762-3
(１６６９ｐ ２２ｃｍ) OH/31/478 1109081990

OH/31/330 1109077683

◆OH
◆OH 核時代を超える -平和の創造をめざして-

外務省の百年 上 湯川秀樹／〔ほか〕編著
外務省百年史編纂委員会／編 岩波書店 １９６８．８
原書房 １９６９．７ (１９０，９ｐ １８ｃｍ)
(１０６４ｐ ２２ｃｍ) 岩波新書

OH/31/329 1109077675 巻末：年表
戦争と平和 原子力戦争

OH/31/476 1109082303
◆OH

火焔に包まれた日本 -アジア多面戦争＝サイゴン・沖縄・ソウ
ル・佐世保- ◆OH
大森実／著 核時代の外交
徳間書店 １９６８．３ レスリー・ピアソン／著 近藤晋一／訳
(３１０ｐ １９ｃｍ) 時事通信社 １９６０．４

OH/31/401 1109079614 (１６０ｐ １８ｃｍ)
OH/31/54 1109058352

◆OH
科学革命と世界政治 ◆OH
Ｃ．Ｐ．ハスキンズ／著 鹿島守之助／訳 核時代の軍縮問題
鹿島研究所出版会 １９６５．３ 軍縮問題研究会／編
(４，１３７，８ｐ １８ｃｍ) 国民出版協会 １９６２．１０
アメリカ合衆国－対外問題 (６２５ｐ ２２ｃｍ)

OH/31/187 1109067049 OH/31/406 1109079655

◆OH ◆OH
科学技術行政の改革に関する意見 核時代の国際政治
臨時行政調査会 １９６４．９ 坂本義和／著
(３３ｐ ２６ｃｍ) 岩波書店 １９６７．５
行政管理 (４１２ｐ ２２ｃｍ)

OH/31/214-11 1109326262 OH/31/412 1109079739

◆OH ◆OH
科学と政治 核時代の日本の安全保障
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田中直吉／著 共産主義
鹿島研究所出版会 １９６６．１２ OH/31/802 1109339141
(２３８，２７ｐ １９ｃｍ)

OH/31/276 1109072114
◆OH

鹿島平和賞授賞の記録 第５回
◆OH 鹿島平和研究所／編

「革新自治体」とは何だったのか -崩壊する７０年代の神話- 鹿島平和研究所 １９７２．１０
新しい地方自治を考える会／編 (１０６，１２４ｐ ２２ｃｍ)
永田書房 １９７９．３ OH/31/447 1109081933
(２７０ｐ １８ｃｍ)

OH/31/723 1109088524
◆OH

鹿島平和賞授賞の記録 第９回
◆OH 鹿島平和研究所／編

革新自治体の終焉 -その挫折と公約違反の実情　ルポルタージ 鹿島出版会（制作） １９７８．３
ュ- (９０，３９ｐ ２２ｃｍ)
自由民主党広報委員会／編 OH/31/671 1109088185
自由民主党広報委員会 １９７５．３
(２８６ｐ １９ｃｍ)

OH/31/755 1109089738 ◆OH
鹿島守之助外交論選集 ６
鹿島研究所出版会 １９７２

◆OH (２９８，５ｐ　肖像 ２０ｃｍ)
革新の幻想 -社会主義を問い直す- ドイツ－政治－１９１８～１９３３
勝田吉太郎／著 OH/31/393-2 1109309565
講談社 １９７３．１１
(２３８ｐ ２０ｃｍ)
社会主義 ◆OH

OH/31/745 1109089076 鹿島守之助外交論選集 別巻　２
鹿島研究所出版会 １９７２．５
(４３５，５ｐ　肖像 ２０ｃｍ)

◆OH ドイツ（１９４９～ドイツ連邦共和国）－政治
核戦略時代の外交 OH/31/393 1109079531
小林淳宏／著
文藝春秋 １９６７．８
(４３６ｐ ２０ｃｍ) ◆OH
国際関係 霞が関３０年 -激動の通産行政-

OH/31/221 1109067395 濃野滋／著
時評社 １９８１．１０
(１９０ｐ １９ｃｍ)

◆OH 通商産業省
核なき日本の安全保障 4-915503-11-9
時事問題研究所 １９６５．６ OH/31/767 1109091627
(１８４ｐ １９ｃｍ)
日本―国防

OH/31/66 1109058477 ◆OH
カーター外交の谺 -韓・華・欧6回の旅-
野田卯一／著

◆OH 卯の花会出版部 １９７８．５
核兵器と外交政策 (４６９ｐ １９ｃｍ)
Ｈ．Ａ．キッシンジャー／著 佐伯喜一／校閲 田中武克，桃井 光へのたよりシリーズ
真／共訳 OH/31/507 1109082592
日本外政学会 １９５８．５
(６０７ｐ ２２ｃｍ)
アメリカ・ベストセラー全集 ◆OH
原子力兵器 国際関係 片山内閣 -片山哲と戦後の政治-

OH/31/117 1109063337 片山内閣記録刊行会／編
片山哲記念財団片山内閣記録刊行会 １９８０．５
(４６８ｐ ２２ｃｍ)

◆OH 参考文献・片山哲年譜：ｐ４６６～４６８
革命の運命 -ロシア革命史論- 日本－政治－歴史－１９４５～ 日本社会党
ウォルター・ラカー ／著 中沢精次郎／訳 OH/31/676 1109088235
未来社 １９７３．５
(３６１，１２ｐ １９ｃｍ)

OH/31/493 1109082451 ◆OH
鐘は鳴る -横山利秋の政策百話-
横山利秋／著

◆OH 名古屋政治経済研究所 １９５８．１
革命の神話 -社会主義に未来はあるか- (２２６ｐ ２１ｃｍ)
勝田吉太郎／著 日本－政治
講談社 １９７６．１０ OH/31/242 1109067585
(３１３ｐ ２０ｃｍ)
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◆OH
議会制度七十年史 貴族院・参議院議員名鑑

◆OH 衆議院，参議院／共編
神は躓く -西欧知識人の政治体験- 大蔵省印刷局 １９６０．１２
リチャード・クロスマン／編 (２，３３７ｐ ２７ｃｍ)
ぺりかん社 １９６９．１１ 国会議員
(３５８ｐ １９ｃｍ) OH/31/713-2 1109163236
ぺりかん双書

OH/31/388 1109078285
◆OH

議会制度七十年史 国会史下
◆OH 衆議院，参議院／共編

韓国イデオロギー論 -韓国民族主義の理念- 大蔵省印刷局 １９６１．３
亜細亜政策研究院／編 (２，５，８９６ｐ ２７ｃｍ)
成甲書房 １９７８ 国会－歴史
(２７０ｐ １９ｃｍ) OH/31/707-2 1109309540
東アジア叢書

OH/31/487 1109082402
◆OH

議会制度七十年史 帝国議会史　上巻
◆OH 衆議院，参議院／共編

韓国政治史 大蔵省印刷局 １９６２．７
朴己出／著 (１１，１０７６ｐ ２７ｃｍ)
民族統一問題研究院朴己出先生著作刊行会 １９７６．８ 国会－歴史
(３６４，１０ｐ ２２ｃｍ) OH/31/709 1109163244
朝鮮（１９４８－大韓民国）－政治

OH/31/740 1109089027
◆OH

議会制度七十年史 国会議案件名録
◆OH 衆議院，参議院／共編

韓日間의　相互理解 大蔵省印刷局 １９６１．３
亜細亜政策研究院／〔編〕 (９６１，８４ｐ ２７ｃｍ)
亞細亞政策研究院出版部 １９７８．８ 国会－歴史
(２０６ｐ ２２ｃｍ) OH/31/711 1109163269

OH/31/497 1109082493

◆OH
◆OH 議会制度七十年史 衆議院議員名鑑

環日本海構想と地域開発 衆議院，参議院／共編
日本海七大学研究会／編 大蔵省印刷局 １９６２．１２
日本経済新聞社 １９７４．７ (２，４１，５６６ｐ ２７ｃｍ)
(７，４００ｐ ２２ｃｍ) 国会議員

OH/31/562 1109083194 OH/31/713 1109163277

◆OH ◆OH
漢民族から大和民族へ 議会制度七十年史 議会史年表
盛毓度／著 衆議院，参議院／共編
３４版 大蔵省印刷局 １９６２．８
留園出版 １９７２．１ (５１５ｐ ２７ｃｍ)
(３０９ｐ １９ｃｍ) 国会－歴史
日本人 OH/31/712 1109163285

OH/31/459 1109082188

◆OH
◆OH 議会制度七十年史 政党会派編

議会制度七十年史 憲政史概観 衆議院，参議院／共編
衆議院，参議院／共編 大蔵省印刷局 １９６１．３
大蔵省印刷局 １９６３．７ (１０６２ｐ ２７ｃｍ)
(５５７ｐ ２７ｃｍ) 国会－歴史
政治－歴史 OH/31/714 1109163293

OH/31/708 1109218626

◆OH
◆OH 議会制度七十年史 資料編

議会制度七十年史 国会史上 衆議院，参議院／共編
衆議院，参議院／共編 大蔵省印刷局 １９６２．５
大蔵省印刷局 １９６０．１２ (７１２ｐ ２７ｃｍ)
(８１６ｐ ２７ｃｍ) 国会－歴史
国会－歴史 OH/31/715 1109163301

OH/31/707 1109218667

◆OH
議会制度七十年史 帝国議会議案件名録
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衆議院，参議院／共編 (２１９ｐ ２１ｃｍ)
大蔵省印刷局 １９６１．１ 自由民主党研修叢書
(１０５９，２１，９６ｐ ２７ｃｍ) OH/31/573-10 1109086643
国会－歴史 OH/31/637 1109087120

OH/31/716 1109163319

◆OH
◆OH 共管競合事務の改革に関する意見

議会制度七十年史 帝国議会史　下巻 １９６４．９
衆議院，参議院／共編 (１２５ｐ ２６ｃｍ)
大蔵省印刷局 １９６２．７ OH/31/214-2 1109310852
(１１，１１６０ｐ ２７ｃｍ)
国会－歴史

OH/31/710 1109163251 ◆OH
行財政改革で健全な国づくり
自由民主党広報委員会出版局 １９８１．９

◆OH (１５７ｐ １９ｃｍ)
木川田一隆論文集 OH/31/771 1109091668
木川田一隆／著
政経社 １９７１．７
(４０５ｐ ２０ｃｍ) ◆OH
新しい「調和社会」をめざして,通貨不安と国際協力,変容する 共産国東と西
資本主義の新路線,経済秩序確立が先決,経済界と政府への提言 林健太郎／著
,わが国の直面する今日的課題から,協調的競争への道,新しい 新潮社 １９６７．５
産業秩序への主体的実践,佐藤内閣へのプロポーズ,経済社会発 (１９１ｐ ２０ｃｍ)
展計画の背景と課題,世界経済発展への参加の構え,米国中西部 共産主義 共産圏
を訪問して,国際協調第二ラウンドを求めて,自由世界の新しい OH/31/218 1109067361
前進のために,七〇年代日本の新路線,新経済社会発展計画の意
図,変化する自由経済と新しい日米協力の道,通商立国の設計,
変換期に立つわれわれの指点,企業の社会的責任と経営権,群衆 ◆OH
社会を引上げる新しい秩序造り 共産主義者の実態と分析

OH/31/594 1109086742 フレッド・シュウォーツ／箸 有山圭一／〔ほか〕訳
４版
アリヤマ・トレード・サービス １９８０．２

◆OH (２１５ｐ ２１ｃｍ)
危機宰相論 OH/31/516 1109082774
木村武雄／述
米沢交友会 １９６４．４
(１１０ｐ １８ｃｍ) ◆OH
木村武雄政策シリーズ 共産主義と日本の進路 下

OH/31/91 1109061729 苗剣秋／著
時事通信社 １９７０．８
(２６３ｐ １８ｃｍ)

◆OH 時事新書
危機の二十年 -国際関係研究序説- OH/31/332 1109077816
Ｅ．Ｈ．カー／著 井上茂／訳
岩波書店 １９５２．１
(１４，３２４，１６ｐ １９ｃｍ) ◆OH
岩波現代叢書 共産主義と日本の進路 上
国際政治 苗剣秋／著

OH/31/372 1109078095 時事通信社 １９７０．８
(２５８ｐ １８ｃｍ)
時事新書

◆OH OH/31/331 1109079895
危険な雲
ジョージ・ケナン／著 秋山康男／訳
朝日イブニングニュ－ス社 １９７９．４ ◆OH
(２９０ｐ ２０ｃｍ) 共産主義との対決

OH/31/533 1109082923 ラインホルド・ニーバー／著 飯野紀元／訳
時事通信社 １９６１．１２
(２２７，６ｐ １８ｃｍ)

◆OH OH/31/82 1109061638
キッシンジャー -その権力の秘密-
デービッド・ランドー／著 朝日新聞外報部／訳
朝日新聞社 １９７３．４ ◆OH
(３０５ｐ １９ｃｍ) 共産主義について知っておかねばならぬこと
アメリカ合衆国－外国関係 宏池会調査部／監訳

OH/31/762 1109089795 宏池会 １９６２．５
(１冊 １９ｃｍ)

OH/31/78 1109061596
◆OH

教育の新しい方向
自由民主党広報委員会出版局 １９７９．７
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◆OH
共産主義の白書 第１巻
アメリカ合衆国議会下院非米活動委員会／編 猪間驥一／訳 ◆OH
自由アジア社 １９６０．１２ 行政の中立性理論
(２５５ｐ １８ｃｍ) 田中守／著
共産主義 勁草書房 １９６３．２

OH/31/80 1109061612 (３，４，２２６，４ｐ ２１ｃｍ)
公務員

OH/31/418 1109079770
◆OH

共産主義批判の常識
小泉信三／著 ◆OH
新潮社 １９４９．８ 行政要覧 ’７４
(１７５ｐ １９ｃｍ) 行政調査会／編
共産主義 普及版

OH/31/81 1109061620 地域行政懇話会 １９７４．１
(４１１ｐ ２２ｃｍ)

OH/31/566 1109083228
◆OH

共産主義理論は果して科学的か？ -新しい世界観をもとめて-
田中善章／［著］ ◆OH
田中善章 ［１９７－］ 行政要覧 ３
(２２４ｐ ２１ｃｍ) 行政調査会／編

OH/31/592 1109086726 地域行政懇話会 １９７７．７
(４０６ｐ ２２ｃｍ)

OH/31/567 1109083236
◆OH

共産党をたたく１２章 -魔力の正体を衝く-
鍋山貞親／著 ◆OH
有朋社 １９７４．４ 許認可等の改革に関する意見 個別事項　別冊
(２８６ｐ １９ｃｍ) 臨時行政調査会 １９６４．９

OH/31/499 1109082519 (１２３ｐ ２６ｃｍ)
行政事務

OH/31/214-4 1109326197
◆OH

行政改革に関する意見総論
臨時行政調査会 １９６４．９ ◆OH
(１０７ｐ ２６ｃｍ) キリスト者と天皇制 -真実を求めて-
行政改革 小田切信夫／著

OH/31/213 1109067312 サンケイ出版 １９７７
(２３９ｐ １９ｃｍ)
天皇制

◆OH OH/31/680 1109088268
行政機構の統廃合に関する意見
臨時行政調査会 １９６４．９
(７７ｐ ２６ｃｍ) ◆OH
行政改革 記録国会安保論争 -速記録と要点解説- １

OH/31/214-5 1109326205 読売新聞社政治部／編
読売新聞社 １９６８．６
(２６０ｐ １９ｃｍ)

◆OH OH/31/298 1109073286
行政研究叢書 ３
日本行政学会／編
勁草書房 １９５８．４ ◆OH
(１４６ｐ ２１ｃｍ) 記録国会安保論争 -速記録と要点解説- ２
公務員 人事院 行政 読売新聞社政治部／編

OH/31/149 1109064657 読売新聞社 １９６８．７
(２４６ｐ １９ｃｍ)

OH/31/299 1109073294
◆OH

行政事務の配分に関する改革意見
臨時行政調査会 １９６４．９ ◆OH
(３７ｐ ２６ｃｍ) 近世外交史
行政事務 信夫淳平／著

OH/31/214-3 1109326189 日本評論社 １９３０．９
(４４９，６ｐ ２３ｃｍ)
現代政治学全集

◆OH 外交－歴史
行政の公正確保のための手続の改革に関する意見 OH/31/211 1109067296
臨時行政調査会 １９６９．４
(３０ｐ ２６ｃｍ)
行政事務 ◆OH

OH/31/214-13 1109326288 近代アメリカ政治史
高木八尺／著
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岩波書店 １９５７．５
(２４４，１０ｐ １９ｃｍ)

OH/31/130 1109063469 ◆OH
軍縮交渉史 １９４５年－１９６７年
前田寿／著

◆OH 東京大学出版会 １９６８．３
近代国家における自由 (８７９，２２，１８ｐ ２２ｃｍ)
Ｈ．Ｊ．ラスキ／著 飯坂良明／訳 軍備縮小
１９刷改版 OH/31/644 1109087195
岩波書店 １９６６．６
(１７，２３０ｐ １９ｃｍ)
岩波現代叢書 ◆OH
国家 国家 軍縮読本 -国連経済社会理事会報告書-

OH/31/378 1109078152 木下秀夫／訳
時事通信社 １９６２．６
(２００ｐ １８ｃｍ)

◆OH 時事新書
近代政治史 -民主主義と社会主義- OH/31/25 1109058063
アルトゥール・ローゼンベルク／著 足利末男／訳
みすず書房 １９６８．７
(３３８，５ｐ ２０ｃｍ) ◆OH

OH/31/351 1109077956 軍隊と革命の技術
Ｋ．コーリー／著 神川信彦，池田清／訳
岩波書店 １９６１．１１

◆OH (３９４ｐ １９ｃｍ)
近代日本の外交 岩波現代叢書
朝日新聞社 １９６２．８ OH/31/170 1109063774
(２７１ｐ ２０ｃｍ)

OH/31/53 1109058345
◆OH

軍備管理・軍縮・安全保障
◆OH Ｄ．Ｇ．ブレナン／著 小谷秀二郎／訳

近代日本の政治家 鹿島研究所日本国際問題研究所 １９６３．２
岡義武／著 (５３１，２０ｐ ２２ｃｍ)
［新版］ 軍備 軍縮問題 安全保障
岩波書店 １９７９．８ OH/31/662 1109087351
(７，２９４，３ｐ １９ｃｍ)
政治家 日本－政治・行政

OH/31/552 1109083111 ◆OH
経済協力と人間関係
芳川俊憲／著

◆OH 鹿島研究所出版会 １９７４．１
近代ヨーロッパ政治史 (２８０ｐ ２１ｃｍ)
岡義武／著 OH/31/681 1109088276
全訂版
弘文堂 １９４５．１１
(２３５，３ｐ ２２ｃｍ) ◆OH

OH/31/128 1109063444 経済・財政政策
自由民主党広報委員会出版局 １９７９．８
(２２６ｐ ２１ｃｍ)

◆OH 自由民主党研修叢書
食い逃げか繁栄か -私の日本建て直し論- OH/31/573-5 1109086593
林卓男／著
オンタイム出版創拓社 １９７８．８
(２９４ｐ ２０ｃｍ) ◆OH

OH/31/506 1109082584 警察歳時記
高橋幹夫／著
小岩英俊 １９７６．１

◆OH (３０２ｐ ２２ｃｍ)
グラムシ 警察
Ｊ．ジョル／著 河合秀和／訳 OH/31/619 1109086965
岩波書店 １９７８．５
(９，１８３ｐ １９ｃｍ)
岩波現代選書 ◆OH

OH/31/653 1109087286 警察時事年鑑 １９６４年版
警察文化協会 １９６４．５
(５６６ｐ ２６ｃｍ)

◆OH 警察－年鑑
軍産体制論 -いかにして軍部を抑えるか - OH/31/793 1109310944
ジョン・ケネス・ガルブレイス／著 小原敬士／訳
小川出版 １９７０．６
(１０４ｐ １９ｃｍ) ◆OH

OH/31/380 1109078178 警察制度百年史
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警察制度調査会／編
警察制度調査会 １９７４．７ ◆OH
(５０４ｐ ３１ｃｍ) 犬猿の仲 -政党における離合集散の論理-

OH/31/687 1109218584 藤原弘達／著
光文社 １９６５．１１
(１９０ｐ １８ｃｍ)

◆OH OH/31/471 1109081966
警察物語
三谷甲才／著
隆文館 １９６３．９ ◆OH
(２７０ｐ １９ｃｍ) 現行条約一覧 昭和４２年１月１日現在

OH/31/147 1109064632 外務省条約局 １９６７
(５，１３７，３７ｐ ２２ｃｍ)

OH/31/417 1109079812
◆OH

ＫＧＢ -ソ連秘密警察の全貌- 下
ジョン・バロン／著 リーダーズ・ダイジェスト／著 ◆OH
日本リーダーズダイジェスト社 １９７４．１０ 原子時代とベトナム戦争 -あすの世界像めざして-
(４０５ｐ １９ｃｍ) 小山貞知／著

OH/31/517 1109082782 青林書院新社 １９６８．１０
(２８７ｐ １９ｃｍ)
アメリカ合衆国－対外関係

◆OH OH/31/297 1109073278
ＫＧＢ -ソ連秘密警察の全貌- 上
ジョン・バロン／著 リーダーズ・ダイジェスト／訳
日本リーダーズダイジェスト社 １９７４．９ ◆OH
(４０２ｐ １９ｃｍ) 憲政秘録 -明治・大正・昭和-

OH/31/585 1109086676 国立国会図書館憲政資料室／編
産業経済新聞社出版局 １９６０．４
(２２１，６ｐ ３８ｃｍ)

◆OH 日本－政治 日本－歴史－近代
激動する韓国 OH/31/764 1109253797
松本博一／著
岩波書店 １９６３．５
(２１５，１０ｐ １８ｃｍ) ◆OH
岩波新書 建設省三十年史
朝鮮－歴史 建設省三十年史編集委員会／編

OH/31/227 1109067452 建設広報協議会 １９７８．７
(７４３ｐ　図版３９枚 ２７ｃｍ)
年表：ｐ６６８～６８３

◆OH 建設省
激動の三十年 OH/31/554 1109180933
日本政治経済調査会／編
日本政治経済調査会 １９７５．１１
(２９６ｐ ２７ｃｍ) ◆OH
日本－政治－歴史－昭和時代 建設省二十年史

OH/31/756 1109163343 建設省二十年史編集委員会／編
建設広報協議会 １９６８．７
(４７１ｐ ２７ｃｍ)

◆OH 建設省
激動の世界展望 OH/31/252 1109213395
大井川正巳／著
大井川正巳 １９７８．１２
(４４３ｐ ２２ｃｍ) ◆OH

OH/31/24 1109058055 建設に動く東アジア -東アジアの旅より-
野田卯一／著
卯の花会出版部 １９６６．１２

◆OH (４４１ｐ １９ｃｍ)
激流に棹さして -わが告白- アジア（東部）－紀行・案内記
楢橋渡／著 OH/31/233 1109067502
翼書院 １９６８．６
(５０５，４ｐ ２０ｃｍ)

OH/31/387 1109078277 ◆OH
現代イギリスの政治 １
Ｒ．ローズ／著 犬童一男／訳

◆OH 岩波書店 １９７９．７
激流にたたかう -しのびよる共産革命と1970年の政治危機を語 (２４１ｐ １９ｃｍ)
る- 岩波現代選書
春日一幸 竹本孫一／対談 OH/31/551 1109083103
日本経済研究協会 １９６８．１０
(１２１ｐ １８ｃｍ)

OH/31/472 1109082287 ◆OH
現代国際政治史 - 冷たい戦いとその起源 - １
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Ｄ．Ｆ．フレミング／著 小幡操／訳 前尾繁三郎／著
岩波書店 １９６６．１ 毎日新聞社 １９７６．７
(４５４ｐ １９ｃｍ) (２１２ｐ ２１ｃｍ)

OH/31/390 1109078301 日本－政治
OH/31/485 1109082386

◆OH
現代国際政治史 - 冷たい戦いとその起源 - ２ ◆OH
Ｄ．Ｆ．フレミング／著 小幡操／訳 現代政党論
岩波書店 １９６７．６ Ｅ．アラルト Ｊ．リッツネン／編 宮沢健／訳
(４８１ｐ １９ｃｍ) 而立書房 １９７３．１２

OH/31/390-2 1109329217 (３２６ｐ ２０ｃｍ)
OH/31/624 1109087013

◆OH
現代国際政治史 - 冷たい戦いとその起源 - ３ ◆OH
Ｄ．Ｆ．フレミング／著 小幡操／訳 現代世界の史的考察 -国際政治と日本-
岩波書店 １９６８．９ 斉藤孝／著
(３５６ｐ １９ｃｍ) 東京大学出版会 １９６６．１

OH/31/399 1109079598 (２３７ｐ ２０ｃｍ)
OH/31/400 1109079606

◆OH
現代国際政治史 - 冷たい戦いとその起源 - ４ ◆OH
Ｄ．Ｆ．フレミング／著 小幡操／訳 現代ドイツ政治外交の基調 -シュレーダー外相の思想と行動-
岩波書店 １９７０．５ アルフレッド・ラップ／編 鹿島守之助／訳
(６０２ｐ １９ｃｍ) 鹿島研究所出版会 １９６５．５

OH/31/399-2 1109329225 (３９７ｐ １９ｃｍ)
ドイツ－対外関係

OH/31/234 1109067510
◆OH

現代社会主義の省察
渓内謙／著 ◆OH
岩波書店 １９７８．５ 現代日本思想大系 １０
(３４７，７ｐ １９ｃｍ) 筑摩書房 １９６５．１１
岩波現代選書 (４１５ｐ ２０ｃｍ)
共産主義－ロシア OH/31/749 1109089613

OH/31/627 1109087039

◆OH
◆OH 現代日本の政治過程

現代社会と自由の運命 岡義武／編
勝田吉太郎／著 岩波書店 １９５８．１
木鐸社 １９７８．４ (６，５１７，１０７ｐ ２２ｃｍ)
(２８２ｐ ２０ｃｍ) 日本－政治

OH/31/803 1109339190 OH/31/105 1109063212

◆OH ◆OH
現代人の思想 １６ 現代日本の文化変容 -その政治学的考察 -
平凡社 １９６８．１１ 篠原一／著
(４１４ｐ １９ｃｍ) れんが書房 １９７１．１０
解説 政治的人間(永井陽之介) 政治の極限にひそむもの 革命 (３９６ｐ ２０ｃｍ)
について(H.アーレント著 高坂正尭訳) パルチザンの理論(C. OH/31/461 1109082204
シュミット著 新田邦夫訳) 秩序と人間 堕落論(坂口安吾) 全
体主義権力の限界(D.リースマン著 永井陽之助訳) 情熱的な精
神状態(E.ホッファー著 永井陽之助訳) 肉体文学から肉体政治 ◆OH
まで(丸山貞男) 政治的成熟への道 職業としての政治(M.ヴェ 現代の視点 -２１２・０３２１- ７４号
ーバー著 脇圭平訳) 権力と人間(H.D.ラスウェル著 永井陽之 毎日新聞社広告局 １９７５．１０
介訳) 政治教育(M.オークショット著 阿部四郎訳) (１８４ｐ １９ｃｍ)

OH/31/425 1109079846 OH/31/600 1109086809

◆OH ◆OH
現代政治と政治学 現代マレーシア政治研究
升味準之輔／著 長井信一／著
岩波書店 １９６４．３ アジア経済研究所 １９７８．２
(３６８ｐ ２２ｃｍ) (３５４ｐ ２２ｃｍ)

OH/31/411 1109079697 アジア経済調査研究双書
OH/31/503 1109082550

◆OH
現代政治の課題 -一政治家の反省と考察-
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◆OH
現代民主政と政治学
京極純一／著 ◆OH
岩波書店 １９６９．４ 公務員制度
(３５４ｐ １９ｃｍ) 鵜飼信成，辻清明，長浜政寿／共編
政治 民主主義 日本－教育 勁草書房 １９５６．１

OH/31/259 1109071884 (３４０ｐ ２１ｃｍ)
比較政治叢書
公務員制度

◆OH OH/31/182 1109066991
現代ヨーロッパの悲劇 -分裂ドイツの真相-
朝広正利／著
東洋経済新報社 １９５９．８ ◆OH
(３６２，１０ｐ １９ｃｍ) 公務員に関する改革意見

OH/31/326 1109077659 臨時行政調査会 １９６４．９
(５４ｐ ２６ｃｍ)
公務員 人事行政

◆OH OH/31/214-14 1109326296
憲法制定時の社会的背景 -正しい憲法論議のために-
富原薫／著
憲法改正記念刊行会 １９６４．２ ◆OH
(４３７ｐ ２２ｃｍ) 公明党を折伏しよう -政治と宗教を理解するために-

OH/31/155 1109063626 塚本三郎／著
名南経済振興会 １９６９．７
(１８６ｐ １９ｃｍ)

◆OH 創価学会 日蓮宗
広域行政の改革に関する意見 OH/31/613 1109086908
臨時行政調査会 １９６４．９
(５８ｐ ２６ｃｍ)
広域行政 行政改革 ◆OH

OH/31/214-8 1109326239 公明党議員団 -連立・連合時代の中道革新党-
外山四郎／著
一光社 １９７５．１

◆OH (２７７ｐ １９ｃｍ)
後継者 -２１世紀のために大蔵省を飛び出した男- OH/31/513 1109082741
浜田卓二郎／著
りくえつ １９７９．１
(１９５，２６ｐ ２０ｃｍ) ◆OH

OH/31/805 1109336212 声なき声 -250万英霊にこたえる道-
板垣正／著
原書房 １９７８．１０

◆OH (２２７ｐ １８ｃｍ)
公社・公団等の改革に関する意見 OH/31/494 1109082469
臨時行政調査会 １９６４．９
(６３ｐ ２６ｃｍ)
公企業 行政管理 ◆OH

OH/31/214-6 1109326213 国際環境の変化
自由民主党広報委員会出版局 １９７９．８
(１３３ｐ ２１ｃｍ)

◆OH 自由民主党研修叢書
公社・公団等の改革に関する意見 -参考資料- OH/31/573-4 1109086585
臨時行政調査会 １９６９．９ OH/31/632 1109087070
(２６ｐ ２６ｃｍ)
公企業

OH/31/214-7 1109326221 ◆OH
国際関係の理論 -政治の力学と技術-
ヴィルヘルム・G・グレーヴェ／著 五十嵐智友，蔵原惟尭／訳

◆OH サイマル出版会 １９７０
黄塵万丈 -ある中国人の証言する日中事変秘録- (２７５ｐ １９ｃｍ)
夏文運／著 OH/31/665 1109088128
現代書房 １９６７．８
(２６５ｐ １８ｃｍ)

OH/31/383 1109078202 ◆OH
国際関係論の基本問題
板垣与一／著

◆OH 新紀元社編集部 １９６３．７
公正取引委員会違憲論その他の法律論集 -青木一男米寿記念出 (１０，３３９，６ｐ ２２ｃｍ)
版- OH/31/122 1109063386
青木一男／著
第一法規出版 １９７６．１１
(５５０ｐ ２２ｃｍ) ◆OH
公正取引委員会 国際共産主義勢力の現状 昭和４１年度版

OH/31/641 1109087161 公安調査庁 １９６６．１
(８３１ｐ ２１ｃｍ)
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OH/31/10 1109057917
◆OH

国政四季報 ’７９年夏　創刊号
◆OH 武市照彦／編

国際政治史 国政出版室 １９７９．５
岡義武／著 (３７０ｐ １９ｃｍ)
岩波書店 １９５５．１１ OH/31/673 1109088201
(８，３７４，５ｐ １８ｃｍ)
岩波全書

OH/31/145 1109063618 ◆OH
国政選挙と政党政治 -総合分析1945年～1976年-
杣正夫／編

◆OH 政治広報センタ－ １９７７．６
国際政治の指導理念 (５９６ｐ ２７ｃｍ)
田村幸策／著 OH/31/512 1109180404
鹿島研究所出版会 １９６９．１２
(３２５ｐ １９ｃｍ)
鹿島平和研究所選書 ◆OH
国際政治 国税庁三十年史

OH/31/275 1109072106 国税庁三十年史編集委員会／編
国税庁 １９７９．１２
(８８９ｐ ２６ｃｍ)

◆OH OH/31/60 1109310977
国際通貨展望 -円問題の周辺-
橋本清／著
鹿島研究所出版会 １９７２．１２ ◆OH
(３１１ｐ １９ｃｍ) 国土計画と都市開発

OH/31/595 1109086759 自由民主党広報委員会出版局 １９７９．８
(２７２ｐ ２１ｃｍ)
自由民主党研修叢書

◆OH OH/31/636 1109087112
国際連合 -平和への機構- OH/31/573-9 1109086635
アーネスト・Ａ．グロス／著 鹿島守之助／訳
鹿島研究所 １９６３．３
(１９０ｐ １９ｃｍ) ◆OH

OH/31/658 1109087328 国民協会十年の歩み
国民協会／編
国民協会 １９７２．６

◆OH (２８６ｐ ２２ｃｍ)
国際連合と平和と安全の維持 OH/31/52 1109058337
Ｌ．Ｍ．グッドリッチ／著 Ａ．Ｐ．サイモンズ／著 神谷龍男 OH/31/737 1109088995
［ほか］／共訳
日本外政学界 １９５９．６
(４４０ｐ ２２ｃｍ) ◆OH
国際連合研究選集 国民講座日本の安全保障 ３

OH/31/112 1109063287 原書房 １９６８．４
(２５３ｐ １９ｃｍ)
安全保障

◆OH OH/31/350 1109077949
国際連合の全貌
那須聖／著
日本外政学会 １９６２．９ ◆OH
(３５３ｐ １９ｃｍ) 国民講座日本の安全保障 ４

OH/31/140 1109063568 国民講座日本の安全保障編集委員会／編
原書房 １９６８．６
(２３７ｐ １９ｃｍ)

◆OH 日本の外交論議における理想主義と現実主義(高坂正尭) 中共
国策を考える 下 の文化大革命が日本の安全保障に及ぼす影響(森永和彦) 日本
木内信胤／著 関係の基本問題(渡辺善一郎) ベトナム以後の米韓関係(中保与
時事通信社 １９６４．６ 作) ベトナム戦争と日本の安全保障(小谷秀二郎) 日米安保体
(３０４ｐ １８ｃｍ) 制の経済的側面(原豊) 
時事新書 OH/31/305 1109073351

OH/31/16 1109057974

◆OH
◆OH 国民国家の形成と政治文化

国策を考える 上 日本政治学会／編
木内信胤／著 岩波書店 １９８０．３
時事通信社 １９６４．４ (２２５ｐ ２１ｃｍ)
(２３４ｐ １８ｃｍ) 年報政治学
日本－政治 国民形成への「文化主義」的接近-タイ国の政治的統合の論理 

OH/31/15 1109057966 矢野暢著. 中国における伝統的国家観と近代国家の形成 宇野
重昭著. インドの政治指導と国家建設 中村平治著. アラブの
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政治文化と国民形成-アイデンティティー・クライシスをめぐ OH/31/358 1109077790
る試論 板垣雄三著. アフリカにおける国家建設とアフリカ性
の問題について 小田英郎著. メキシコにおける現代権威主義
国家の形成 加茂雄三著. ブラジルー国民的統合の課題 福嶋正 ◆OH
徳著. フォーク・シンボルのネーション・シンボルへの転換- これが選挙だ -斎藤栄三郎かく戦えり　全国区１，１４７，９
オーストラリアにおけるネーションの社会的形成 川口浩著. ５１票-
学界展望-1977年 日本政治学会文献委員会著. 学会報告.日本 斎藤元一／著
政治学会年録 日本政治学会事務局著. 日新報道 １９７４．１２

OH/31/539 1109082980 (２１６ｐ １９ｃｍ)
選挙運動

OH/31/738 1109089001
◆OH

国連事務総長
入江啓四郎／著 ◆OH
日本国際問題研究所 １９６６．３ 混迷する政治 -その危機への模索-
(１８２ｐ １８ｃｍ) 日本政治総合研究所／編
国際問題シリーズ 日本経営出版会 １９７８．１

OH/31/442 1109082030 (２２８ｐ １８ｃｍ)
OH/31/502 1109082543

◆OH
国連と日本外交 ◆OH
日本国際政治学会／編 西園寺公と政局 第４巻
日本国際政治学会 １９６４．４ 原田熊雄／著
(９，１５８ｐ ２１ｃｍ) 岩波書店 １９５１．６
国際政治 (４７３ｐ ２２ｃｍ)

OH/31/59 1109058402 日本－歴史－昭和時代
OH/31/100 1109063188

◆OH
国家科学への道 ◆OH
大熊信行／著 西園寺公と政局 第３巻
再版 原田熊雄／著
東京堂 １９４２．４ 岩波書店 １９５１．４
(５３１ｐ ２１ｃｍ) (４１３ｐ ２２ｃｍ)

OH/31/212 1109067304 日本－歴史－昭和時代
OH/31/99 1109063162

◆OH
国家と情報 -日本の外交戦略を求めて- ◆OH
岡崎久彦／著 西園寺公と政局 第２巻
文藝春秋 １９８０．１２ 原田熊雄／著
(２３５ｐ ２０ｃｍ) 岩波書店 １９５０．１１
内容：国家と情報〔ほか７編〕 (２，９，４９９ｐ　図版２枚 ２２ｃｍ)
日本－対外関係 日本－歴史－昭和時代

OH/31/534 1109082931 OH/31/98 1109063147

◆OH ◆OH
国家の安全保障 西園寺公と政局 第１巻
Ｄ・Ｍ・アブシャー／編 Ｒ・Ｖ・アレン／編 実松譲／訳 原田熊雄／著
日本国際問題研究所 １９６６．５ 岩波書店 １９５０．６
(７３７ｐ ２２ｃｍ) (３０５ｐ ２２ｃｍ)
戦略 安全保障 日本－歴史－昭和時代

OH/31/224 1109067429 OH/31/97 1109063121

◆OH ◆OH
国家目標の発見 最近の国際共産主義運動 -フルシチョフ路線の解明-
神島二郎／著 公安調査庁 １９６３．３
中央公論社 １９７２．１ (４５７ｐ ２１ｃｍ)
(２６２ｐ ２０ｃｍ) OH/31/11 1109057925
中公叢書
日本－政治

OH/31/446 1109082063 ◆OH
ザ・モサド -世界最強の秘密情報機関-
デニス・アイゼンバーグ［ほか］／著 佐藤紀久夫／訳

◆OH 時事通信社 １９８０．９
この目で見たロシア革命 下巻 (２６２ｐ ２０ｃｍ)
嶋野三郎／著 情報機関－イスラエル
国民協会 １９７０．５ OH/31/581 1109086528
(２４４ｐ １８ｃｍ)
国民協会シリーズ
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◆OH 建設省四国地方建設局 １９６８．６
参議院 -その存在意義と問題点- (１１６４ｐ ２７ｃｍ)
森田重郎／著 OH/31/328 1109157857
ぎょうせい １９８０．４
(２５２ｐ ２０ｃｍ)

OH/31/541 1109083004 ◆OH
市政に夢を
中馬馨／著

◆OH 大阪都市協会 １９７２．３
サンケイ・日共言論裁判 -『自由』を賭けた闘いの記録- (６０１ｐ ２２ｃｍ)
サンケイ新聞／編 経歴・市政年表：ｐ５８９－５９８
サンケイ新聞社 １９７７．８ 大阪市
(５５９ｐ　図版 ２０ｃｍ) OH/31/601 1109086817
言論の自由 意見広告 日本共産党 産業経済新聞社

OH/31/615 1109086924
◆OH

実践としての学問 -日本的知性批判のために-
◆OH 高島善哉／著

三十二人目の大蔵委員長 第三出版 １９７１．１０
小淵恵三／著 (２５５ｐ １９ｃｍ)
未来産業研究会 １９７７．１０ OH/31/363 1109078004
(３３４ｐ １９ｃｍ)

OH/31/508 1109082600
◆OH

実存主義と政治
◆OH Ｍ．－Ａ．ビュルニエ／著 篠田浩一郎／訳

椎名裁定 -現場にみた椎名・三木の「信頼」から「破局」まで 紀伊国屋書店 １９６８．１２
 - (２６９ｐ ２０ｃｍ)
藤田義郎／著 フランス文学－歴史－２０世紀 実存主義 文学と政治
サンケイ出版 １９７９．９ OH/31/258 1109071876
(２５４ｐ １９ｃｍ)

OH/31/532 1109082915
◆OH

シティ・マネージャー -理念と実際-
◆OH 吉村正／著

自衛隊 東海大学出版会 １９７７．９
防衛庁長官官房広報課 １９６４．１１ (３０９ｐ １９ｃｍ)
(９６ｐ ２３ｃｍ) 政治科学シリーズ

OH/31/114 1109063303 地方行政－アメリカ合衆国 都市行政
OH/31/804 1109339158

◆OH
時間の政治学 ◆OH
永井陽之助／著 事典日本の課題
中央公論社 １９７９．１０ 総合研究開発機構／編
(２８７ｐ ２０ｃｍ) 学陽書房 １９７８．５
中公叢書 (６１，８０９ｐ ２２ｃｍ)
内容：経済秩序における成熟時間，政治的資源としての時間‐ 日本
「ベトナム戦争」再考， OH/31/220 1109067387
政治 時間論

OH/31/568 1109083244
◆OH

シベリヤより祖国への書 -日本民族建設の具体策要綱-
◆OH 伊東六十次郎／著

時局に対する提言 -政治力の回復を求めて- みつわ書房 １９５７．７
大平正芳／〔著〕 (４２３ｐ ２２ｃｍ)
［１９７６］ OH/31/8 1109057891
(８ｐ ２６ｃｍ)

OH/31/779 1109220036
◆OH

ジミー・カーターの世界 -南部人の精神構造-
◆OH Ｄ．クハルスキイ／著 柳生望／訳

資源小国　日本の挑戦 -日米原子力交渉物語- ヨルダン社 １９７７．６
核燃料サイクル問題研究会／編 (２７４ｐ １９ｃｍ)
日刊工業新聞社 １９７８．５ OH/31/606 1109086866
(１８２ｐ １９ｃｍ)
核燃料

OH/31/79 1109061604 ◆OH
市民革命の構造
高橋幸八郎／著

◆OH 御茶の水書房 １９５０．１２
四国地方建設局十年史 (２５８ｐ ２２ｃｍ)
建設省四国地方建設局／編 ヨーロッパ－経済－歴史 ヨーロッパ－政治 西洋史－近世
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OH/31/666 1109088136 社会主義
OH/31/84 1109061653

◆OH
市民参加 ◆OH
篠原一／著 社会主義ヒューマニズム 下
岩波書店 １９７７．４ エーリッヒ・フロム／著 城塚登／監訳
(２４７ｐ １９ｃｍ) 紀伊国屋書店 １９６７．７
現代都市政策叢書 (２４９ｐ ２０ｃｍ)
都市行政 地方自治 ヒューマニズム 社会主義

OH/31/529 1109082881 OH/31/249 1109071835

◆OH ◆OH
自民党史 社会主義ヒューマニズム 上
自民党史編纂委員会 エーリッヒ・フロム／編 城塚登／監訳
自民党史編纂委員会 １９６１．８ 紀伊国屋書店 １９６７．７
(８６，１０４ｐ ２７×３７ｃｍ) (２８９ｐ ２０ｃｍ)

OH/31/263 1109253771 ヒューマニズム 社会主義
OH/31/248 1109071934

◆OH
自民党つぎのドン ◆OH
毎日新聞社政治部／編 社会主義論
毎日新聞社 １９８０．１２ Ｊ．Ｓ．ミル／著 大前朔郎／訳
(２７３ｐ １９ｃｍ) 関書院 １９５８．９
政治家－伝記 (２３０ｐ １９ｃｍ)

OH/31/751 1109089696 関西学院大学経済学翻訳双書
社会主義

OH/31/85 1109061661
◆OH

自民党二大分裂 -ニッポン活性化の鍵となるか！？　ドキュメ
ント- ◆OH
山口比呂志／著 周恩来選集 上巻
徳間書店 １９８３．２ 森下修一／編訳
(２３４ｐ １９ｃｍ) 限定版
自由民主党 中国経済新聞社 １９７８．９
4-19-512681-9 (１３０９ｐ ２２ｃｍ)

OH/31/780 1109091841 中国－政治
OH/31/727 1109088565

◆OH
自民党よどこへ行く -ある都市議員の告発- ◆OH
石井一／著 周恩来選集　 下巻
日本生産性本部 １９７４．４ 森下修一／編訳
(２５３ｐ １９ｃｍ) 限定版

OH/31/521 1109082824 中国経済新聞社 １９７８．９
(１１８８ｐ ２２ｃｍ)
中国－政治

◆OH OH/31/728 1109088573
社会主義小史
Ｎ．マッケンジー／著 杉本俊朗／訳
如水書房 １９５３．１２ ◆OH
(２９９ｐ １９ｃｍ) 周恩来・中国の内外政策 上巻
社会主義－歴史 ［周恩来／著］ 森下修一／編訳

OH/31/87 1109061687 中国経済新聞社 １９７３．４
(１２８４ｐ ２２ｃｍ)
中国－外国関係

◆OH OH/31/693 1109088359
社会主義対資本主義
Ａ．Ｃ．ピグウ／著 北野熊喜男／訳
東洋経済新報社 １９５２．２ ◆OH
(１７１，１１ｐ １９ｃｍ) 周恩来・中国の内外政策 下巻
資本主義 社会主義 ［周恩来／著］ 森下修一／編訳

OH/31/86 1109061679 中国経済新聞社 １９７３．４
(１１８３ｐ ２２ｃｍ)
中国－外国関係

◆OH OH/31/694 1109088367
社会主義のはなし
高橋正雄／著
改訂版 ◆OH
再建社 １８５７．２ 衆議院委員会先例集 昭和５３年版
(２８６ｐ １９ｃｍ) 衆議院事務局 ［１９７８］
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(３３４，３６８ｐ ２２ｃｍ) 引揚問題
OH/31/553 1109083129 OH/31/413 1109079747

◆OH ◆OH
衆議院委員会先例集 昭和３８年版 充実の８０年代へ -第３回自由民主党夏季全国研修会講演記録
衆議院事務局 ［１９６３］ -
(３６，３３３，２４９ｐ ２２ｃｍ) 自由民主党 １９８０．５

OH/31/650 1109087252 (３５３ｐ ２１ｃｍ)
OH/31/604 1109086841

◆OH
衆議院議員選挙の実績 第１回～第３０回 ◆OH
公明選挙連盟／編 集団安全保障と日本外交
公明選挙連盟 １９６７．３ 大平善梧／著
(７５８ｐ ２７ｃｍ) 一橋書房 １９６０．４
選挙－統計 (３５４ｐ １９ｃｍ)

OH/31/704 1109163228 OH/31/51 1109058329

◆OH ◆OH
衆議院先例集 昭和３８年版 自由民主党十年の歩み
衆議院事務局 ［１９６３］ 自由民主党／編
(１０，６４９，１４２ｐ ２２ｃｍ) 自由民主党 １９６６．４

OH/31/651 1109087260 (３９６ｐ ３１ｃｍ)
OH/31/695 1109218618

◆OH
衆議院先例集 昭和５３年版 ◆OH
衆議院事務局 １９７８ 自由民主党大会資料 第４６回
(３，１０，６５，５８６，２４８ｐ ２２ｃｍ) 自由民主党 １９８６．１

OH/31/652 1109087278 (１５０ｐ ２６ｃｍ)
OH/31/795 1109317196

◆OH
衆議院文教委員会審議要録 自第４４回国会至第４６回国会 ◆OH
衆議院文教委員会調査室／編 自由民主党党史 〔本編〕
［出版者不明］ １９６４．１０ 自由民主党／編纂
(３８６ｐ ２１ｃｍ) 自由民主党 １９８７．１
衆文調資料第５７号 (１０９２，１９１ｐ ２７ｃｍ)

OH/31/798 1109340974 OH/31/264 1109157824

◆OH ◆OH
衆議院要覧 昭和４２年３月（丙） 自由民主党党史 証言・写真編
衆議院事務局 １９６７．３ 自由民主党／編纂
(３９５ｐ ２２ｃｍ) 自由民主党 １９８７．１
衆議院 (７５７，１６７ｐ ２７ｃｍ)

OH/31/698 1109088391 OH/31/265 1109157832

◆OH ◆OH
衆議院要覧 昭和５３年３月（丙） 自由民主党党史 資料編
衆議院事務局 １９７８．３ 自由民主党／編纂
(３１７ｐ ２２ｃｍ) 自由民主党 １９８７．１
衆議院 (１６０７ｐ ２７ｃｍ)

OH/31/699 1109088409 OH/31/266 1109157840

◆OH ◆OH
衆議院要覧 昭和５５年３月（丙） 自由民主党年報 昭和４１年，４２年
衆議院事務局 １９８０．３ 自由民主党／編
(３０１ｐ ２２ｃｍ) 自由民主党 １９６８．１
衆議院 (３０６ｐ ２１ｃｍ)

OH/31/700 1109088417 OH/31/415 1109079705

◆OH ◆OH
私有財産論 -在外財産補償要求運動史- 自由民主党年報 昭和４９年
北条秀一，城戸忠愛／共著 自由民主党／編
構造社 １９７１．３ 自由民主党 １９７４．８
(１５８ｐ　図 ２２ｃｍ) (２７４ｐ ２１ｃｍ)
付：参考文献 OH/31/640 1109087153
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◆OH
昭和大蔵省外史 中巻
昭和大蔵省外史刊行会／編 有竹修二／著

◆OH 財経詳報社 １９６９．９
自由民主党年報 昭和５１年 (５９８，５０ｐ ２２ｃｍ)
自由民主党／編 大蔵省－歴史
自由民主党 １９７７．４ OH/31/313 1109073435
(２４１ｐ ２１ｃｍ)

OH/31/640-2 1109095248
◆OH

昭和大蔵省外史 下巻
◆OH 今村武雄／著 昭和大蔵省外史刊行会／編

首座 財経詳報社 １９６８．１２
増田雅司郎／編 (１２，６０６，３４，４ｐ ２２ｃｍ)
政経解剖社 １９７０．９ 大蔵省－歴史
(２００ｐ １９ｃｍ) OH/31/314 1109073443

OH/31/449 1109082089

◆OH
◆OH 昭和政治史

首脳外交で世界はどう変わるか 中村菊男／著
ｅｉペングループ／著 慶應通信 １９５８．１
三修社 １９７９．６ (１４，３４８ｐ １９ｃｍ)
(２９０ｐ １９ｃｍ) OH/31/131 1109063477
８０年代日本の重要テーマ
国際政治 国際会議

OH/31/739 1109089019 ◆OH
昭和動乱私史 中
矢次一夫／著

◆OH 経済往来社 １９７１．１２
常識と核戦争 -原水爆戦争はいかにして防ぐか- (５７９ｐ ２２ｃｍ)
Ｂ．ラッセル／著 飯島宗享／訳 日本－歴史－昭和時代
理想社 １９５９．５ OH/31/772 1109091676
(１３８ｐ １９ｃｍ)

OH/31/510 1109082725
◆OH

植民政策講義及論文集
◆OH 新渡戸稲造／著 矢内原忠雄／編

消費者行政の改革に関する意見 岩波書店 １９４３．７
臨時行政調査会 １９６４．９ (４１８ｐ ２２ｃｍ)
(３４ｐ ２６ｃｍ) OH/31/104 1109061802
消費者問題

OH/31/214-10 1109326254
◆OH

食糧の安定確保
◆OH 自由民主党広報委員会出版局 １９７９．８

常民の政治学 (１３７ｐ ２１ｃｍ)
神島二郎／著 自由民主党研修叢書
伝統と現代社（発　売：現代ジャーナ　リズム出版会） １９ OH/31/573-7 1109086619
７２．６ OH/31/634 1109087096
(３４０ｐ ２０ｃｍ)

OH/31/349 1109077931
◆OH

試練にたつ社会主義
◆OH 菊地昌典／著

条約と国民 人文書院 １９７６．４
石本泰雄／著 (２７２ｐ ２０ｃｍ)
岩波書店 １９６０．３ 社会主義 共産主義
(６，２０２ｐ １８ｃｍ) OH/31/664 1109088110
岩波新書
条約

OH/31/184 1109067015 ◆OH
新　悪の論理 -日本のゲオポリティクはこれだ-
倉前盛通／著

◆OH 日本工業新聞社 １９８０．１
昭和大蔵省外史 上巻 (３９６ｐ １９ｃｍ)
昭和大蔵省外史刊行会／編 有竹修二／著 OH/31/498 1109082501
財経詳報社 １９６７．３
(６４４，１３ｐ ２２ｃｍ)
大蔵省－歴史 ◆OH

OH/31/423 1109213403 新旧の対決か調和か
石原慎太郎 賀屋興宣／著
経済往来社 １９６９．７
(２２６ｐ １９ｃｍ)
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OH/31/368 1109078053 時事通信社 １９６２．５
(６４１ｐ １９ｃｍ)

OH/31/1 1109057834
◆OH

新経済成長論と新平和主義
前尾繁三郎／著 ◆OH
ダイヤモンド社 １９７０．９ 人類に未来はあるか
(１２０ｐ １９ｃｍ) Ｂ．ラッセル／著 日高一輝／訳

OH/31/386 1109078269 理想社 １９６２．６
(１８８ｐ １９ｃｍ)

OH/31/759 1109089761
◆OH

新広域行政論 -明日の地方自治へ-
村田敬次郎／著 ◆OH
第一法規出版 １９６５．１ 随筆選挙参謀
(４４５ｐ ２２ｃｍ) 宇田川芳雄／編著

OH/31/291 1109073211 東洋経済新報社 １９７１．２
(ⅶ，２４４ｐ １９ｃｍ)

OH/31/648 1109087237
◆OH

新向会二十年の歩み -創立二十年記念-
千葉市小仲台新向会／編 ◆OH
千葉市小仲台新向会 １９６６．２ スウェーデンの核兵器問題
(２２５ｐ ２２ｃｍ) スウェーデン外交政策研究所／編 鹿島平和研究所／訳

OH/31/251 1109071850 鹿島研究所出版会 １９６７．１２
(３６８ｐ １９ｃｍ)
鹿島平和研究所選書

◆OH 核兵器
新説・山下経済学 -物価・景気・賃金- OH/31/394 1109079549
山下寅蔵／著
明日の経済社 １９７２．１２
(３５３ｐ ２７ｃｍ) ◆OH
景気 図解日本左翼勢力資料集成

OH/31/441 1109163210 田村隆治／編
中外調査会 １９７０．１２
(１１２６ｐ ２７ｃｍ)

◆OH OH/31/565 1109180941
新戦略と日本
土居明夫／著
時事通信社 １９６８．４ ◆OH
(３０８ｐ １９ｃｍ) 図説・日本の現状と将来
日本－国防 自由民主党広報委員会出版局 １９７９．８

OH/31/230 1109067478 (２５１ｐ ２１ｃｍ)
自由民主党研修叢書

OH/31/573-12 1109086668
◆OH OH/31/639 1109087146

慎太郎の政治調書
石原慎太郎／著
講談社 １９７０．７ ◆OH
(２６２ｐ １９ｃｍ) ストップ・ザ・汚職議員！ -市民運動の記録-

OH/31/433 1109157881 市川房枝／編著
新宿書房 １９８０．３
(２０５ｐ １９ｃｍ)

◆OH 巻末：年表
新帝国主義 選挙運動 国会議員
Ｈ．Ｓ．ワトソン／著 直井武夫／訳 OH/31/569 1109083251
自由アジア社 １９６３．１０
(２４２ｐ １９ｃｍ)
帝国主義 ソヴエト連邦－政治 ◆OH

OH/31/63 1109058444 政界五十年思い出の人々
宇田国栄／著
新政研究会 １９７９．６

◆OH (５５３ｐ １９ｃｍ)
新保守主義の政治哲学 政治家
早川崇／著 OH/31/726 1109088557
泰流社 １９７９．５
(２９０ｐ ２２ｃｍ)

OH/31/540 1109082998 ◆OH
政界二十五年 -実録-
宮崎吉政／著

◆OH 読売新聞社 １９７０．２
新保守党史 (３２６ｐ １９ｃｍ)
宮本吉夫／著 OH/31/272 1109072072
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岩波書店 １９７１．１
(３５９ｐ ２２ｃｍ)

◆OH OH/31/428 1109079861
政界入門 -現代アメリカの政治技術-
ジョン・Ｆ・ケネディ他／著 中曽根康弘／訳 渡邉恒雄／訳
弘文堂 １９６２．２ ◆OH
(１２，２４４ｐ １９ｃｍ) 政治意識の分析

OH/31/141 1109063576 京極純一／著
東京大学出版会 １９６８．９
(３０９ｐ ２２ｃｍ)

◆OH 政治学
政界風土記 OH/31/427 1109079853
武市照彦／編著
国政出版室 １９７４．１０
(５９４ｐ １９ｃｍ) ◆OH

OH/31/722 1109088516 政治を見る目
西島芳二／著
有紀書房 １９６１．４

◆OH (２３６ｐ ２０ｃｍ)
清河のほとりで -蒙疆、張家口大使館の思ひで- 政治
由比良一／［ほか］編 OH/31/162 1109063691
清河会事務局 １９７７．１０
(１８４ｐ ２１ｃｍ)
内容:張家口と私 赤城啓太郎著.張家口の想い出 青木キクヨ著 ◆OH
.蒙彊回顧録 岩崎民男著.黄塵万丈 井上和子著.私の蒙古時代 政治家史論
の想い出 石井今朝之助著.忘却よりの発見 大野光次著.思い出 板倉卓造／著
 小野満忠二著.ああ蒙彊清河の流れよ 北城俊雄著.張家口の想 慶應通信 １９５４．１０
いで 清島信之著.大東亜戦争突入現地応召・敗戦・引揚まで (２６０ｐ １９ｃｍ)
木田定保著.昔の夢・今の夢 工藤広忠著.蒙彊張家口での憶い OH/31/77 1109061588
で 小西正義著.内蒙古の思い出を辿って 近藤達雄著.想い出 
酒師秀雄著.,内蒙古の想い出 佐藤茂康著.無題!! 幸脇恭雄著.
張家口の想い出 白石梅男著.張家口の想い出 渋谷ゆき著.張家 ◆OH
口の旅 杉浦正治著.清河の交わりを次の世代へ 薗部竜一著.張 政治家の終り
家口の思い出 高橋宏寿著.張家口の想い出 滝川清志著.張家口 ジャン・バレー／著 内山敏／訳
の想い出 富谷慶子著.カルガンの思い出 中山智子著.内蒙古の 竹内書店 １９６５．９
思い出 橋場由之著.張家口の想い出 別所文吉著.張家口の想い (２３０ｐ １９ｃｍ)
出 宮城英六郎著.張家口の想い出 宮本泰男著.張家口の想い出 OH/31/33 1109058147
 山下実・徳子著.,蒙彊の想い出 由比良一著.張家口の思い出 
由比祥子著.在蒙時代 和田伍男著.内蒙古追憶の断想 渡部豊著

OH/31/697 1109088383 ◆OH
政治家の終り
ジャン・バレー／著 内山敏／訳

◆OH 竹内書店 １９６５．９
政権 (２３０ｐ １９ｃｍ)
毎日新聞社／編 現代人叢書
毎日新聞社 １９７０．８ 政治学
(２６２ｐ １９ｃｍ) OH/31/760 1109089779

OH/31/355 1109077766

◆OH
◆OH 政治家の歳時記

政治 -個人と統合- 前尾繁三郎／著
阿部斉，有賀弘，斎藤真／共著 誠文堂新光社 １９６０．８
東京大学出版会 １９６７．１０ (４１１ｐ １９ｃｍ)
(２６９ｐ １９ｃｍ) OH/31/274 1109072098
ＵＰ選書
政治学

OH/31/369 1109078061 ◆OH
政治家の条件
Ｈ．ティラー／著 海保真夫／訳

◆OH 至誠堂 １９６７．５
政治 -動態分析- (２３２ｐ １９ｃｍ)
Ｈ．Ｄ．ラスウェル／著 久保田きぬ子／訳 OH/31/448 1109082071
岩波書店 １９５９．１
(８，２１０ｐ １９ｃｍ)
岩波現代叢書 ◆OH
政治学 政治経済学の方法

OH/31/17 1109057982 板垣与一／著
日本評論社 １９４２．２
(４７３ｐ ２２ｃｍ)

◆OH OH/31/325 1109077642
政治意識の研究
永井陽之助／著
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◆OH
◆OH 政治の論理

政治地理学概論 Ｔ．Ｄ．ウェルドン／著 永井陽之助／訳
佐藤弘／著 紀伊国屋書店 １９６８．４
柁谷書院 １９３９．９ (２８４ｐ ２０ｃｍ)
(３５３ｐ ２３ｃｍ) OH/31/379 1109078160

OH/31/208 1109067262

◆OH
◆OH 政治ハンドブック 昭和５５年１月版（通巻１０号）

政治的対話篇 宮川隆義／編
モーリス・クランストン／著 山下重一／［ほか訳］ 政治広報センタ－ １９８０．１
みすず書房 １９７３．６ (３７９ｐ １９ｃｍ)
(２９９，１１ｐ ２０ｃｍ) 日本－政治－名簿

OH/31/560 1109083178 OH/31/621 1109086981

◆OH ◆OH
政治哲学におけるイデオロギー -学説史的研究と現代イデオロ 政治ハンドブック 昭和５３年２月版（通巻８号）
ギー- 宮川隆義／編
Ｈ．Ｍ．ドラッカー／著 森本哲夫／訳 政治広報センタ－ １９７８．１
法律文化社 １９７９．６ (３７４ｐ １９ｃｍ)
(２１４ｐ ２２ｃｍ) 日本－政治－名簿

OH/31/563 1109083202 OH/31/467 1109081941

◆OH ◆OH
政治哲学の急務 青少年行政の改革に関する意見
田辺元／著 臨時行政調査会 １９６９．９
改訂版 (４３ｐ ２６ｃｍ)
筑摩書房 １９４７．１ 行政事務
(１３８ｐ １８ｃｍ) OH/31/214-9 1109326247
政治哲学

OH/31/164 1109063717
◆OH

政治理想
◆OH Ｂ．ラッセル／著 牧野力／訳

政治とは何か 理想社 １９６３．９
後藤田正晴／著 (１１５ｐ １９ｃｍ)
講談社 １９８８．３ OH/31/273 1109072080
(２１０ｐ ２０ｃｍ)
日本－政治・行政
4-06-202651-1 ◆OH

OH/31/674 1109088219 政党
ジェームズ・ジャップ／著 磯部忠男／訳
経林書房 １９７８．５

◆OH (１９２ｐ １９ｃｍ)
政治における人間性 OH/31/626 1109087021
グレーアム・ウォーラス／著 石上良平／訳 川口浩／訳
創文社 １９５８．６
(２，７，２６５，６ｐ ２２ｃｍ) ◆OH
名著翻訳叢書 政党論
政治学 山田一郎／著

OH/31/103 1109061794 鯨岡兵輔出版会 １９７４．１２
(１８２ｐ １９ｃｍ)

OH/31/518 1109082790
◆OH

政治について
Ｄ．リースマン／著 永井陽之助／訳 ◆OH
みすず書房 １９６８．５ 西南アジア・アフリカ総覧
(１００，８ｐ ２１ｃｍ) 国際日本協会／編
現代論集 ; １ 国際日本協会 １９５７．５

OH/31/269 1109072049 (８４２ｐ ２２ｃｍ)
西南アジア－社会 アフリカ－社会

OH/31/199 1109067148
◆OH

政治の弁証
バーナード・クリック／著 前田康博／訳 ◆OH
岩波書店 １９６９．１２ 青年の政治教室 - '70年代のビジョン-
(２２６ｐ １９ｃｍ) 黒木利克／著

OH/31/270 1109072056 福祉新聞社 １９７０．５
(３７１ｐ １９ｃｍ)

OH/31/488 1109082410
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フリードリッヒ＝マイネッケ／著 矢田俊隆／訳
◆OH 岩波書店 １９６８．７

政府と人民 (３６０ｐ １９ｃｍ)
Ｒ．Ｈ．Ｓ．クロスマン／著 小松春雄／訳 OH/31/301 1109073310
岩波書店 １９５５．１０
(１１，３１０，１３ｐ　図版１枚 １９ｃｍ)
時代の窓 ◆OH
政治－歴史 世界情勢と米国 １９６０

OH/31/142 1109063584 ステビンス・Ｐ．リチャード／著 鹿島守之助／訳
鹿島研究所 １９６１．１０
(３７９，３８ｐ ２１ｃｍ)

◆OH アメリカ合衆国－対外関係
政変昭和秘史　 -戦時下の総理大臣たち- 上 OH/31/6 1109057875
矢次一夫／著
サンケイ出版 １９７９．７
(４７８ｐ ２２ｃｍ) ◆OH

OH/31/705 1109088458 世界情勢と米国 １９６４
ジュリース・ディヴィッズ／著 鹿島守之助／訳
鹿島研究所 １９６５．１２

◆OH (４３４，２７ｐ １９ｃｍ)
政変昭和秘史　 -戦時下の総理大臣たち- 下 アメリカ合衆国－対外関係
矢次一夫／著 OH/31/31 1109058121
サンケイ出版 １９７９．７
(４６５ｐ ２２ｃｍ)

OH/31/706 1109088466 ◆OH
世界情勢と米国 １９６７
リチャード・Ｐ．ステビンス／著 鹿島平和研究所／訳

◆OH 鹿島研究所出版会 １９６９．２
蛻變中的毛共政権與大陸情勢 (１３，５３７，４３ｐ １９ｃｍ)
陳建中／編著 アメリカ合衆国－対外関係
中央文物供応社 １９７０．６ OH/31/548 1109083079
(３９０，２ｐ ２１ｃｍ)

OH/31/416 1109079762
◆OH

世界情勢と米国 １９６１
◆OH リチャード・Ｐ．ステビンス／著 鹿島守之助／訳

政務次官日誌 鹿島研究所 １９６２．１１
今井勇／著 (４１１，３４ｐ １９ｃｍ)
勇進会連合会 １９７８．１２ 巻末：索引
(２８０ｐ ２２ｃｍ) アメリカ合衆国－対外関係

OH/31/183 1109067007 OH/31/28 1109058097

◆OH ◆OH
西洋政治史 世界情勢と米国 １９６３
今井登志喜／著 リチャード・Ｐ．ステビンス／著 鹿島守之助／訳
岩波書店 １９５２．１ 鹿島研究所出版会 １９６４．１１
(１３９，３ｐ １９ｃｍ) (４５８ｐ １９ｃｍ)
ヨーロッパ－政治－歴史 国際関係 アメリカ合衆国－対外関係

OH/31/127 1109063436 OH/31/30 1109058113

◆OH ◆OH
西洋政治思想史 世界情勢と米国 １９６２
原田鋼／著 リチャード・Ｐ・ステビンス／著 鹿島守之助／訳
新訂 鹿島研究所 １９６３．１１
有斐閣 １９５８．２ (４２８，３３ｐ １９ｃｍ)
(６，４２８，８ｐ １９ｃｍ) アメリカ合衆国－対外関係
有斐閣全書 OH/31/29 1109058105
巻末：人名索引

OH/31/126 1109063428
◆OH

世界情勢と米国 １９６５
◆OH リチャード・Ｐ．ステビンス／著 鹿島平和研究所／訳

世界革命と日本 -中日関係講演集- 鹿島研究所 １９６６．１２
何応欽／著 (４４４，４０ｐ １９ｃｍ)
時事通信社 １９７０．３ アメリカ合衆国－対外関係
(２３９ｐ １９ｃｍ) OH/31/302 1109073328

OH/31/303 1109073336

◆OH
◆OH 世界情勢と米国 １９６６

世界市民主義と国民国家 -ドイツ国民国家発生の研究- １ リチャード・Ｐ．ステビンス／著 鹿島平和研究所／訳
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鹿島研究所 １９６７．１２ 見返し：イスラム地図
(５０９，３８ｐ １９ｃｍ) 石油輸出国機構
アメリカ合衆国－対外関係 OH/31/549 1109083087

OH/31/32 1109058139

◆OH
◆OH １９３０年代中国の研究

世界のなかの日本 藤井昇三／編
鹿島平和研究所／編 アジア経済研究所 １９７５．１１
鹿島平和研究所 １９８０．６ (４２０ｐ ２２ｃｍ)
(３５１ｐ １９ｃｍ) アジア経済調査研究双書
内容：日本外交の基本的諸問題(鹿島守之助) 日米関係 日米関 OH/31/593 1109086734
係の課題(加瀬俊一) 日米経済関係(西山千明) 日ソ関係 ソ連
の世界政策と日ソ関係(法眼晋作) 日ソ経済関係展望(野々村一
雄) 日中関係 日中関係概観(石川忠雄) 日中経済関係・現状と ◆OH
将来(前田寿夫) ヨーロッパ情勢 変貌するヨーロッパ(中川融) １９７０年 -安保改定へのアプローチ-
 ヨーロッパの経済情勢概観(鶴見清彦) 開発途上国問題 新情 読売新聞国際情勢調査会／編
勢の中の東南アジア(矢野暢) 中近東・アフリカと日本(高橋通 読売新聞社 １９６６．１２
敏) ラテン・アメリカ諸国の動向(賀川俊彦) 日本の安全保障( (４０５ｐ １９ｃｍ)
猪木正道) 文化交流の問題点(ヨゼフ・ピタウ) 世界経済と日 OH/31/288 1109072288
本(稲村光一) 資源問題(中曽根康弘) 対外政策と国際社会-日
米関係の歴史を振り返って(平泉渉) 

OH/31/582 1109086536 ◆OH
選挙の戦術・戦略
自由民主党広報委員会出版局 １９７９．８

◆OH (２４４ｐ ２１ｃｍ)
世界の日本 -政策解説- 自由民主党研修叢書
自由民主党政務調査会／編 OH/31/631 1109087062
自由民主党広報委員会 １９６３．１０ OH/31/573-3 1109086577
(２１３ｐ １９ｃｍ)

OH/31/139 1109063550
◆OH

全国知事会続十年史
◆OH 全国知事会 １９６７．１０

世界の日本 -政策解説- (１８３ｐ ２２ｃｍ)
自由民主党政務調査会／編 OH/31/308 1109073385
自由民主党広報委員会 １９６４．９
(２１３ｐ １８ｃｍ)
自由民主党 ◆OH

OH/31/160 1109063675 全国知事会続十年史―資料編―
全国知事会 １９６７．１０
(９３８ｐ ２１ｃｍ)

◆OH OH/31/309 1109073393
世界の読み方 -的確な未来を知る技術-
竹村健一／著
太陽企画出版 １９８２．３ ◆OH
(２５０ｐ １９ｃｍ) 全国町村議会名鑑 -創立２０周年記念　全国町村議員会館建設
日本の進路シリーズ 記念-

OH/31/686 1109088318 全国町村議会議長会／著
全国町村議会議長会 １９６９．４
(７７０ｐ ２７ｃｍ)

◆OH OH/31/625 1109218568
世界不動産会議報告 第１６回　１９６５年　ブリュッセル
野田卯一／編
世界不動産連盟日本支部 １９６５．１２ ◆OH
(１９３ｐ　 ２１ｃｍ) 戦後主要左翼事件回想

OH/31/181 1109066983 警察庁警備局／編
警察庁警備局 １９６８．１
(２８３ｐ ２２ｃｍ)

◆OH 日本共産党 共産主義－日本
世界平和への正しい道 OH/31/241 1109071819
クーデンホーフ・カレルギー／著 鹿島守之助／訳
鹿島研究所出版会 １９６３．９
(２０５ｐ １８ｃｍ) ◆OH
平和 戦後総理大臣の研究

OH/31/23 1109058048 菊池久／著
ちはら書房 １９８０．１
(２２２ｐ １９ｃｍ)

◆OH 政治家
石油帝国の陰謀 -イスラム・パワーの内幕- OH/31/542 1109083012
森詠／著
時事通信社 １９８０．７
(２９４ｐ ２０ｃｍ)
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◆OH
戦後における日本共産党の選挙結果 -地方選挙の部-
公安調査庁 ［１９６？］ ◆OH
(１８７ｐ ２６ｃｍ) 祖国の安泰と民族繁栄のための基本問題

OH/31/13 1109057941 青木一男／著
青木一男後援会 １９６５．２
(１１８ｐ ２１ｃｍ)

◆OH 国際関係
戦後日本の思想と政治 OH/31/180 1109066975
関嘉彦 林健太郎／著
自由社 １９７１．３
(２９３ｐ １８ｃｍ) ◆OH
自由選書 外から見た近代日本 -明治維新と南北戦争-
関嘉彦[編] 中立主義者の国際政治観,社会主義と国際政治,戦 佐伯彰一／著
後日本の民主主義,大学問題の思想的背景,民主主義の復権. 林 日本経済新聞社 １９８０．８
健太郎[編] 戦後二十年の政治力学,朝日新聞安保特集批判,戦 (２０３ｐ １９ｃｍ)
後の意味,日本における「文化大革命」の問題点,現代の神話・ 内容：明治維新と南北戦争〔ほか４編〕
パリ=コンミューン. 日本－歴史－近代

OH/31/389 1109078293 OH/31/572 1109083285

◆OH ◆OH
戦後の国会と私 -随想- ソヴィエト外交史研究
高瀬伝／著 田村幸策／著
霞ケ関出版 １９６９．３ 鹿島研究所出版会 １９６５．６
(２６２ｐ １９ｃｍ) (４０８ｐ １９ｃｍ)
日本－政治－歴史－昭和時代 OH/31/37 1109058188

OH/31/254 1109071942

◆OH
◆OH ソビエト外交の発想

前進する日本 -政策解説- 谷畑良三／著
自由民主党政務調査会／編 三修社 １９７９．３
自由民主党広報委員会 １９６２．４ (２４９ｐ １９ｃｍ)
(３３４ｐ １９ｃｍ) OH/31/724 1109088532
日本－政治 OH/31/527 1109082865

OH/31/159 1109063667

◆OH
◆OH ソビエト政治史話

総合安全保障 木下広居／著
自由民主党広報委員会出版局 １９７９．８ 時事通信社 １９６０．５
(１１３ｐ ２１ｃｍ) (２１６ｐ １９ｃｍ)
自由民主党研修叢書 ロシア－政治－歴史

OH/31/573-6 1109086601 OH/31/89 1109061703
OH/31/633 1109087088

◆OH
◆OH ソ連外交政策の戦略と戦術

総攻撃開始 続 Ｊ．Ｍ．マッキントッシュ／著 鹿島守之助／訳
葉山敏夫／著 鹿島研究所出版会日本国際問題研究所 １９６４．６
日本政治経済調査機構出版局 １９７８．３ (４，３８８，１８ｐ ２２ｃｍ)
(３０１ｐ １９ｃｍ) ソヴェト連邦－対外関係
日本－政治・行政 OH/31/58 1109058394

OH/31/646 1109087211

◆OH
◆OH ソ連共産党の新路線と対日人民戦線攻勢

総選挙実戦の手引 -選挙運動員必携- 高谷覚蔵／著
自由民主党広報委員会出版局／編 綜合文化社 １９５６．７
６版 (９８ｐ １７ｃｍ)
自由民主党広報委員会出版局 １９８０．５ OH/31/267 1109072023
(２３１ｐ １９ｃｍ)

OH/31/67 1109058485
◆OH

ソ連・中共研究資料
◆OH 自由民主党外交調査会 １９６６．７

総選挙実践の手引 -選挙運動員必携- (１７４ｐ ２５ｃｍ)
自由民主党選挙対策委員会／編 OH/31/479 1109082006
自由民主党広報委員会出版局 １９７６．８
(１９１ｐ １９ｃｍ)
選挙運動 ◆OH

OH/31/244 1109071827 村長後日物語 -随感随想-
中尾彰良／著
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技報堂 １９５６．１０
(２５５ｐ １９ｃｍ)

OH/31/151 1109064673 ◆OH
第三世界の政治
Ｊ．Ｄ．Ｂ．ミラー／著  深津栄一 牧田幸人／共訳

◆OH 鹿島研究所出版会 １９７１．１１
村長後日物語 -黎明日本の叫び- 続 (１７５ｐ １９ｃｍ)
中尾彰良／著 OH/31/469 1109082261
北能新報社 １９５９．７
(２５５ｐ １９ｃｍ)

OH/31/152 1109064681 ◆OH
大衆運動
エリック・ホッファー／〔著〕 高根正昭／訳

◆OH 紀伊国屋書店 １９６９．５
孫文先生選集 (１９４ｐ ２０ｃｍ)
中華民国各界記念 国父百年誕辰学術編纂委員会／編 大衆運動
中華民国国父孫文先生百年誕辰紀念会 １９６５．１１ OH/31/243 1109067593
(４０７ｐ １９ｃｍ)

OH/31/480 1109082337
◆OH

大衆国家と独裁 -恒久の革命-
◆OH ジグマンド・ノイマン／〔著〕 岩永健吉郎／〔ほか〕訳

孫文先生対日言論選集 みすず書房 １９６０．１
孫文／〔著〕 中華民国各界記念 国父百年誕辰学術編纂委員会 (２９５ｐ １９ｃｍ)
／編 独裁政治
中華民国国父孫文先生百年誕辰記念会 １９６５．１１ OH/31/14 1109057958
(１０４ｐ １８ｃｍ)

OH/31/470 1109082279
◆OH

大東合邦論 -現代訳-
◆OH 樽井藤吉／著 影山正治／訳

対外援助と外交政策 大東塾出版部 １９６３．３
Ｅ．Ｓ．メイソン／著 鹿島守之助／訳 (９０ｐ １９ｃｍ)
鹿島研究所出版会 １９６５．４ OH/31/327 1109077667
(１４５，８ｐ １９ｃｍ)
アメリカ合衆国－対外関係

OH/31/56 1109058378 ◆OH
大統領になる方法 上
Ｔ．Ｈ．ホワイト／著 渡辺恒雄，小野瀬嘉慈／訳

◆OH 弘文堂 １９６４．５
大国の自制 -今の世界の構造を分析すれば- (３３５ｐ １９ｃｍ)
ジョージ．Ｗ．ボール／著 佐藤剛／訳 OH/31/191 1109067080
時事通信社 １９６８．９
(６，５８１ｐ １９ｃｍ)

OH/31/395 1109079556 ◆OH
大統領の紋章 -ジョンソン政治の内幕 -
大森実／著

◆OH 潮出版社 １９６６．０９
第５１回国会成立法律集 (２００ｐ １８ｃｍ)
自由民主党広報委員会出版局 １９６６．７ 潮新書
(２０３ｐ １９ｃｍ) OH/31/27 1109058089
日本－法令

OH/31/156 1109063634
◆OH

第二期南北対話の開幕と膠着
◆OH 韓国国際文化協会 １９８６．１２

第三次世界大戦の防止 (３４ｐ ２１ｃｍ)
モートン・ドイッチェ，ウイリアム・エバン，キンシィ・ライ OH/31/801 1109326098
ト／編 鹿島守之助／訳
鹿島研究所 １９６５．３
(５５１，１８ｐ ２２ｃｍ) ◆OH
国際問題 対米外交・対中外交

OH/31/225 1109067437 中丸薫／著
サイマル出版会 １９７１
(２０５ｐ １９ｃｍ)

◆OH 日本－外国関係－アメリカ合衆国 日本－外国関係－中国
第三世界の構造と動態 OH/31/612 1109086890
西川潤／著
中央公論社 １９７７．４
(３３１ｐ ２０ｃｍ) ◆OH
中公叢書 太平天国革命
発展途上国 梨本祐平／著

OH/31/599 1109086791 中央公論社 １１９４２．５
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(４４０ｐ １９ｃｍ) (１６０ｐ １９ｃｍ)
OH/31/166 1109063733 国際政治

OH/31/356 1109071967

◆OH
太平洋の世紀と日本 -成長トライアングルの形成- ◆OH
青木健／著 地球時代の逆発想
有斐閣 １９８５．７ 竹村健一／著
(２９１ｐ １９ｃｍ) 読売新聞社 １９８０．４
有斐閣選書 (２１０ｐ ２０ｃｍ)
4-641-02458-8 OH/31/685 1109088300

OH/31/364 1109078012

◆OH
◆OH 知事公館の庭

太平洋の彼岸 -日米関係の史的検討- 堂垣内尚弘／著
エドウィン・オールドファーザー・ライシャワー／著 高松棟 北書房 １９７４．９
一郎／訳 (２３９ｐ １８ｃｍ)
日本外政学会 １９６１．３ OH/31/667 1109088144
(４３７ｐ １９ｃｍ)
日本－対外関係－アメリカ合衆国

OH/31/20 1109058014 ◆OH
地方行政の管理と改革
田中守／著

◆OH 第一法規出版 １９６７．４
第４８回国会成立法律集 (２４６ｐ ２１ｃｍ)
自由民主党広報委員会出版局 １９６５．７ OH/31/419 1109079820
(１８３ｐ １９ｃｍ)
日本－法令

OH/31/21 1109058022 ◆OH
OH/31/148 1109064640 地方自治のあり方

自由民主党広報委員会出版局 １９７９．８
(１６４ｐ ２１ｃｍ)

◆OH 自由民主党研修叢書
台湾の現実と日中関係 -台湾ナショナリズムの動向を中心に- OH/31/638 1109087138
現代アジア社会思想研究会／編著 OH/31/573-11 1109086650
現代アジア社会思想研究会 １９６５．７
(１４５ｐ ２１ｃｍ)

OH/31/194 1109067114 ◆OH
OH/31/60 1109058410 地方自治の一断面

門司亮／著
全国加除法令出版 １９７４．４

◆OH (３５１ｐ ２２ｃｍ)
田中総理初の訪中記録 OH/31/670 1109088177
日本新聞図書出版会 １９７３．５
(図５４枚　解説６５p  ３１×３７ｃｍ)
田中角栄 ◆OH

OH/31/578 1109246668 地方復権の政治思想 -人間から出発する政治をめざして -
白川勝彦／著
日本地域社会研究所 １９７８．８

◆OH (３０９ｐ ２０ｃｍ)
田中内閣総理大臣演説集 OH/31/656 1109087302
〔田中角栄〕／〔述〕
日本広報協会 １９７５．２
(５７６ｐ ２１ｃｍ) ◆OH
日本－政治 中央省庁に関する改革意見

OH/31/774 1109091692 臨時行政調査会 １９６４．９
(４１ｐ ２６ｃｍ)
行政改革

◆OH OH/31/214 1109067320
誰も言わない政治の内幕
斎藤栄三郎／著
日本経済通信社 １９８０．１２ ◆OH
(２１９ｐ １９ｃｍ) 中華人民共和国外交資料総覧
ＮＫＴブックス アジア政経学会／編
日本－政治 一橋書房 １９６０．４

OH/31/747 1109089092 (１０９９ｐ ２７ｃｍ)
中国－外国関係

OH/31/197 1109157808
◆OH

力と外交
ディーン・アチソン／著 木村時夫／訳 ◆OH
自由アジア社 １９６０．３ 中共の内幕
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金雄白／著 本郷賀一／訳 4-377-20694-X
時事通信社 １９６２．８ OH/31/509 1109082717
(３６４ｐ １９ｃｍ)

OH/31/35 1109058162
◆OH

中国のすべて
◆OH 企画監修：福田恒存

中共の外交政策 高木書房 １９７３
Ｒ．Ｇ．ボイド／著 鹿島守之助／訳 (３０８ｐ ２０ｃｍ)
鹿島研究所出版会 １９６４．１２ 日本の将来
(１９４，９ｐ １９ｃｍ) 内容：中国の内政問題（出席者：大川次郎等）　中国の経済問
中華人民共和国－対外関係 題（出席者：加藤寛等）　中国の外交問題と日米関係（出席者

OH/31/62 1109058436 ：石川忠雄等）
中国（１９４９～中華人民共和国）－政治 中国（１９４９～
中華人民共和国）－経済 中国（１９４９～中華人民共和国）

◆OH －外国関係
中共問題我観 OH/31/643 1109087187
苗剣秋／著
時事通信社 １９６２．５
(１５５ｐ １８ｃｍ) ◆OH
時事新書 中国のなかのソ連
中国－政治 蒋介石／著 寺島正／訳

OH/31/186 1109067031 時事通信社 １９６２．１１
(４１５ｐ １９ｃｍ)
中華民国－政治

◆OH OH/31/5 1109057867
中共問題再観
苗剣秋／著
時事通信社 １９６４．７ ◆OH
(１６６ｐ １８ｃｍ) 中国の問題
中国－政治 ラッセル／著 牧野力／訳

OH/31/257 1109071975 理想社 １９７１．１
(３４１，９ｐ １９ｃｍ)

OH/31/457 1109082162
◆OH

中国をみつめて -私の香港通信-
中嶋嶺雄／著 ◆OH
文藝春秋 １９７１．８ 中国本土に関する米国の政策 -米国上院外交委員会公聴会記録
(２２２ｐ ２０ｃｍ) 　上-

OH/31/597 1109086775 野末賢三／訳
日本国際問題研究所 １９６６．１２
(３７６ｐ １８ｃｍ)

◆OH 国際問題シリーズ
中国革命の思想 OH/31/474 1109082295
野村浩一／著
岩波書店 １９７１．２
(６，３７２ｐ １９ｃｍ) ◆OH

OH/31/444 1109082055 中国民族の特性
池田正之輔／著
内外事情研究所 １９７５

◆OH (２５４ｐ １９ｃｍ)
中国政治経済綜覧 昭和３７年度版 中国－歴史 中国民族
アジア政経学会／編 OH/31/511 1109082733
日刊労働通信社 １９６２．１
(１４４０ｐ ２２ｃｍ)
中国－政治 中国－経済 ◆OH

OH/31/205 1109067205 中ソ国境紛争の背景
坂本直道／著
鹿島研究所出版会 １９７０．１２

◆OH (７，４０９，３ｐ １９ｃｍ)
中国と東アジアの主要諸国 -ソ連・日本・アメリカ- 鹿島平和研究所選書
Ａ・ドーク・バーネット／著 塩崎潤／訳 OH/31/385 1109078251
今日社 １９６７９．２
(３９３ｐ ２２ｃｍ)

OH/31/806 1109336279 ◆OH
中ソ論争主要文献集
欧ア協会／編

◆OH 日刊労働通信社 １９６５．５
中国に革命を -先駆的言論人鄒韜奮- (２０５１ｐ ２２ｃｍ)
穆欣／編著 田島淳／訳 中ソ対立 共産主義
サイマル出版会 １９８６．２ OH/31/201 1109067163
(４８１ｐ ２０ｃｍ)
巻末：鄒韜奮の年譜と著作
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◆OH
◆OH 帝国主義と知識人 -イギリスの歴史家たちと西インド-

中日関係と世界の前途 Ｅ．ウィリアムズ／著 田中浩／訳
何応欽／著 中日文化経済協会／編 岩波書店 １９７９．４
再版 (１８，３９４，６ｐ １９ｃｍ)
正中書局 １９７７．１０ 巻末：文献目録
(３９３ｐ ２２ｃｍ) イギリス－歴史－近世 西インド諸島－歴史 植民政策

OH/31/537 1109082964 OH/31/561 1109083186

◆OH ◆OH
中日関係と中共の陰謀 帝国主義の終末
何応欽／著 ジョン・ストレイチイ／［著］ 関嘉彦／ほか訳
青年思想研究会 １９７４．９ 東洋経済新報社 １９６２．５
(２８６ｐ ２０ｃｍ) (４７５，９ｐ １９ｃｍ)
日本－外国関係－中国 OH/31/150 1109064665

OH/31/647 1109087229

◆OH
◆OH 低姿勢よ、さよなら -企業イメージの積極戦略-

中立主義 ハーブ・シュマーツ／著 北岡靖男／訳
田中直吉／著 サイマル出版会 １９８７．３
文教書院 １９６１．２ (２９４ｐ １９ｃｍ)
(１３０ｐ １９ｃｍ) OH/31/354 1109077758

OH/31/72 1109061539

◆OH
◆OH 転換する米アジア政策と日本

朝鮮半島 -開放化する東アジアと南北対話- 宇都宮徳馬／著
小牧輝夫／編 林書店 １９７２．５
アジア経済研究所 １９８６．８ (３９８ｐ １９ｃｍ)
(２４０ｐ １９ｃｍ) OH/31/439 1109082014
見返し：朝鮮半島地図，東アジアの貿易関係　巻末：参考文献
，南北関係略年表
朝鮮－経済 ◆OH
4-258-06009-7 転機にたつアジア政策

OH/31/443 1109082048 Ｅ．Ｏ．ライシアウアー／著 アジア協会／訳
一橋書房 １９５７．３
(３１６ｐ １９ｃｍ)

◆OH OH/31/76 1109061570
超大国時代 -米国世界政策の批判 　ヤルタからベトナムまで-
デイビッド・ホロビッツ／著 山口房雄／訳
サイマル出版会 １９６８．１０ ◆OH
(３２４，１２ｐ １９ｃｍ) 転機にたつ共産圏 -ソ連・東欧の経済計画-

OH/31/367 1109078046 松井英一，加藤寛／共著
日本国際問題研究所 １９６５．１
(１９５ｐ １８ｃｍ)

◆OH 国際問題シリーズ
諜報の技術 経済政策
アレン・ダレス／著 鹿島守之助／訳 OH/31/90 1109061711
鹿島研究所出版会 １９６５．９
(４００，１６ｐ ２０ｃｍ)

OH/31/324 1109077634 ◆OH
転機にたつ世界と日本 上巻
亀井貫一郎／著

◆OH 霞が関書房 １９７０．９
低開発国の政治発展 (３１５ｐ １９ｃｍ)
チャールズ・Ｗ．アンダーソン，フレッド・Ｒ．フォン・デァ OH/31/397 1109079572
・メーデン，クローフォード・ヤング／共著 木村修三／訳
鹿島研究所出版会 １９６９．８
(４０７，１１ｐ １９ｃｍ) ◆OH
鹿島平和研究所選書 天鼓 第２巻

OH/31/271 1109072064 春日一幸／著
民社党教宣局 １９８０．３
(２７５ｐ ２２ｃｍ)

◆OH 著者の肖像あり
帝国主義下の台湾 日本－政治
矢内原忠雄／著 OH/31/609 1109086874
岩波書店 １９２９．１０
(３６１，１２ｐ ２３ｃｍ)

OH/31/209 1109067270 ◆OH
ドイツ國民社會主義運動の概況
内務省警保局／［編］
内務省警保局 １９３４．６
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(１００１ｐ ２３ｃｍ) (４６９ｐ １９ｃｍ)
OH/31/206 1109067213 ラオス－事情 カンボジア－事情

OH/31/246 1109071918

◆OH
ドイツ政治史話 ◆OH
木下広居／著 東南アジア開発選書 ４
時事通信社 １９５９．５ 鹿島平和研究所／編
(６，２１８ｐ １９ｃｍ) 鹿島研究所出版会 １９６７．９

OH/31/124 1109063402 (６，２８７ｐ １９ｃｍ)
OH/31/247 1109071926

◆OH
ドイツの将来 ◆OH
カール・ヤスパース／著 松浪信三郎／訳 東南アジアの構造
タイムライフインターナショナル １９６９．４ 斎藤吉史／著
(３０３ｐ １９ｃｍ) 朝日新聞社 １９７１．１
タイムライフブックス (２７６ｐ ２０ｃｍ)

OH/31/352 1109077964 OH/31/453 1109082121

◆OH ◆OH
ドイツのミリタリズム 東洋政治哲學 -王道の研究-
Ｇ．リッター／著 西村貞二／訳 安岡正篤／著
未来社 １９６３．２ 玄黄社 １９３２．１２
(１８７ｐ １９ｃｍ) (２９７ｐ ２３ｃｍ)

OH/31/482 1109082352 OH/31/101 1109063204

◆OH ◆OH
ドイツ連邦共和国の外交政策 東洋的専制主義 -全体主義権力の比較研究-
ドイツ連邦共和国外務省／編 金森誠也／訳 ウィットフォーゲル／著 アジア経済研究所／訳
鹿島研究所出版会 １９７３．１１ 論争社 １９６１．９
(２９６ｐ １９ｃｍ) (６７５ｐ ２２ｃｍ)

OH/31/483 1109082360 専制政治 アジア的生産様式
OH/31/107 1109063238

◆OH
党改革（党近代化）に関する提案資料集 ◆OH
自由民主党 １９７７．１ 独伊枢軸同盟の崩壊
(４８５ｐ ３０ｃｍ) Ｆ．Ｋ．フォン・プレーヴェ／著 鹿島平和研究所／訳

OH/31/607 1109218543 鹿島研究所出版会 １９７３．１１
(２４４ｐ １９ｃｍ)

OH/31/556 1109083145
◆OH

党改革の進路を拓く -第１回自由民主党夏季全国研修会講演記
録- ◆OH
自由民主党 １９７８．３ 独立日本の進路 -北方からの脅威・米英アジアを後退・日本の
(４７１ｐ １９ｃｍ) 自主防衛と平和外交-
新しい自民党の創造（党幹事長大平正芳） 松下国際政治研究所 １９６９．４

OH/31/165 1109063725 (１４６ｐ １８ｃｍ)
現代への提言シリーズ

OH/31/260 1109071892
◆OH

東海経済の推進力 -懇話会の活動概要- 昭和４９年版
東海経済懇話会事務局／編 ◆OH
東海産業経済調査所 １９７４．６ 都市ゲリラ戦の研究
(２６２ｐ ２２ｃｍ) 戦略問題研究所／著

OH/31/523 1109082840 平和警備保障 １９７８．９
(４１８ｐ ２０ｃｍ)

OH/31/522 1109082832
◆OH

東南アジア開発選書 ７
鹿島平和研究所／編 ◆OH
鹿島研究所出版会 １９６８．３ 都市政策の理論と実際 -関一遺稿集-
(２０７ｐ １９ｃｍ) 関一／著 関博士論文集編集委員会／編

OH/31/436 1109079903 都市問題研究所 １９６６．１１
(７，５０９ｐ ２２ｃｍ)
都市政策

◆OH OH/31/426 1109079804
東南アジア開発選書 ３
鹿島平和研究所／編
鹿島研究所出版会 １９６７．１２
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◆OH
内閣近代史 - 明治新政府・初代伊藤内閣から現６４代田中内 猪木正道／著
閣まで- 実業之日本社 １９７５
改訂６版 (２１５ｐ １９ｃｍ)
日本内閣編纂会 １９７３．４ 巻末：関連年表
(１冊，６２，１０ｐ ３２ｃｍ) 日本－政治－歴史－明治以後
解説日本の内閣，戦後２５年世相小史 OH/31/546 1109083053

OH/31/492 1109180396

◆OH
◆OH ＮＯ．２の人自民党幹事長

内閣総理大臣演説集 宮崎吉政／著
内閣官房／編 講談社 １９８１．１０
内閣官房 １９６５．１２ (４０５ｐ ２０ｃｍ)
(７８８ｐ ２２ｃｍ) 歴代幹事長関係年表：ｐ３８８～４０３
日本－政治 自由民主党 日本－政治－歴史－昭和時代

OH/31/207 1109067254 OH/31/603 1109086833

◆OH ◆OH
内閣の機能に関する改革意見 南北対話 -関係資料-
臨時行政調査会 １９６４．９ アジアニュースセンター １９７９．２
(３０ｐ ２６ｃｍ) (１７３ｐ ２１ｃｍ)
行政改革 朝鮮問題

OH/31/213-2 1109326171 OH/31/744 1109089068

◆OH ◆OH
永田町の熱い７日間 -昭和５５年暮、政界に大分裂の嵐が襲っ 南北対話白書 ［１９８８］
た- 国土統一院 １９８８．１２
柿沢こうじ／著 (７１０ｐ ２１ｃｍ)
学陽書房 １９７９．９ 朝鮮問題
(２４０ｐ ２０ｃｍ) OH/31/729-2 1109306074

OH/31/583 1109086544

◆OH
◆OH 南北対話白書 〔１９７９年版〕

ナショナリズムと社会主義 -１９１７年までのマルクス主義お 南北調節委員会（ソウル側）／〔編〕
よび労働運動におけるナショナリズム理論- 南北調節委員会（ソウル側） １９７９．１２
ホレス・Ｂ．デーヴィス／著 藤野渉／訳 (４７９ｐ ２１ｃｍ)
岩波書店 １９６９．２ 朝鮮問題
(３６０，８２ｐ １９ｃｍ) OH/31/729 1109088912

OH/31/404 1109079648

◆OH
◆OH 南洋華人 -国を求めて-

謎の国・中共大陸の実態 -民族性と経済基盤の解明- リー・クーンチョイ／著 花野敏彦／訳
池田正之輔／著 サイマル出版会 １９８７．３
時事通信社 １９６９．７ (３３８ｐ １９ｃｍ)
(４０８ｐ １９ｃｍ) OH/31/721 1109088508
中国－経済 中国－歴史

OH/31/238 1109067551
◆OH

ニクソンの平和政策
◆OH フランク・ヴァン・デア・リンデン／著 鹿島守之助／訳

ＮＡＴＯ -その変遷と将来- 鹿島研究所出版会 １９７３．６
ハーラン・クリーブランド／著 鹿島平和研究所／訳 (３１３，５ｐ １９ｃｍ)
鹿島研究所出版会 １９７１．１１ 鹿島平和研究所選書
(２９１ｐ １９ｃｍ) アメリカ合衆国－外国関係
鹿島平和研究所選書 OH/31/731 1109088938

OH/31/468 1109081958

◆OH
◆OH 二国間条約集

七億の隣人 改訂版
宇都宮徳馬／著 外務省条約局 １９６２．９
東潮社 １９６４．７ (１１２３ｐ １７ｃｍ)
(２１０ｐ １７ｃｍ) OH/31/168 1109063758
東潮新書

OH/31/36 1109058170
◆OH

２１世紀への道標 -戦後日本と宏池会の２５年-
◆OH 宏池会２５周年記念の会 １９８３．３

七つの決断 -現代史に学ぶ- (５２ｐ 28ｃｍ)
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OH/31/580 1109309441
◆OH

日中関係を憂える -政界第十八年-
◆OH 古井喜実／著

２１世紀の太平洋協力 -現状と課題- 古井喜実 １９７０．６
環太平洋協力日本委員会／編 (１５５ｐ １９ｃｍ)
時事通信社 １９８８．５ OH/31/489 1109082428
(２２４ｐ ２２ｃｍ)
太平洋経済圏
4-7887-8818-7 ◆OH

OH/31/450 1109082097 日中関係基本資料集 - 1949-69年-
外務省アジア局中国課／監修
霞山会 １９７０．４

◆OH (４４７ｐ ２２ｃｍ)
二十五年史 OH/31/405 1109079663
国家公務員共済組合連合会／編さん
国家公務員共済組合連合会 １９７６．３
(２９，１４５９ｐ ２６ｃｍ) ◆OH

OH/31/524 1109180917 日中関係資料集 １９４５～１９６６
日中貿易促進議員連盟 １９６７
(５３６ｐ ２５ｃｍ)

◆OH OH/31/800 1109339083
二十五年史 資料編
国家公務員共済組合連合会／編さん
国家公務員共済組合連合会 １９７６．３ ◆OH
(１６，５８５，１５１ｐ ２６ｃｍ) 日中十八年 -一政治家の軌跡と展望-

OH/31/525 1109180925 古井喜実
牧野出版 １９７８．５
(２４３ｐ １９ｃｍ)

◆OH 日本－外国関係－中国
日・タイ四百年史 OH/31/618 1109086957
西野順治郎／著
新版
時事通信社 １９７８．４ ◆OH
(２５８ｐ ２０ｃｍ) 日中復交への道 -大詰を迎える中国問題-
日本－外国関係－タイ－歴史 タイ－外国関係－日本－歴史 古井喜実／著

OH/31/598 1109086783 国際問題研究所 １９７１．６
(１２５ｐ １９ｃｍ)
日本－外国関係－中国

◆OH OH/31/765 1109091619
日米外交史
鹿島守之助／著
鹿島研究所 １９５８．６ ◆OH
(８，６，３７７，１９３ｐ ２２ｃｍ) 日中友好運動史
日本－対外関係 日本中国友好協会（正統）中央本部／編

OH/31/794 1109310951 青年出版社 １９７５．９
(３１８ｐ ２０ｃｍ)
付：図版　日中友好運動史年表（１９４９年～７４年）

◆OH 日本－外国関係－中国（１９４９～中華人民共和国） 中国（
日韓条約 -批准の賛否をめぐって（全文）- １９４９～中華人民共和国）－外国関係－日本
［出版者不明］ ［１９６０］ OH/31/547 1109083061
(５５ｐ ２５ｃｍ)
ＮＨＫテレビ討論

OH/31/373 1109078103 ◆OH
日本鋳直し -百万都鄙郷"主権の殿堂を築く"- 第２巻
佐伯宗義／著

◆OH 佐伯研究所 １９７３．６
日韓新時代 (５４２ｐ ２２ｃｍ)
中保与作／著 OH/31/701 1109088425
時事通信社 １９６５．１０
(２９８ｐ １８ｃｍ)
時事新書 ◆OH

OH/31/34 1109058154 日本への警告
林房雄／著
日本教文社 １９６９．２

◆OH (２８４ｐ ２０ｃｍ)
日共リンチ殺人事件 OH/31/356 1109077774
松本明重／編
日本民主同志会本部 １９７６
(４４６ｐ　図 １９ｃｍ) ◆OH
日本共産党 日本を決定した百年

OH/31/741 1109089035 吉田茂／著
日本経済新聞社 １９６７．６
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◆OH
(２１３ｐ １９ｃｍ) 日本外交史 別巻３
日本－歴史－近代 鹿島平和研究所／編

OH/31/262 1109072015 鹿島研究所出版会 １９７４．４
(７２８ｐ ２２ｃｍ)
日本－外国関係－歴史

◆OH OH/31/736 1109088987
日本外交史 １
鹿島平和研究所／編
鹿島研究所出版会 １９７０．３ ◆OH
(３１７ｐ　図版 ２２ｃｍ) 日本外交政策の史的考察
主要引用参考文献：ｐ．３１５－３１７ 鹿島守之助／著
日本－外国関係－歴史－江戸末期 日本－外国関係－歴史－明 ５版
治以後 鹿島研究所 １９５８．９

OH/31/315 1109073450 (４９０，２６ｐ ２２ｃｍ)
文献：巻末１～８ｐ
日本－対外関係－歴史

◆OH OH/31/115 1109063311
日本外交史 ２
鹿島平和研究所／編
鹿島研究所出版会 １９７０．４ ◆OH
(３１２ｐ　図版 ２２ｃｍ) 日本外交年表竝主要文書 -１８４０－１９４５- 上
主要引用参考文献：ｐ．３１１－３１２ 外務省／編纂
日本－外国関係－歴史－江戸末期 日本－外国関係－歴史－明 原書房 １９６５．１１
治以後 (２５６，５４０ｐ ２２ｃｍ)

OH/31/316 1109073468 日本－対外関係－歴史－年表 日本－対外関係－歴史－史料
OH/31/421 1109079838

◆OH
日本外交史 ３ ◆OH
鹿島平和研究所／編 日本外交年表竝主要文書 -１８４０－１９４５- 下
鹿島研究所出版会 １９７０．５ 外務省／編纂
(３７２，１６ｐ　図版 ２２ｃｍ) 原書房 １９６６．１
主要引用参考文献：ｐ．３６９－３７２ (１９０，６４３，１０９ｐ ２２ｃｍ)
日本－外国関係－歴史－江戸末期 日本－外国関係－歴史－明 日本－対外関係－歴史－年表 日本－対外関係－歴史－史料
治以後 OH/31/422 1109079796

OH/31/317 1109073476

◆OH
◆OH 日本外交の過去・現在および将来

日本外交史 鹿島守之助／講演
鹿島守之助／著 外交知識普及会 １９６３．１２
鹿島研究所出版会 １９６５．１０ (６４ｐ １９ｃｍ)
(１１９０ｐ ２２ｃｍ) 普及会講演
日本－外国関係－歴史 OH/31/18 1109057990

OH/31/222 1109067403

◆OH
◆OH 日本外交の刷新

日本外交史 ２４ 倭島英二／著
鹿島平和研究所／編 鹿島研究所出版会 １９６５．１２
鹿島研究所出版会 １９７１．９ (２２４ｐ １９ｃｍ)
(５３０，２６ｐ　図版 ２２ｃｍ) OH/31/47 1109058287
日本－外国関係－歴史－江戸末期 日本－外国関係－歴史－明
治以後

OH/31/318 1109073484 ◆OH
日本外交の展望
鹿島守之助／著

◆OH 時事通信社 １９６４．６
日本外交史 １４ (２５８ｐ １８ｃｍ)
鹿島平和研究所／編 時事新書
鹿島研究所出版会 １９７２．８ 外交
(４６７，２２ｐ ２２ｃｍ) OH/31/48 1109058295

OH/31/437 1109081917

◆OH
◆OH 日本型福祉社会

日本外交史 ２９ 自由民主党広報委員会出版局 １９７９．８
鹿島研究所出版会 １９７３．５ (２１０ｐ ２１ｃｍ)
(４３５，２５ｐ ２２ｃｍ) 自由民主党研修叢書

OH/31/438 1109081925 OH/31/635 1109087104
OH/31/573-8 1109086627
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◆OH (７４７ｐ ２７ｃｍ)
日本共産党 国会
朝日新聞社／編 OH/31/229 1109218204
朝日新聞社 １９７３．５
(３２１ｐ １９ｃｍ)
日本共産党 ◆OH

OH/31/735 1109088979 日本人と政治文化
ハンス・Ｈ．ベァワルド／著 橋本彰／訳 中邨章／訳
人間の科学社 １９７４．５

◆OH (２３８ｐ ２０ｃｍ)
日本共産党第九回大会について 参考文献：ｐ２２０～２２６
公安調査庁 １９６５．４ 日本－政治・行政
(２４８ｐ ２１ｃｍ) OH/31/773 1109091684

OH/31/175 1109066322

◆OH
◆OH 日本人に生まれてよかったか 上

日本共産党とは何であるか 読売新聞大阪社会部／著
神山茂夫／著 講談社 １９８１．２
自由国民社 １９７２．６ (３１５ｐ ２０ｃｍ)
(３１８ｐ １９ｃｍ) OH/31/692 1109088342
日本共産党

OH/31/195 1109067122
◆OH

日本人の可能性と限界
◆OH 中根千枝／著

日本共産党の研究 上 講談社 １９７８．３
立花隆／著 (１８２ｐ ２０ｃｍ)
講談社 １９７８．３ 青年海外協力隊シリーズ
(４８３ｐ ２０ｃｍ) OH/31/675 1109088227
共産党－日本

OH/31/530 1109082899
◆OH

日本人の国際感覚
◆OH 林三郎／著

日本共産党の研究 下 東海大学出版会 １９６８．６
立花隆／著 (２１８ｐ １９ｃｍ)
講談社 １９７８．９ OH/31/490 1109082436
(６１０ｐ ２０ｃｍ)
巻末：参考文献　付属資料：宮本顕治に対する確定判決，古畑
鑑定書，村上・宮永鑑定書，勅令第７３０号　付録：年表１枚 ◆OH
（折込み） 日本人の政治感覚
共産党－日本－歴史 川上源太郎／著

OH/31/531 1109082907 ダイヤモンド社 １９７５．４
(１８５ｐ １９ｃｍ)
ダイヤモンド現代選書

◆OH 政治－日本
日本共産党の現状 昭和４０年１０月１日現在 OH/31/657 1109087310
公安調査庁 １９６５
(４，３１８ｐ ２１ｃｍ)

OH/31/174 1109066314 ◆OH
日本人は日本を知らない - ２１世紀への原点-
竹村健一／編

◆OH 徳間書店 １９７７．３
日本近代思想史における法と政治 (２５３ｐ １９ｃｍ)
石田雄／著 日本人
岩波書店 １９７６．２ OH/31/591 1109086718
(２７４，１５ｐ ２２ｃｍ)
政治思想－日本－歴史－明治以後 日本思想－歴史－明治以後

OH/31/642 1109087179 ◆OH
日本政治家１００選
鏑木清一／著

◆OH 秋田書店 １９７２
日本国民に訴う (２５８ｐ　肖像 １９ｃｍ)
佐伯宗義／著 付：参考文献
佐伯研究所 １９６３．６ 政治家 日本－政治－歴史－明治以後
(１０１ｐ ２１ｃｍ) OH/31/719 1109309458

OH/31/323 1109077626

◆OH
◆OH 日本政治の動向と展望

日本国会年鑑 １９７９ 田口富久治／著
新日報新聞社 ［１９７９］ 未来社 １９６４．４
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◆OH
(２５９ｐ １９ｃｍ) 日本との３０年 -中日友好随想録-
日本―政治 孫平化／著 安藤彦太郎／訳

OH/31/74 1109061554 講談社 １９８７．１１
(３１２，６ｐ ２０ｃｍ)
付：著者の肖像　年表

◆OH 中国－外国関係－日本－歴史 日本－外国関係－中国－歴史－
日本政治の反省 昭和時代
矢部貞治／著 4-06-202178-1
鹿島研究所 １９５９．５ OH/31/611 1109086882
(４，４１０ｐ １９ｃｍ)

OH/31/75 1109061562
◆OH

日本との対決
◆OH 林房雄／著

日本政治秘録 月刊ペン社 １９６９．１０
内外タイムズ １９７８．９ (２９０ｐ １９ｃｍ)
(１６７ｐ ３８ｃｍ) OH/31/283 1109072239

OH/31/678 1109253789

◆OH
◆OH 日本に民主主義はない -似非文化人の横行する社会は滅びる-

日本選挙啓発史 Ｍ・トケイヤー／著 箱崎総一／訳
杣正夫／著 日新報道 １９７６．５
明るく正しい選挙推進全国協議会 １９７２ (２００ｐ １９ｃｍ)
(５８４ｐ　図 １９ｃｍ) OH/31/501 1109082535
選挙－歴史

OH/31/742 1109089043
◆OH

日本の歩むべき道 -当面する諸問題の分析と選択への提言　２
◆OH １世紀をめざして-

日本占領外交の回想 石井一二／著
Ｗ・Ｊ・シーボルト／著 野末賢三／訳 ダイヤモンド社 １９７８．７
朝日新聞社 １９６６．３ (４４４ｐ ２１ｃｍ)
(２７０ｐ ２０ｃｍ) 日本－社会 日本－経済

OH/31/286 1109072262 OH/31/750 1109089621

◆OH ◆OH
日本・中共交流年誌 １９６０年 日本の安全と防衛
［出版者不明］ ［１９６１］ 自民党安全保障調査会／編
(３３８ｐ ２６ｃｍ) 自民党安全保障調査会 １９６６．５

OH/31/109 1109063253 (１０６７ｐ ２２ｃｍ)
国防－日本

OH/31/223 1109067411
◆OH

日本とアジアの安全保障
読売新聞社国際情勢調査会／編 ◆OH
読売新聞社 １９６９．１１ 日本の外交 -明治維新から現代まで-
(４４５ｐ ２０ｃｍ) 入江昭／著
日本－国防 アジア－政治 日米安全保障条約 中央公論社 １９６８．１２

OH/31/402 1109079622 (１８７ｐ １８ｃｍ)
中公新書
日本－対外関係

◆OH OH/31/61 1109058428
日本とアメリカ協調と対立の構造
神谷不二／編
日本経済新聞社 １９７３ ◆OH
(２６７ｐ ２０ｃｍ) 日本の外交 -過去と現在-
日米関係年表：ｐ．２３５－２６７ 鹿島守之助／著
日本－外国関係－アメリカ合衆国 アメリカ合衆国－外国関係 鹿島研究所出版会 １９６７．１０
－日本 (３３４ｐ ２１ｃｍ)

OH/31/730 1109088920 OH/31/304 1109073344

◆OH ◆OH
日本と東洋文化 -シンポジウム- 日本の外交家３００人の人脈 -陸奥宗光から大正平正芳まで-
上山春平／編 梅原猛／編 大村立三／著
新潮社 １９６９．７ 読売新聞社 １９７４．７
(３１８ｐ ２０ｃｍ) (２９７ｐ １９ｃｍ)

OH/31/500 1109082527 日本－外国関係－歴史－明治以後 外交官
OH/31/584 1109086551
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◆OH
日本の外交政策 ◆OH
鹿島守之助／著 日本の政治文化
鹿島研究所 １９６６．４ 自由民主党広報委員会出版局 １９７９．８
(５０１ｐ ２０ｃｍ) (１８７ｐ ２１ｃｍ)

OH/31/57 1109058386 自由民主党研修叢書
OH/31/630 1109087054
OH/31/573-2 1109086569

◆OH
日本の回復
村松剛／著 ◆OH
番町書房 １９６５．１０ 日本の政党
(２２０ｐ １９ｃｍ) 自由民主党広報委員会出版局 １９７９．８
日本－社会 日本－政治 (２４２ｐ ２１ｃｍ)

OH/31/217 1109067353 自由民主党研修叢書
OH/31/573-1 1109083293
OH/31/629 1109087047

◆OH
日本の危機に立って
木村武千代／著 ◆OH
永田書房 １９７８．９ 日本の選択 -新生’８２-
(２２１ｐ １９ｃｍ) 自民党・新生クラブ／編
内容：郷土と祖国の明日を語る（対談：中川以良、木村武千代 創世記 １９８２．８
） (３６５ｐ ２０ｃｍ)
日本－経済－評論 日本－政治

OH/31/519 1109082808 4-88154-068-8
OH/31/564 1109083210

◆OH
日本の支配政党・自由民主党 ◆OH
ラティシェフ／著 塩谷政治経済研究会／訳 日本の中の異境 -秘史日本原水協-
塩谷政治経済研究会 １９６８．１２ 日高純／著
(２０５ｐ ２２ｃｍ) 彩光社 １９６３．１２
自由民主党 (２４６ｐ １８ｃｍ)

OH/31/231 1109067486 原水爆禁止日本協議会
OH/31/161 1109063683

◆OH
日本の衝撃 -甦える帝国主義と経済侵略- ◆OH
Ｊ．ハリディ，Ｇ．マコ－マック／著 林理介／訳 日本の反省 -鍋山貞親選集- 上巻
実業之日本社 １９７３．９ 鍋山貞親／著
(３８９ｐ １９ｃｍ) ジャーナル社 １９７３．６
日本－経済関係 日本－外国関係 (６６１ｐ ２２ｃｍ)

OH/31/748 1109089100 OH/31/495 1109082477

◆OH ◆OH
日本の世紀との対話 日本の反省 -鍋山貞親選集- 下巻
村上孝太郎／著 鍋山貞親／著
３版 ジャーナル社 １９７３．６
大村書店 １９７１．２ (６４２ｐ ２２ｃｍ)
(２４５ｐ １９ｃｍ) OH/31/496 1109082485

OH/31/376 1109078137

◆OH
◆OH 日本のフロンティア

日本の政治社会 中曽根康弘／著
綿貫譲治／著 恒文社 １９６６．５
東京大学出版会 １９６７．２ (３２６ｐ １８ｃｍ)
(２５１ｐ ２０ｃｍ) OH/31/451 1109082105
日本－政治

OH/31/366 1109078038
◆OH

日本の平和と安全
◆OH 鹿島守之助／著

日本の政治文化 -同調と競争- 鹿島研究所出版会 １９６９．２
石田雄／著 (３９１ｐ ２２ｃｍ)
東京大学出版会 １９７０．９ 日米安全保障条約 日本－外国関係
(２２８ｐ １９ｃｍ) OH/31/253 1109071868
ＵＰ選書
日本－政治

OH/31/761 1109089787 ◆OH
日本の防衛作戦
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佐藤稔／著
自由国民社 １９６７．１２
(２４２ｐ １８ｃｍ) ◆OH
日本－国防 根まわしかきまわしあとまわし -日本の国際交渉態度の研究-

OH/31/281 1109072213 マイケル・ブレーカー／著 池井優／訳
サイマル出版会 １９７６
(２６９ｐ １９ｃｍ)

◆OH OH/31/654 1109087294
日本よ何処へゆく
村井順／著
善本社 １９７６．１０ ◆OH
(２１８ｐ １９ｃｍ) 狙われた日本 -ソ連・アジア戦略の解剖-

OH/31/717 1109088474 松本明重／編
日本民主同志会本部 １９７７．１１
(４０２ｐ １８ｃｍ)

◆OH ロシア－外国関係－日本 日本－外国関係－ロシア ロシア－社
日本列島改造論 会
田中角栄／著 OH/31/672 1109088193
日刊工業新聞社 １９７２．６
(２１９ｐ １９ｃｍ)
国土計画 日本－開発計画 ◆OH

OH/31/154 1109064707 裸足の革命 -自立をめざす第三世界の農民たち-
バートランド・シュナイダー／著 田草川弘／訳
サイマル出版会 １９８７．９

◆OH (２６４ｐ １９ｃｍ)
日本は国家か サイマル５つのシリーズ
日本文化会議／編 発展途上国 総合開発
読売新聞社 １９６９．９ 4-377-30758-4
(３４８ｐ １９ｃｍ) OH/31/690 1109088334
国家 日本－政治

OH/31/250 1109071843
◆OH

８０年代をひらく -政策解説集- 昭和５４年度版
◆OH 自由民主党政務調査会／編

日本はどこへ行く -シンポジウム- 自由民主党広報委員会出版局 １９７９．９
日本文化フォーラム／編 (３６６ｐ １９ｃｍ)
自由社 １９７４．３ OH/31/732 1109088946
(２３７ｐ １９ｃｍ)
自由選書
日本－外国関係－アメリカ合衆国 アメリカ合衆国－外国関係 ◆OH
－日本 反共イデオロギー外交を排す

OH/31/758 1109089753 宇都宮徳馬／［著］
［宇都宮徳馬］ １９６６．１０
(１５ｐ ２１ｃｍ)

◆OH OH/31/176 1109066330
ニュースレター
日本外政学会 １９５９
(１冊 ２６ｃｍ) ◆OH

OH/31/432 1109157873 バンザイ！お役所天国 -地方行政黒書-
加藤均／著
サンケイ出版 １９７７

◆OH (２４２ｐ，肖像 １９ｃｍ)
ニュースレター 堺市－政治・行政
日本外政学会 １９６３ OH/31/688 1109088326
(１冊 ２６ｃｍ)

OH/31/432-2 1109218527
◆OH

半主権人民
◆OH Ｅ．Ｅ．シャットシュナイダー／著 内山秀夫／訳

ニュー・レフトの思想 -先進国革命の道- 而立書房 １９７２．６
ベリー・アンダスン，ロビン・ブラックバーン／著 佐藤昇／ (２２４，６ｐ ２０ｃｍ)
訳 アメリカ合衆国－政治・行政－歴史
河出書房新社 １９６８．９ OH/31/602 1109086825
(３５０ｐ ２０ｃｍ)

OH/31/353 1109077741
◆OH

反日感情の構造 -アジアの反日論　シンポジウム-
◆OH 日本文化フォーラム／編

人間の哲学 -マルクス主義と実存主義- 自由社 １９７５．３
Ａ．シャフ／著 藤野渉／訳 (２２０ｐ １０ｃｍ)
岩波書店 １９７２．５ 排日問題 日本－外国関係－アジア
(２０４ｐ １９ｃｍ) OH/31/752 1109089704

OH/31/504 1109082568
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◆OH
パン・ヨーロッパ ◆OH
リヒャルト・Ｎ．クーデンホーフ・カルギー／著 鹿島守之助 フィヒテの政治哲学
／訳 南原繁／著
鹿島研究所 １９６１．１０ 岩波書店 １９５９．４
(２３２ｐ ２２ｃｍ) (３３９ｐ ２２ｃｍ)
政治運動 OH/31/320 1109073500

OH/31/129 1109063451

◆OH
◆OH 風暴十年

東アラブの歴史と政治 周鯨文／著 池田篤紀／訳
小串敏郎／著 時事通信社 １９５９．９
勁草書房 １９８５．７ (４２４ｐ １９ｃｍ)
(ｘｉｉ，２７４，［２］ｐ ２０ｃｍ) OH/31/171 1109063782
第三世界研究シリーズ
付：主要参考文献（欧文）
アラブ諸国－政治－歴史 ◆OH

OH/31/659 1109087336 福祉国家への道 -第３回民主社会主義全国研究会議報告書 -
論争社 １９６２．５
(２７７ｐ ２１ｃｍ)

◆OH OH/31/189 1109067072
日付のある対話
江藤淳／著
北洋社 １９７９．１ ◆OH
(２３１ｐ １９ｃｍ) 福祉国家の将来 -現代英国の分析- １

OH/31/586 1109086684 Ｃ．Ａ．Ｒ．クロスランド／著 関嘉彦／監訳
論争社 １９６１．２
(３９３ｐ １９ｃｍ)

◆OH 論争叢書
ビスマルクの外交政策 社会主義 経済政策 社会保障
鹿島守之助／著 OH/31/188 1109067064
第２版
鹿島研究所 １９５８．９
(５，６，５，３５２，１８ｐ ２２ｃｍ) ◆OH
ドイツ－対外関係－歴史 福祉国家の将来

OH/31/116 1109063329 Ｃ．Ａ．Ｒ．クロスランド／著 関嘉彦／講述 経済同友会研究
部会／編
鹿島研究所出版会 １９６４．３

◆OH (６８ｐ １８ｃｍ)
百家争鳴 -中共知識人の声- OH/31/190 1109067056
小竹文夫／編著
弘文堂 １９５８．５
(２２０ｐ １９ｃｍ) ◆OH

OH/31/136 1109063527 福祉国家論 -北欧三国を巡って-
武藤光朗／編
社会思想社 １９６５．１１

◆OH (３１６，８ｐ １９ｃｍ)
表現としての政治 社会福祉 社会政策
江藤淳／著 OH/31/462 1109082212
文藝春秋 １９６９
(５２０ｐ ２０ｃｍ)
人と思想 ◆OH
政治 福田内閣総理大臣演説集

OH/31/261 1109071900 〔福田赳夫〕／〔述〕
日本広報協会 １９８０．３
(３８８ｐ ２１ｃｍ)

◆OH 日本－政治
開かれた哲学と開かれた社会 -カール・ポパー批判- OH/31/776 1109091825
モーリス・コンフォース／著 城塚登／他訳
紀伊國屋書店 １９７２．１０
(４４０ｐ ２０ｃｍ) ◆OH

OH/31/555 1109083137 府県政白書 -その現状と明日への課題-
全国知事会／編
第一法規 １９６７．１

◆OH (３３７ｐ ２６ｃｍ)
ファッシズム国家学 OH/31/557 1109218535
Ｈ．Ｗ．シュナイダー／著 佐々弘雄／訳 戸野原史朗／訳
中央公論社 １９３４．８
(４４３，５０ｐ ２３ｃｍ) ◆OH
ファシズム 二つの世界の間に -アメリカのアジア外交と新聞-

OH/31/210 1109067288 ジョン・ホ－エンバ－グ／著 鹿島平和研究所／訳
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鹿島研究所出版会 １９６９．１１ 木鐸社 １９８６．１１
(５９５ｐ １９ｃｍ) (５１４ｐ ２２ｃｍ)
鹿島平和研究所選書 朝鮮（１９４８～大韓民国）－政治
アメリカ合衆国－外国関係－アジア 新聞 OH/31/579 1109086510

OH/31/300 1109073302

◆OH
◆OH 米国外交上の諸主義

不変を以て万変に応ず -中国問題論纂- 立作太郎／著
時事通信社／編 日本評論社 １９４２．６
時事通信社 １９７１．４ (２，８，３７８，１３ｐ ２２ｃｍ)
(２１０ｐ １８ｃｍ) OH/31/118 1109063345
時事新書
日本－外国関係－中国－歴史

OH/31/455 1109082147 ◆OH
米国国防の諸問題
オスカー・モルゲンスターン／著 筑土龍男／訳

◆OH 鹿島研究所 １９６２．１２
ブライスの「近代民主政治」 (１３，３８３ｐ １８ｃｍ)
宮本吉夫／著 OH/31/153 1109064699
井上書房 １９５９．５
(５，３８２ｐ ２２ｃｍ)

OH/31/137 1109063535 ◆OH
米国政治史序説
高木八尺／著

◆OH 有斐閣 １９４６．３
ブラジルの政治 -新しい大国への道- (４１２，３８，１９ｐ ２１ｃｍ)
斉藤広志／著 米国講座叢書
サイマル出版会 １９７６ OH/31/106 1109063220
(２２２ｐ １９ｃｍ)

OH/31/677 1109088243
◆OH

米国の台湾政策
◆OH 田中直吉 戴天昭／著

プラハの“春” -チェコの慟哭- 鹿島研究所出版会 １９６８．５
天野公義／著 (４５３ｐ １９ｃｍ)
青也書店ファイナンスレビュー出版部 １９６９．６ OH/31/398 1109079580
(２４５ｐ １７ｃｍ)
チェコスロバキア事件 チェコスロバキア－政治

OH/31/236 1109067536 ◆OH
米中関係 -その歴史的展開-
入江昭／著

◆OH サイマル出版会 １９７１．９
フランス革命とその思想 (２１４ｐ １９ｃｍ)
河野健二／著 アメリカ合衆国－対外関係－中国
岩波書店 １９６４．５ OH/31/361 1109077980
(９，３２７，３ｐ ２２ｃｍ)
付：１８世紀フランス略年表

OH/31/123 1109063394 ◆OH
米中関係のイメージ
入江昭／著

◆OH 日本国際問題研究所 １９６５．１０
ブレジネフのアパート -肌で感じた権力の顔- (２１８ｐ １８ｃｍ)
清宮竜／著 国際問題シリーズ
善本社 １９８０．４ アメリカ合衆国－対外関係－中国
(２９３ｐ １９ｃｍ) OH/31/26 1109058071

OH/31/538 1109082972

◆OH
◆OH 米中接近 -シンポジウム-

ブレーン政治 中嶋嶺雄／監訳・解説
上西朗夫／著 時事通信社 １９７２．６
講談社 １９８５．１１ (２２９ｐ １９ｃｍ)
(１９８ｐ １８ｃｍ) OH/31/382 1109078194
講談社現代新書
日本－政治 諮問機関
4-06-145796-9 ◆OH

OH/31/3 1109057842 米中ソを歩く -中国はいつ国連に復帰するか-
川崎秀二／著
仙石出版社 １９７１．３

◆OH (２９０ｐ １９ｃｍ)
分断後の韓国政治 -１９４５－１９８６- OH/31/375 1109078129
尹景徹／著
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建民社 １９５４．７
◆OH (８，３５４ｐ ２２ｃｍ)

平和・安全・繁栄 -参議院選挙政策解説- OH/31/119 1109063352
自由民主党政務調査会／編
自由民主党広報委員会 １９６８．４
(４０４ｐ １９ｃｍ) ◆OH

OH/31/279 1109072148 平和の代償
永井陽之助／著
中央公論社 １９６７．１

◆OH (２２５ｐ ２０ｃｍ)
平和共存とチェコ共産革命 国際問題
ヨセフ・コルベル／著 小林昭／訳 OH/31/216 1109067346
日刊労働通信社 １９６０．７
(３５８ｐ １９ｃｍ)
チェコスロバキア－政治 ◆OH

OH/31/83 1109061646 平和の論理と戦争の論理
久野収／著
岩波書店 １９７２．２

◆OH (３９６ｐ １９ｃｍ)
平和共存論とわれわれの覚悟 平和 戦争
瀬戸山三男／著 OH/31/460 1109082196
文京書院 １９６４．４
(７９ｐ １９ｃｍ)
国際政治 ◆OH

OH/31/93 1109061745 平和は可能である
エリザベス・ホリンズ／編
鹿島研究所出版会 １９６８．７

◆OH (４，４３５，２ｐ １９ｃｍ)
平和国家建設国土計画大綱 鹿島平和研究所選書
田中研究所 １９７０ OH/31/391 1109079515
(５９，１８２ｐ　 ２７ｃｍ)
国土計画

OH/31/434 1109157899 ◆OH
ヘーゲルの国家観
金子武蔵／著

◆OH 岩波書店 １９４４．６
平和的共存 (５３５ｐ ２２ｃｍ)
Ａ．ロスシュタイン／著 内山敏／訳 国家
岩波書店 １９５５．１２ OH/31/111 1109063279
(２５９ｐ １８ｃｍ)
時代の窓
平和 ◆OH

OH/31/22 1109058030 別刷国会便覧 ［第１集］
日本政経新聞社
日本政経新聞社出版部 １９７５

◆OH (６５６ｐ １８ｃｍ)
平和と前進のために 戦後政治年表：ｐ．６３１－６５６
自由民主党政務調査会／編 国会－名簿
自由民主党政務調査会 １９６６．１２ OH/31/725 1109088540
(４４７ｐ １９ｃｍ)

OH/31/791 1109310936
◆OH

ベトコン -南ベトナム解放民族戦線　その組織と戦術-
◆OH ダグラス・パイク／著 浦野起央／訳

平和と戦争の研究 -国際政治- １９５７年度春季特輯号 鹿島研究所出版会 １９６８．１１
日本国際政治学会／編 (３１７ｐ １９ｃｍ)
日本国際政治学会 １９５７．５ 鹿島平和研究所選書
(２４８ｐ ２１ｃｍ) ベトナム戦争

OH/31/178 1109066603 OH/31/294 1109073252

◆OH ◆OH
平和と独立と国防について ベトナムを越えて
青山学／著 Ｅ・Ｏ・ライシャワー／著 橋本福夫／訳
総合文化社 １９５６．８ 新潮社 １９６８．６
(９７ｐ １７ｃｍ) (３２２ｐ １９ｃｍ)
平和 新潮選書

OH/31/285 1109072254 アジア問題 アメリカ合衆国－外国関係－アジア
OH/31/770 1109091650

◆OH
平和の條件 ◆OH
エドワード・ハレット・カー／著 高橋甫／訳 べらんめえ外交官
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山田久就／著 OH/31/73 1109061547
金剛出版 １９６６．７
(２６７ｐ １９ｃｍ)
日本－外国関係－歴史－昭和時代 ◆OH

OH/31/55 1109058360 保守主義と進歩主義
高山岩男／著
日本文化連合会事務局 １９５９

◆OH (４９ｐ ２１ｃｍ)
ペルシャ湾 -イギリス撤退の意味- 日本文化連合叢書
ジョージタウン大学戦略国際問題研究所／編 鹿島平和研究所 保守主義
／訳 OH/31/179 1109066967
鹿島研究所出版会 １９７０．６
(２００ｐ １９ｃｍ)
鹿島平和研究所選書 ◆OH

OH/31/295 1109073245 補正予算 -（第１号）- 昭和４６年度
財政調査会／編
計友協会 １９７２．３

◆OH (３３９ｐ １３×１８ｃｍ)
防衛開眼 -平和ボケからの脱出- 続 OH/31/348 1109077733
隊友会／編
隊友会 １９７６．６
(３０１ｐ １９ｃｍ) ◆OH
日本の安全と平和のシリーズ 北方領土の諸問題

OH/31/465 1109082246 北越栄三／編
北方領土復帰期成同盟 １９６７．３
(９７ｐ ２１ｃｍ)

◆OH OH/31/204 1109067197
防衛開眼 -平和ボケからの脱出-
隊友会／編
隊友会 １９７６．３ ◆OH
(３７５ｐ １９ｃｍ) ホワイト・カラーの犯罪 -独占資本と犯罪-
日本の安全と平和のシリーズ Ｅ．Ｈ．サザーランド／著 平野竜一，井口浩二／訳

OH/31/464 1109082238 岩波書店 １９５５．５
(１６，２８７，８ｐ １９ｃｍ)
時代の窓

◆OH 法律社会学 犯罪
謀略 -現代に生きる明石工作とゾルゲ事件- OH/31/167 1109063741
大橋武夫／著
時事通信社 １９６４．１１
(２８２ｐ １７ｃｍ) ◆OH
時事新書 ホワイトハウスの内幕 -アメリカの権力政治-

OH/31/481 1109082345 渡辺恒雄／著
読売新聞社 １９７１．７
(２８２ｐ １９ｃｍ)

◆OH OH/31/440 1109082022
朴正煕選集 ３
朴正煕／著
鹿島研究所出版会 １９７０．６ ◆OH
(３７５ｐ ２２ｃｍ) 曲り角にきた社会党

OH/31/571 1109083277 矢部貞治／編
新紀元社 １９５７．３
(２３４ｐ １９ｃｍ)

◆OH OH/31/293 1109073237
朴正煕選集 ２
朴正煕／著
鹿島研究所出版会 １９７０．６ ◆OH
(２７９ｐ ２２ｃｍ) マキャヴェリ君主論 -その歴史的背景-

OH/31/570 1109083269 羽仁五郎／著
岩波書店 １９６９．９
(１５８ｐ １９ｃｍ)

◆OH Ｍａｃｈｉａｖｅｌｌｉ，Ｎｉｃｃｏｌｏ｀ Ｍａｃｈｉａｖ
朴正煕大統領演説文選集 -平和統一の大道- ｅｌｌｉ，Ｎｉｃｃｏｌｏ｀
朴正煕／著 OH/31/590 1109086700
大韓民国大統領秘書室 １９７６．３
(７，２９４ｐ ２２ｃｍ)

OH/31/70 1109061513 ◆OH
マスコミと首相 -ジャーナリズムへの覚書-
上田哲／著

◆OH サイマル出版会 １９８６．１１
ポケット政治要覧 昭和３８年度版 (２７６ｐ １９ｃｍ)
経済懇話会資料室／編 ジャーナリズム－日本
経済懇話会事務局 １９６２．１１ 4-377-30724-X
(１４９ｐ １６ｃｍ) OH/31/550 1109083095
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Ｓ．ムーア／著 城塚登／訳
岩波書店 １９６４．６

◆OH (１４１ｐ １８ｃｍ)
松岡洋右 -その人間と外交- 共産主義
三輪公忠／著 OH/31/92 1109061737
中央公論社 １９７１．８
(２１１ｐ １８ｃｍ)
中公新書 ◆OH

OH/31/452 1109082113 ミッテランの１８０日 -左翼(社共)連合政府の下でフランスの
政治はどうなったか -
フィリップ・ド・コミーヌ／著

◆OH 再版
マックス・ウェーバーと現代政治 今日社 １９７８．１
カール・レーヴェンシュタイン／著 得永新太郎／訳 (３２２ｐ １９ｃｍ)
未来社 １９６７．１０ OH/31/520 1109082816
(１７２ｐ １９ｃｍ)

OH/31/384 1109078244
◆OH

南アジアの自由主義と社会主義 -マレイシアとインドネシアの
◆OH 経済分析-

松田道一遺稿外交論叢 ロジャー・Ａ・フリーマン／著 鹿島平和研究所／訳
鹿島平和研究所／編 鹿島研究所出版会 １９７０．１
鹿島研究所出版会 １９７０．９ (２００ｐ １８ｃｍ)
(８９３ｐ ２２ｃｍ) 鹿島平和研究所選書

OH/31/424 1109218519 OH/31/296 1109073260

◆OH ◆OH
政の心 南十字星 -シンガポ－ル日本人社会の歩み-
前尾繁三郎／著 シンガポ－ル日本人会 １９７８．３
毎日新聞社 １９７４．３ (６４０ｐ ２７ｃｍ)
(２３５ｐ ２０ｃｍ) シンガポ－ル・日本関係年表：ｐ５６３～５６８
日本の心シリーズ 日本人（シンガポ－ル在留） 日本－外国関係－シンガポ－ル

OH/31/577 1109083301 OH/31/588 1109167500

◆OH ◆OH
マルクス主義と偏見なき精神 南太平洋のあけぼの -アジア・太平洋五つの旅より-
Ｊ．ルイス／著 真下信一／［ほか訳］ 野田卯一／著
岩波書店 １９５９．４ 卯の花会出版部 １９７９．３
(３１３，９ｐ １９ｃｍ) (４９９ｐ １９ｃｍ)
岩波現代叢書 光へのたよりシリーズ

OH/31/559 1109083160 アジア－政治
OH/31/753 1109089712

◆OH
マルクス主義の現実的諸問題 ◆OH
アンリ・ルフェーヴル／著 森本和夫／訳 みのべさんのスタイル都政
現代思潮社 １９５８．１０ 鯨岡兵輔／著
(１６４ｐ １９ｃｍ) しなの出版 １９６９．６

OH/31/185 1109067023 (２０２ｐ １８ｃｍ)
東京都－行政

OH/31/240 1109067577
◆OH

右手にコーラン左手に石油
平島祥男／著 ◆OH
ごま書房 １９８０．３ 民間防衛 -あらゆる危険から住民と国土を守る-
(２２５ｐ １９ｃｍ) スイス連邦法務警察省／編著 原書房編集部／訳
ゴマブックス 原書房 １９７０．１０
中近東 中近東問題 (３１９ｐ １８ｃｍ)

OH/31/589 1109086692 OH/31/696 1109088375

◆OH ◆OH
三木内閣総理大臣演説集 民衆・選挙・政治 -これがイギリスの議会だ-
〔三木武夫〕／〔述〕 木下広居／著
日本広報協会 １９７７．６ 読売新聞社 １９６５．６
(４６６ｐ ２１ｃｍ) (２３８ｐ １９ｃｍ)

OH/31/777 1109091833 OH/31/144 1109063600

◆OH ◆OH
三つの戦術 -革命論の思想的背景- 民主社会を支えるもの
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矢部貞治／著
鹿島研究所出版会 １９６３．８ ◆OH
(５２９ｐ １９ｃｍ) 毛沢東は死んだか -四人組失脚後の中国-
日本－政治 李星河／著 多谷千香子／訳

OH/31/169 1109063766 サイマル出版会 １９７８
(２１７ｐ １９ｃｍ)

OH/31/535 1109082949
◆OH

民主主義思想の力 -ロックフェラー兄弟基金特別研究報告Ｎｏ
６- ◆OH
米国大使館文化交換局出版部 １９６０．１１ もう一つの社会主義 -ユートピアの途-
(１４３ｐ １８ｃｍ) Ｍ．ブーバー／著 長谷川進／訳

OH/31/19 1109058006 理想社 １９５９．１０
(２６６ｐ １９ｃｍ)
社会主義

◆OH OH/31/88 1109061695
民主主義と議会の運営 -民主主義と議会の歴史-
木下広居／著
日本民主協会 １９７６．４ ◆OH
(１９２ｐ １９ｃｍ) モスクワにかける虹 -日ソ国交回復秘録-
民主主義 松本俊一／著

OH/31/596 1109086767 朝日新聞社 １９６６．１０
(２２８ｐ １９ｃｍ)

OH/31/458 1109082170
◆OH

民主主義とは何か自由とは何か
バートランド・ラッセル／著 牧野力／訳 ◆OH
理想社 １９６２．５ 靖国問題をどうすべきか
(１１７ｐ １９ｃｍ) 塙三郎／編

OH/31/370 1109078079 善本社 １９７７．８
(１９５ｐ １９ｃｍ)
靖国神社

◆OH OH/31/734 1109088961
民主政治
政治シリーズ編集委員会／編
第一法規出版 １９６７．１１ ◆OH
(９０ｐ １８ｃｍ) 野党の動向 -回顧と展望- １９７５年度
選挙をよくするための政治シリーズ 自由民主党調査局／編

OH/31/645 1109087203 自由民主党調査局 １９７６．２
(４９３ｐ ２６ｃｍ)

OH/31/766 1109218634
◆OH

民主政治と独裁政治 -デモクラシーの本質と価値-
ハンス・ケルゼン／著 西島芳二／訳 ◆OH
岩波書店 １９３２．６ 勇気ある人々 -良心と責任に生きた八人の政治家-
(２４，７，１８１ｐ １９ｃｍ) ジョン・Ｆ．ケネディー／著 下島連／訳

OH/31/138 1109063543 日本外政学会 １９６２．６
(３２３ｐ １９ｃｍ)
内容：ジョン・クインシー・アダムズ，デニエル・ウエブスタ

◆OH ー，トマス・ハート・ベントン，サム・ヒューストン，エドマ
民族政治學の理論 ンド・Ｇ．ロス，ルシアス・クインタス・シンシナタス・ラマ
平野義太郎／著 ー，ジョージ・ノリス，ロバート・Ａ．タフト
日本評論社 １９４３．９ 政治家
(３９１ｐ ２２ｃｍ) OH/31/790 1109310910
太平洋全集 

OH/31/110 1109063261
◆OH

勇気ある人々 -良心と責任に生きた八人の政治家-
◆OH ジョン・Ｆ．ケネディー／著 下島連／訳

無告の民と政治 -新日本外政論- 日本外政学会 １９５８．６
衞藤瀋吉／著 (３２４ｐ １９ｃｍ)
番町書房 １９６６．５ 内容：ジョン・クインシー・アダムズ，デニエル・ウエブスタ
(３０４ｐ １９ｃｍ) ー，トマス・ハート・ベントン，サム・ヒューストン，エドマ

OH/31/143 1109063592 ンド・Ｇ．ロス，ルシアス・クインタス・シンシナタス・ラマ
ー，ジョージ・ノリス，ロバート・Ａ．タフト
政治家

◆OH OH/31/789 1109310902
無所属の時間
山本七平／著
旺史社 １９７８．１ ◆OH
(２１０ｐ １９ｃｍ) 悠久の今 -前川県政回想録-

OH/31/219 1109067379 悠久の今刊行委員会／編
悠久の今刊行委員会 １９８７．４

- 45 -－252－



(７２４ｐ ２２ｃｍ)
OH/31/374 1109078111

◆OH
ラテンアメリカのナショナリズム

◆OH 増田義郎／編
猶太思想の研究 -附・ラッサール国家観の研究- アジア経済出版会 １９７７．３
森三十郎／著 (２２６ｐ ２２ｃｍ)
日本文化連合会 １９６９．１０ アジア経済調査研究双書
(３４０ｐ １９ｃｍ) OH/31/543 1109083020
日本文化学術叢書
シオニズム

OH/31/311 1109073419 ◆OH
理性と革命 -ヘーゲルと社会理論の興隆-
Ｈ．マルクーゼ／著 桝田啓三郎／［ほか］訳

◆OH 岩波書店 １９６１．９
ユダヤ人とアラブ人 -昨日・今日・明日- (４８６，１８ｐ １９ｃｍ)
ジャン・ラクチュール／編 早良哲夫／編 OH/31/158 1109063659
サイマル出版会 １９７９
(２２６ｐ １９ｃｍ)
中近東問題 イスラエル・アラブ紛争 ◆OH

OH/31/620 1109086973 離島振興２０年の歩み 写真編
日本離島センタ－ １９７５．３
(１９１ｐ（おもに図） ３１ｃｍ)

◆OH 国土計画 島
ユートピア以後 -政治思想の没落- OH/31/689 1109218592
ジュディス・Ｎ．シュクラール／著
紀伊国屋書店 １９６７．７
(３１６ｐ ２０ｃｍ) ◆OH
政治思想 理論と政策

OH/31/396 1109079564 日本社会党政策審議会／編
日本社会党機関紙局 １９６５．３
(１２５０ｐ，図版 ２７ｃｍ)

◆OH 日本社会党
予算・会計の改革に関する意見 OH/31/608 1109218550
臨時行政調査会 １９６４．９
(５８ｐ ２６ｃｍ)
行政管理 予算 ◆OH

OH/31/214-12 1109326270 リンチ共産党事件の真相を究明する
春日一幸／著
民社中小企業政治連合 １９７６．２

◆OH (６５ｐ １８ｃｍ)
四人の金日成 日本共産党
李命英／著 OH/31/796 1109306025
成甲書房 １９７６．１１
(３８６ｐ １９ｃｍ)
東アジア叢書 ◆OH

OH/31/617 1109086940 冷戦 -回顧と展望-
Ｆ．Ｌ．シューマン／著 宮地健次郎／訳
岩波書店 １９６３．７

◆OH (１６２ｐ １８ｃｍ)
ヨーロッパ国民 岩波新書
Ｒ．Ｎ．クーデンホーフ，カレルギー／著 鹿島守之助／著 アメリカ合衆国－対外関係－ソヴェト連邦
鹿島研究所 １９６２．１ OH/31/475 1109081982
(２５２ｐ ２２ｃｍ)
世界国家

OH/31/102 1109061786 ◆OH
黎明 -佐藤内閣誕生記念出版-
野村春畝／編

◆OH 青雲社 １９６５．７
ライト・ミルズの世界 -大衆社会論批判- (１５９ｐ ２７ｃｍ)
ハ－バ－ド・アプセ－カ－／著 陸井三郎／訳 日本－政治 日本－教育
青木書店 １９６２．５ OH/31/198 1109157816
(２０７，８ｐ １９ｃｍ)

OH/31/177 1109066348
◆OH

歴史家と外交官
◆OH フランシス・Ｌ．ローウェンハイム　編，鹿島守之助／訳

楽土から奈落へ 鹿島研究所出版会 １９６８．８
平島敏夫／著 (３６６ｐ １９ｃｍ)
講談社 １９７２．４ アメリカ合衆国－対外関係－歴史
(３０６ｐ　 １９ｃｍ) OH/31/371 1109078087
引揚問題

OH/31/454 1109082139
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◆OH
◆OH わが外交の近況 第２２号（昭和５３年版）

歴史的国家の理念 外務省／編
鈴木成高／著 大蔵省印刷局 １９７８．８
弘文堂書房 １９４１．１２ (２５，５８３ｐ ２１ｃｍ)
(３１９ｐ １９ｃｍ) 年表：ｐ５５９～５８３

OH/31/135 1109063519 日本－外国関係
OH/31/346 1109077915

◆OH
歴代閣僚と国会議員名鑑 ◆OH
憲政資料編纂会／編 わが外交の近況 第２３号（昭和５４年版）
憲政資料編纂会 １９７８．９ 外務省／編
(１１１０ｐ　図版３３枚 ３１ｃｍ) 大蔵省印刷局 １９７９．１０
内閣・帝国議会・国会関係等重要事項年表：ｐ１０１７～１０ (２２，５９６ｐ ２１ｃｍ)
５９ 年表：ｐ５７１～５９６
政治家－名簿 日本－外国関係

OH/31/691 1109218600 OH/31/347 1109077923

◆OH ◆OH
６０万人の島囚 わが外交の近況 第２０号（昭和５１年版）上
高木健夫／編著 外務省／編
新時代社 １９６９．４ 外務省 １９７６．１０
(２３８ｐ １８ｃｍ) (１０，３６０ｐ ２１ｃｍ)
朝鮮人（日本在留） 日本－対外関係

OH/31/215 1109067338 OH/31/344 1109077717

◆OH ◆OH
ロシア革命五十年 -未完の革命- わが外交の近況 第１９号（昭和５０年版）上
Ｉ．ドイッチャー／著 山西英一／訳 外務省／編
岩波書店 １８７３．６ 大蔵省印刷局 １９７５
(３，１９２ｐ １８ｃｍ) (１１，４５５ｐ ２１ｃｍ)
岩波新書 日本－対外関係
ロシア革命－歴史 OH/31/342 1109077691

OH/31/682 1109088284

◆OH
◆OH わが外交の近況 第１８号上巻昭和４９年版

ロシア革命の考察 外務省／編
Ｅ．Ｈ．カー／〔著〕 南塚信吾／訳 外務省 １９７４．７
みすず書房 １９６９．９ (１０，４６１ｐ ２１ｃｍ)
238.07 日本－対外関係
(２６０ｐ ２０ｃｍ) OH/31/340 1109077899
ロシア革命（１９１７～１９２１）

OH/31/768 1109091635
◆OH

わが外交の近況 -資料編- 第２０号（昭和５１年版）下
◆OH 外務省／編

ロシア無頼 外務省 １９７６．１０
内村剛介／著 (６，３０８ｐ ２１ｃｍ)
高木書房 １９８０．５ 日本－対外関係
(３０６ｐ ２０ｃｍ) OH/31/345 1109077725

OH/31/528 1109082873

◆OH
◆OH わが外交の近況 第１９号（昭和５０年版）下

ロッキード事件疑獄と人間 外務省／編
朝日新聞東京本社社会部／著 大蔵省印刷局 １９７５
朝日新聞社 １９７６．１２ (７，２９９ｐ ２１ｃｍ)
(２８６ｐ １９ｃｍ) 日本－対外関係

OH/31/146 1109064624 OH/31/343 1109077709

◆OH ◆OH
ロッキード問題と５１年度予算 わが外交の近況 第１８号下巻昭和４９年版
荒舩清十郎／著 外務省／編
政財界出版部 ［１９７６］ 外務省 １９７４．７
(２０２ｐ １９ｃｍ) (９，３６１ｐ ２１ｃｍ)

OH/31/668 1109088151 日本－対外関係
OH/31/341 1109077907
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◆OH
◆OH わが国の防衛を考える

わが外交の近況 第１６号昭和４７年版 防衛を考える会事務局／編
外務省／編 朝雲新聞社 １９７５．９
外務省 １９７２．７ (１８２ｐ １９ｃｍ)
(６１９ｐ ２１ｃｍ) 日本－国防
日本－対外関係 OH/31/614 1109086916

OH/31/703 1109088441 OH/31/720 1109088490

◆OH ◆OH
わが外交の近況 第１４号昭和４４年度 吾が闘争 上巻
外務省／編 アドルフ・ヒトラー／著 真鍋良一／訳
外務省 １９６９ 興風館 １９４２
(１５，５２６ｐ ２１ｃｍ) (５４０ｐ １９ｃｍ)
日本－対外関係 OH/31/280 1109072007

OH/31/339 1109077881

◆OH
◆OH 吾が闘争 下巻

わが外交の近況 第８号昭和３９年８月 アドルフ・ヒトラー／著 真鍋良一／訳
外務省／編 興風館 １９４２
外務省 １９６４．８ (４９６ｐ １９ｃｍ)
(１７，３０８，３９，１２ｐ ２１ｃｍ) OH/31/284 1109072247
日本－対外関係

OH/31/336 1109077857
◆OH

若者として国家を考える
◆OH 加藤諦三／著

わが外交の近況 第６号昭和３７年６月 講談社 １９６９．４
外務省／編 (２１７ｐ ２０ｃｍ)
外務省 １９６２．６ ナショナリズム
(３６７，５２ｐ ２１ｃｍ) OH/31/255 1109071959
日本－対外関係

OH/31/334 1109077832
◆OH

私の日本報告 -日本の道・アメリカの道-
◆OH マイク・マンスフィールド／著 松尾文夫／編訳

わが外交の近況 第１３号昭和４３年度 サイマル出版会 １９７８．５
外務省／編 (３０８ｐ １９ｃｍ)
外務省 １９６８ 巻末：戦後日米関係年表
(１９，１４４，２２６，８５，４１ｐ ２１ｃｍ) 日本 アメリカ合衆国－対外関係－日本
日本－対外関係 OH/31/536 1109082956

OH/31/338 1109077873

◆OH
◆OH わたしの外交白書

わが外交の近況 第７号昭和３８年８月 西春彦／著
外務省／編 文芸春秋新社 １９６３．５
外務省 １９６３．８ (２０６ｐ ２０ｃｍ)
(１８，３３０，２６，１０ｐ ２１ｃｍ) OH/31/50 1109058311
日本－対外関係

OH/31/335 1109077840
◆OH

和と安定への道標 -第４回自由民主党夏季全国研修会講演記録
◆OH -

わが外交の近況 第９号昭和４０年７月 自由民主党 １９８０．１２
外務省／編 (４６５ｐ ２１ｃｍ)
外務省 １９６５．７ OH/31/157 1109063642
(１６，３５４，２９，１０ｐ ２１ｃｍ)
日本－対外関係

OH/31/337 1109077865 ◆OH
Ａｒｍｓ，ｙｅｎ　＆　ｐｏｗｅｒ -Ｔｈｅ　Ｊａｐａｎｅｓ
ｅ　dｉｌｅｍｍａ-

◆OH ｂｙ　Ｊｏｈｎ　Ｋ．Ｅｍｍｅｒｓｏｎ
わが外交の近況 第３号昭和３４年３月 Ｃｈａｒｌｅｓ　Ｅ．　Ｔｕｔｔｌｅ １９７１
外務省／編 (４２０ｐ １９ｃｍ)
外務省 １９５９．３ OH/31/203 1109067189
(８，２３２ｐ　図版１枚 ２１ｃｍ)
日本－対外関係

OH/31/333 1109077824 ◆OH
Ｄｅｍｏｃｒａｃｙ　ｉｎ　ｔｈｅ　Ｐｈｉｌｉｐｐｉｎｅｓ
ｂｙ　Ｄｉｏｓｄａｄｏ　Ｍａｃａｐａｇａｌ．
［ｓ．ｎ．］ １９７６
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(２１６ｐ ２２ｃｍ) ◆OH
OH/31/807 1109339422 Ｊａｐａｎ’ｓ　ｐａｒｌｉａｍｅｎｔ -ａｎ　ｉｎｔｒｏｄ

ｕｃｔｉｏｎ-
ｂｙ　Ｈａｎｓ　Ｈ．Ｂａｅｒｗａｌｄ

◆OH Ｃａｍｂｒｉｄｇｅ　Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ　Ｐｒｅｓｓ １
Ｔｈｅ　ｄｉｐｌｏｍａｃｙ　ｏｆ　Ｊａｐａｎ -Ａｎｇｌｏ ９７４
－Ｊａｐａｎｅｓｅ　ａｌｌｉａｎｃｅ　ａｎｄ　Ｒｕｓｓｏ (１５５ｐ ２２ｃｍ)
-Ｊａｐａｎｅｓｅ　ｗａｒ- １８９４－１９２２　ｖｏｌ． OH/31/808 1109340586
２
ｂｙ　Ｍｏｒｉｎｏｓｕｋｅ　Ｋａｊｉｍａ
Ｔｈｅ　Ｋａｊｉｍａ　Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ　ｏｆ　Ｉｎｔｅ ◆OH
ｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｐｅａｃｅ １９７８．１ Ｋｅｎｎｅｄｙ
(５２３ｐ ２２ｃｍ) ｂｙ　Ｔｈｅｏｄｏｒｅ　Ｃ．Ｓｏｒｅｎｓｅｎ．

OH/31/44 1109058253 Ｈａｒｐｅｒ　＆　Ｒｏｗ，Ｐｕｂｌｉｓｈｅｒ １９６５
(７８３ｐ ２５ｃｍ)

OH/31/430 1109079887
◆OH

Ｔｈｅ　ｄｉｐｌｏｍａｔｉｃ　ｔｈｅｓｅｓ　ａｎｄ　ｄｏ
ｃｕｍｅｎｔｓ　ｏｆ　Ｄｒ．Ｍｏｒｉｎｏｓｕｋｅ　Ｋａｊ ◆OH
ｉｍａ ＭＥＭＯＲＩＥＳ　ＡＮＤ　ＲＥＣＯＬＬＥＣＴＩＯＮＳ　Ｏ
ｂｙ　Ｋａｊｉｍａ　Ｍｏｒｉｎｏｓｕｋｅ Ｆ　Ｄｒ．　Ｍｏｒｉｎｏｓｕｋｅ　Ｋａｊｉｍａ -Ａ　ＤＩ
Ｔｈｅ　Ｊａｐａｎ　Ｔｉｍｅｓ １９６９ ＡＬＯＧＵＥ-
(ｘ，４４５ｐ ２２ｃｍ) Ｔｈｅ　Ｊａｐａｎ　Ｔｉｍｅｓ １９６７

OH/31/287 1109072270 (２６１ｐ ２２ｃｍ)
OH/31/310 1109073401

◆OH
Ｅｃｏｎｏｍｉｃ　Ｄｉｐｌｏｍａｃｙ　ｉｎ　ｔｈｅ　Ｌａ ◆OH
ｎｄ　ｏｆ　ｔｈｅ　Ｃｈｅｒｒｙ　Ｂｌｏｓｓｏｍ Ｍｏｄｅｒｎ　Ｊａｐａｎ’ｓ　ｆｏｒｅｉｇｎ　ｐｏｌｉｃ
Ｍｏｎ－Ｃｈｅｎｇ，Ｗｅｅ ｙ
ＭＰＨＤｉｓｔｒｉｂｕｔｏｒｓ ［１９７７］ ｂｙ　Ｋａｊｉｍａ　Ｍｏｒｉｎｏｓｕｋｅ
(１７８ｐ ２３ｃｍ) Ｃ．Ｅ．　Ｔｕｔｔｌｅ　Ｃｏ． １９６９

OH/31/41 1109058220 (３２７ｐ ２２ｃｍ)
OH/31/420 1109079788

◆OH
ＴＨＥ　ｅｍｅｒｇｅｎｃｅ　ｏｆ　Ｊａｐａｎ　ａｓ　ａ　 ◆OH
ｗｏｒｌｄ　ｐｏｗｅｒ １８９５－１９２５ Ｔｈｅ　Ｐｈｉｌｉｐｐｉｎｅｓ　ｔｕｒｎｓ　ｅａｓｔ
ｂｙ　Ｋａｊｉｍａ　Ｍｏｒｉｎｏｓｕｋｅ ｂｙ　Ｄｉｏｓｄａｄｏ　Ｍａｃａｐａｇａｌ
Ｃｈａｒｌｅｓ　Ｅ．　Ｔｕｔｔｌｅ １９６８ ２ｎｄ　ｅｄ．
(４０３ｐ ２２ｃｍ) Ｍａｃ　ｐｕｂｌｉｓｈｉｎｇ　ｈｏｕｓｅ １９７０，ｃ１

OH/31/289 1109072296 ９６６
(ｘｘｉｉｉ，４８３ｐ，［４０］ｐ．ｏｆ　ｐｌａｔｅｓ ２
４ｃｍ)

◆OH OH/31/809 1109340610
Ｇｅｓｃｈｉｃｈｔｅ　ｄｅｒ　ｊａｐａｎｉｓｃｈｅｎ　ａ
ｕｓｓｅｎｂｅｚｉｅｈｕｎｇｅｎ
ｖｏｎ　Ｍｏｒｉｎｏｓｕｋｅ　Ｋａｊｉｍａ ◆OH
Ｓｔｅｉｎｅｒ １９７６ ＬＡ　ｒｅｖｏｌｕｔｉｏｎ　ｇｕｉｎｅｅｎｎｅ　ｅｔ　ｌ
(２３６ｐ ２５ｃｍ) ｅ　ｐｒｏｇｒｅｓ　ｓｏｃｉａｌ Ｔｏｖｅ　６

OH/31/792 1109310860 ｐａｒ　Ａｈｍｅｄ　 Ｓｅｋｏｕ 　ＴＯＵＲＥ
２ｎｄ．　ｅｄ．
［ｓ．ｎ．］ ［出版年不明］

◆OH (５６４ｐ ２５ｃｍ)
Ｈ．Ｍ． Ｈｙｎｄｍａｎ　ａｎｄ　Ｂｒｉｔｉｓｈ　ｓｏｃ OH/31/466 1109082253
ｉａｌｉｓｍ
ｂｙ　Ｃｈｕｓｈｉｃｈｉ　Ｔｓｕｚｕｋｉ． ｅｄｉｔｅｄ
　ｂｙ　Ｈｅｎｒｙ　Ｐｅｌｌｉｎｇ． ◆OH
Ｏｘｆｏｒｄ　Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ　Ｐｒｅｓｓ １９６１ Ｔｈｅ　Ｔｒｕｔｈ　ａｂｏｕｔ　ｐｅａｃｅ　ｔｒｅａｔｉ
(３０４ｐ　ｉｌｌｕｓ． ２３ｃｍ) ｅｓ Ｖｏ．１

OH/31/754 1109089720 ｂｙ　Ｄａｖｉｄ　Ｌｌｏｙｄ　Ｇｅｏｒｇｅ　
Ｖｉｃｔｏｒ　Ｇｏｌｌａｎｃｚ １９３８
(７３５ｐ ２３ｃｍ)

◆OH OH/31/477-1 1109082311
Ｊａｐａｎ　ｉｎ　ｃｕｒｒｅｎｔ　Ｗｏｒｌｄ　ａｆｆａｉ
ｒｓ １９７０－１９７２
ｅｄ．　ｂｙ　Ｔｈｅ　Ｋａｊｉｍａ　Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ　 ◆OH
ｏｆ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｐｅａｃｅ Ｔｈｅ　Ｔｒｕｔｈ　ａｂｏｕｔ　ｐｅａｃｅ　ｔｒｅａｔｉ
Ｔｈｅ　Ｊａｐａｎ　Ｔｉｍｅｓ １９７２ ｅｓ Ｖｏ．２
(ｉｖ，２９９ｐ ２２ｃｍ) ｂｙ　Ｄａｖｉｄ　Ｌｌｏｙｄ　Ｇｅｏｒｇｅ　

OH/31/463 1109082220 Ｖｉｃｔｏｒ　Ｇｏｌｌａｎｃｚ １９３８
(ｐ．７４２－１４７１ ２３ｃｍ)

OH/31/477-2 1109082329
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◆OH
Ｔｈｅ　Ｗｈｉｔｅ　Ｈｏｕｓｅ -ａｎ　ｈｉｓｔｏｒｉｃ　
ｇｕｉｄｅ-
２ｎｄ　ｅｄ．
Ｗｈｉｔｅ　Ｈｏｕｓｅ　Ｈｉｓｔｏｒｉｃａｌ　Ａｓｓｏｃ
ｉａｔｉｏｎ  １９６２
(１２９ｐ ２７ｃｍ)

OH/31/431 1109157865

◆OH
Ｗｈｙ　ｎｏｔ　ｔｈｅ　ｂｅｓｔ？
ｂｙ　Ｊｉｍｍｙ　Ｃａｒｔｅｒ
Ｂｒｏａｄｍａｎ １９７７
(２０８ｐ ２４ｃｍ)
0-8054-5582-5

OH/31/718 1109088482
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◆OH ◆OH
ＩＬＯ条約と日本 会社法概論
中山和久／著 田中耕太郎／著
岩波書店 １９８３．１２ 改正
(２０８ｐ １８ｃｍ) 岩波書店 １９３９．５
岩波新書 (９５４，１２，１８ｐ ２３ｃｍ)
国際労働機関 OH/32/47 1109092203

OH/32/75 1109094670

◆OH
◆OH 会社法提要

新しい家の倫理 田中誠二／著
我妻栄／著 改正
改訂版 有斐閣 １９４１．６
学風書院 １９４９．１２ (８１１ｐ ２２ｃｍ)
(１０，３３４ｐ １９ｃｍ) OH/32/48 1109094415
親族法

OH/32/41 1109092146
◆OH

海商法提要
◆OH 田中誠二／著

イギリス法原理 全訂第７版
Ｗ．ゲルダート／著 末延三次／訳 有斐閣 １９４２．７
東京大学出版会 １９５８．１１ (４，１５，６９８ｐ ２２ｃｍ)
(２８７，１７ｐ １９ｃｍ) OH/32/68 1109094605

OH/32/110 1109095024

◆OH
◆OH 改正公職選挙法解説

イスラーム法学 自治省選挙部／編
木場公男／著 政経書院 １９７５．１２
中央大学出版部 １９７８．１１ (３８０ｐ ２１ｃｍ)
(１６１ｐ １９ｃｍ) OH/32/119 1109095107

OH/32/146 1109339216

◆OH
◆OH 改正商法及有限會社法概説

岩波六法全書 昭和３９年版 田中耕太郎／著
末川博／編著 有斐閣 １９３９．５
岩波書店 １９６４．２ (３３２ｐ ２３ｃｍ)
(１２，３０５４ｐ １９ｃｍ) 商法

OH/32/112 1109095040 OH/32/74 1109094662

◆OH ◆OH
改憲への前進 改正商法總則概論
廣瀬久忠／著 田中耕太郎／著
時事通信社 １９６３．８ 第２４版
(２３７ｐ ２２ｃｍ) 有斐閣 １９４４．３

OH/32/16 1109092005 (３８８，２０ｐ ２１ｃｍ)
OH/32/56 1109094480

◆OH
会社法 ◆OH
西原寛一／著 概説日本憲法
岩波書店 １９５７．５ 杉村章三郎／著
(１３，３４５，１９ｐ ２２ｃｍ) 弘文堂 １９４０．１１
商法講義 (１２６ｐ ２３ｃｍ)
商法 OH/32/17 1109091700

OH/32/49 1109094423

◆OH
◆OH 科学としての法律学 -法律学方法論-

会社法 川島武宜／著
鈴木竹雄／著 弘文堂 １９５８．５
新版 (３，２１９，５ｐ １９ｃｍ)
弘文堂 １９６１．１１ 法律学
(２７０，４ｐ ２２ｃｍ) OH/32/38 1109092112
法律学講座双書
会社法

OH/32/111 1109095032 ◆OH
学生　六法全書 -事項索引及参照条文付-
末川博／編著
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岩波書店 １９５４．１２ 増補３版
(１００８ｐ １６ｃｍ) 有斐閣 １９４２．２

OH/32/97 1109094894 (４８３，６ｐ ２２ｃｍ)
刑法

OH/32/70 1109094621
◆OH

強制執行法要論
加藤正治／著 ◆OH
有斐閣［ほか］ １９３５．８ 刑法の近代的展開
(３８３，２０ｐ ２３ｃｍ) 団藤重光／著

OH/32/73 1109094654 弘文堂書房 １９４８．２
(２６５ｐ １９ｃｍ)

OH/32/6 1109091908
◆OH

行政法 １
美濃部達吉／著 ◆OH
岩波書店 １９３３．１２ 契約社会 -アメリカと日本の違いを見る-
(５，２３１，６ｐ １８ｃｍ) 道田信一郎／著
岩波全書 有斐閣 １９８７．２
索引あり (１２，３２０ｐ ２０ｃｍ)

OH/32/35 1109092088 巻末：引用判例文献一覧
契約 日本 アメリカ合衆国
4-641-03646-2

◆OH OH/32/24 1109091775
行政法 ２
美濃部達吉／著
岩波書店 １９３４．１０ ◆OH
(２３３－４８９，１２ｐ １８ｃｍ) 現代政治学全集 第六巻
岩波全書 日本評論社 １９３０．６
索引あり (５，４０８ｐ ２３ｃｍ)

OH/32/36 1109092096 OH/32/95 1109094878

◆OH ◆OH
近代社会と法 憲法
川島武宜／著 鵜飼信成／著
岩波書店 １９５９．１ 岩波書店 １９５６．４
(２７０ｐ ２２ｃｍ) (３１９，１９ｐ １８ｃｍ)

OH/32/3 1109091874 岩波全書
OH/32/22 1109091759

◆OH
刑法 ◆OH
牧野英一／著 憲法運用の実際についての調査報告書 -国会・内閣・財政・地
岩波書店 １９３９．４ 方自治-
(３０５，５ｐ １８ｃｍ) 憲法調査会／編
岩波全書 大蔵省印刷局 １９６４．７
索引あり (４１０ｐ ２１ｃｍ)

OH/32/25 1109091783 憲法調査会報告書付属文書
憲法－日本

OH/32/136 1109095271
◆OH

憲法運用の実際についての調査報告書 -天皇・戦争の放棄・最
高法規- ◆OH
憲法調査会／編 憲法運用の実際についての調査報告書 -国民の権利及び義務・
大蔵省印刷局 １９６４．７ 司法-
(３０８ｐ ２１ｃｍ) 憲法調査会／編
憲法調査会報告書付属文書 大蔵省印刷局 １９６４．７
憲法－日本 (４６６ｐ ２１ｃｍ)

OH/32/134 1109095255 憲法調査会報告書付属文書
憲法－日本

OH/32/141 1109095321
◆OH

刑法総論
評論社 １９５８．９ ◆OH
(１５９ｐ １８ｃｍ) 憲法運用の実際についての調査報告書等（憲法調査会報告書付
要点整理　新法学便覧 属文書第３号－第１０号）の索引

OH/32/7 1109091916 参議院憲法調査会事務局 １９６４．７
(９１ｐ ２１ｃｍ)

OH/32/143 1109095347
◆OH

刑法總論
牧野英一／著
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◆OH
憲法への直言 -五月三日のために- 憲法調査会／編
清水伸／著 大蔵省印刷局 １９６４．９
原書房 １９７６．３ (４ｐ ２１ｃｍ)
(２３６ｐ ２０ｃｍ) OH/32/145-7 1109341188

OH/32/118 1109095099

◆OH
◆OH 憲法調査会第１３０回総会議事録

憲法改正 憲法調査会／編
宮沢俊義／等著 大蔵省印刷局 １９６４．９
有斐閣 １９５６．５ (５７０ｐ ２１ｃｍ)
(２４５ｐ １９ｃｍ) OH/32/139 1109095305
ジュリスト選書

OH/32/19 1109091726
◆OH

憲法調査会第１２９回総会議事録
◆OH 憲法調査会／編

憲法感覚と憲法解釈 大蔵省印刷局 １９６４．１０
有倉遼吉／著 (５９３ｐ ２１ｃｍ)
日本評論新社 １９６３．１ OH/32/138 1109095297
(３２０ｐ １９ｃｍ)
憲法－日本

OH/32/107 1109094993 ◆OH
憲法調査会第１２５回総会議事録
憲法調査会／編

◆OH 大蔵省印刷局 １９６４．７
憲法原論 (６２ｐ ２１ｃｍ)
田上穣治／著 OH/32/145-3 1109341147
改訂
春秋社 １９５３．４
(２２５ｐ ２２ｃｍ) ◆OH

OH/32/88 1109094803 憲法調査会第１２３回総会議事録
憲法調査会／編
大蔵省印刷局 １９６４．６

◆OH (２８ｐ ２１ｃｍ)
憲法原論 上巻 OH/32/145 1109341121
佐藤立夫／著
新版
青林書院新社 １９７８．１ ◆OH
(３２０，１１ｐ ２２ｃｍ) 憲法調査会第１２４回総会議事録

OH/32/120 1109095115 憲法調査会／編
大蔵省印刷局 １９６４．６
(２２ｐ ２１ｃｍ)

◆OH OH/32/145-2 1109341139
憲法原論 下巻
佐藤立夫／著
新版 ◆OH
青林書院新社 １９７８．１ 憲法調査会第１２７回総会議事録
(５９１，９ｐ ２２ｃｍ) 憲法調査会／編

OH/32/121 1109095123 大蔵省印刷局 １９６４．８
(１９ｐ ２１ｃｍ)

OH/32/145-5 1109341162
◆OH

憲法述義
上杉慎吉／著 ◆OH
新稿　１６版 憲法調査会第１２２回総会議事録
有斐閣 １９４４．３ 憲法調査会／編
(７０４，４２ｐ ２２ｃｍ) 大蔵省印刷局 １９６４．５

OH/32/54 1109094464 (３５０ｐ ２１ｃｍ)
OH/32/137 1109095289

◆OH
憲法制定の経過に関する小委員会報告書 ◆OH
憲法調査会／編 憲法調査会第１２８回総会議事録
大蔵省印刷局 １９６４．７ 憲法調査会／編
(７８１ｐ ２１ｃｍ) 大蔵省印刷局 １９６４．８
憲法調査会報告書付属文書 (１９ｐ ２１ｃｍ)
憲法－日本 OH/32/145-6 1109341170

OH/32/135 1109095263

◆OH
◆OH 憲法調査会第１２６回総会議事録

憲法調査会第１３１回総会議事録 憲法調査会／編
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大蔵省印刷局 １９６４．７
(１７ｐ ２１ｃｍ) ◆OH

OH/32/145-4 1109341154 憲法の論点
宮本吉夫／著
しなの出版 １９６７．８

◆OH (３６６ｐ １９ｃｍ)
憲法調査会における各委員の意見 OH/32/98 1109094902
憲法調査会／編
大蔵省印刷局 １９６４．７
(７８２ｐ ２１ｃｍ) ◆OH
憲法調査会報告書付属文書 憲法問題 -その解決の基準は何か-
憲法－日本 恒藤恭／著

OH/32/142 1109095339 岩波書店 １９６４．１２
(１７５ｐ １８ｃｍ)
岩波新書

◆OH 憲法－日本
憲法調査会報告書 OH/32/20 1109091734
憲法調査会／編
大蔵省印刷局 １９６４．７
(１１６１ｐ ２１ｃｍ) ◆OH
憲法－日本 憲法問題の考え方

OH/32/140 1109095313 渡辺洋三／著
東京大学出版会 １９６７．２
(６，２５３ｐ ２０ｃｍ)

◆OH OH/32/96 1109094886
憲法と現代法学
渡辺洋三／著
岩波書店 １９６３．２ ◆OH
(２８３ｐ １９ｃｍ) 権利侵害論

OH/32/18 1109091718 末川博／著
日本評論社 １９４４．１
(４００ｐ １９ｃｍ)

◆OH 法学叢書
憲法と国民生活 OH/32/32 1109092054
渡辺洋三／著
東京大学出版会 １９７８．３
(２２１ｐ １９ｃｍ) ◆OH
ＵＰ選書 言論の自由を守るために
憲法－日本 伊藤正己／著

OH/32/132 1109095230 有信堂 １９６１．９
(２０９ｐ １８ｃｍ)
文化新書

◆OH OH/32/106 1109094985
憲法と政治・社会
奥原唯弘／著
啓正社 １９７８．６ ◆OH
(３０９ｐ ２０ｃｍ) 國際裁判の本質

OH/32/126 1109095172 横田喜三郎／著
岩波書店 １９４１．５
(７４１ｐ ２２ｃｍ)

◆OH OH/32/58 1109094506
憲法と民主政治
大西邦敏／著
成文堂 １９７０．７ ◆OH
(１１８ｐ １９ｃｍ) 國際法

OH/32/109 1109095016 横田喜三郎／著
岩波書店 １９３３．１２
(１０，３２４，５ｐ １８ｃｍ)

◆OH 岩波全書
憲法の具体的展開 参考書・索引あり
奥原唯弘／著 OH/32/37 1109092104
啓正社 １９７９．６
(３９２ｐ ２０ｃｍ)

OH/32/123 1109095149 ◆OH
国際法
横田喜三郎／著

◆OH 改訂版
憲法の話 有斐閣 １９６０．４
林修三／著 (６，３０４ｐ １９ｃｍ)
第一法規出版 １９７３．１０ 有斐閣全書
(３４３ｐ ２２ｃｍ) 国際法

OH/32/127 1109095180 OH/32/40 1109092138
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◆OH
◆OH 商法総則・商行為法

裁判の書 西原寛一／著
三宅正太郎／著 改訂版
牧野書店 １９４２．１１ 岩波書店 １９５８．４
(３３７ｐ ２２ｃｍ) (ｐ２３８，１６ ２２ｃｍ)
裁判 商法講義

OH/32/76 1109094688 OH/32/91 1109094837

◆OH ◆OH
實定法秩序論 商法大意
尾高朝雄／著 松本烝治／著
岩波書店 １９４２．３ 新訂改版
(１０，５８３ｐ ２２ｃｍ) 岩波書店 １９３５．１
京城帝国大学法学会叢刊 (６３５，１０ｐ ２３ｃｍ)
実定法 OH/32/53 1109094456

OH/32/69 1109094613

◆OH
◆OH 所有権法の理論

市民社会と法律 川島武宜／著
一橋大学一橋学会／編 岩波書店 １９４９．２
春秋社 １９６０．１０ (３５４ｐ ２２ｃｍ)
(１９６ｐ １９ｃｍ) 付：参考文献
一橋大学一橋学会学術講座 OH/32/90 1109094829

OH/32/27 1109091809

◆OH
◆OH 真説・新憲法制定の由来

宗教法人法概要 三枝茂智／著
松本明重／著 憲法史研究会 １９６８．１２
日本民主同志会本部 １９７９．８ (６２６ｐ ２２ｃｍ)
(２６２ｐ １９ｃｍ) 憲法－日本
宗教法人法 OH/32/102 1109094944

OH/32/124 1109095156

◆OH
◆OH 新法律学辞典

商法概論 1 我妻栄／編
米谷隆三／著 有斐閣 １９５２．１２
有斐閣 １９４１．２ (１０１４，７１，１０８ｐ ２２ｃｍ)
(４８４，１０ｐ ２２ｃｍ) OH/32/1 1109091858

OH/32/55 1109094472

◆OH
◆OH 杉山教授還暦祝賀論文集

商法学 福井勇二郎／編
西原寛一／著 岩波書店 １９４２．１１
岩波書店 １９５２．２ (１００７ｐ ２２ｃｍ)
(３０４，１８ｐ １８ｃｍ) ボアッソナードの法律哲学(田中耕太郎) 旧刑法とボアソナー
岩波全書 ドの刑法学(小野清一郎) ナチスの契約理論(我妻栄) 契約定型

OH/32/100 1109094928 と附合契約(石崎政一郎) 条約の解釈(横田喜三郎) 社会保険法
の対象と本質(菊池勇夫) 英米不法行為法に於ける救助(末延三
次) フランク法における違法の抗弁(宮沢俊義) 国際私法に於

◆OH ける取引保護主義について(江川英文) 比較法制定史より見た
商法研究 第１巻 る楔形文字法の諸問題(原田慶吉) 契約の起原に関する二三の
田中耕太郎／著 考察(宮崎孝治郎) 経済の変遷と商法(鈴木竹雄) 日本民事訴訟
岩波書店 １９２９．６ 法に対する仏蘭西法の影響(兼子一) 有限会社に於ける持分の
(７００，１８ｐ ２３ｃｍ) 移転(石井照久) 仏国農業証券制度に就いて(福井勇次郎) 民法

OH/32/57 1109094498 における人の権利能力(川島武宜) 登記主義と有因主義との結
合について(山田晟) 破毀裁判所の任務と性質(刑部荘) フラン
ク時代における属人法主義の成立について(久保正幡) 自動車

◆OH 責任立法の比較法的素描(野田良之)
商法総則 OH/32/89 1109094811
岡田憲樹／編述
改訂版
評論社 １９５９．１０ ◆OH
(２３６ｐ １８ｃｍ) 政治経済国防講義案
詳解法学便覧 アダム・スミス／著 樫原信一／訳

OH/32/31 1109092047 山口書店 １９４３．１０
(３２８ｐ ２１ｃｍ)

OH/32/92 1109094845

- 5 -－262－



(７８０ｐ ２２ｃｍ)
OH/32/65 1109094571

◆OH
成人と法律 ’６７年版
世田谷区／［編］ 石葉光信［ほか］／著 ◆OH
桂林書院 １９６７．１ 逐条日本国憲法審議録 第３巻
(１９０ｐ １７×１４ｃｍ) 清水伸／編著

OH/32/99 1109094910 日本世論調査研究所 １９６２．１０
(８３１ｐ ２２ｃｍ)

OH/32/66 1109094589
◆OH

ソ連邦の憲法と立法、行政、司法
谷川良一／著 ◆OH
霞ケ関出版 １９７５．１ 逐条日本国憲法審議録 第１巻
(３８８ｐ ２１ｃｍ) 清水伸／編著

OH/32/128 1109095198 増訂版
日本世論調査研究所 １９７６．１
(９５１ｐ ２２ｃｍ)

◆OH OH/32/113 1109095057
体験的弁護士論 -忙言閑言-
渋谷泉／著
忙言誌出版会 １９７９．５ ◆OH
(９６ｐ ２２ｃｍ) 逐条日本国憲法審議録 第２巻
弁護士 清水伸／編著

OH/32/125 1109095164 増訂版
日本世論調査研究所 １９７６．１
(７８０ｐ ２２ｃｍ)

◆OH OH/32/114 1109095065
第５５・５６回　国会成立法律集
自由民主党／編
自由民主党広報委員会出版局 １９６７．８ ◆OH
(２４７ｐ １９ｃｍ) 逐条日本国憲法審議録 第３巻
日本－法令 清水伸／編著

OH/32/129 1109095206 増訂版
日本世論調査研究所 １９７６．１
(８３１ｐ ２２ｃｍ)

◆OH OH/32/115 1109095073
大日本帝国憲法の根本義
筧克彦／著
岩波書店 １９３６．６ ◆OH
(４７１ｐ ２３ｃｍ) 逐条日本国憲法審議録 第４巻
憲法－日本 清水伸／編著

OH/32/52 1109094449 増訂版
日本世論調査研究所 １９７６．１
(７２４，９４ｐ ２２ｃｍ)

◆OH OH/32/116 1109095081
大日本帝国憲法復原論 -みすずの宣言-
服部勲武／著
善本社事業部 １９７９．１０ ◆OH
(３６１ｐ １９ｃｍ) 手形交換法論

OH/32/131 1109095222 西原寛一／著
岩波書店 １９４２．３
(１冊 ２２ｃｍ)

◆OH 京城帝國大學法學會叢刊
逐条憲法精義 -全- OH/32/61 1109094530
美濃部達吉／著
有斐閣 １９２７．１２
(７３９，１３ｐ ２３ｃｍ) ◆OH

OH/32/51 1109094431 手形・小切手法講話
吉永栄助／著
如水書房 １９５４．６

◆OH (２２０，７ｐ １９ｃｍ)
逐条日本国憲法審議録 第１巻 OH/32/9 1109091932
清水伸／編著
日本世論調査研究所 １９６２．５
(９５１ｐ ２２ｃｍ) ◆OH

OH/32/64 1109094563 手形法小切手法概論
田中耕太郎／著
訂正第４版

◆OH 有斐閣 １９４０．４
逐条日本国憲法審議録 第２巻 (６５１，９，１２ｐ ２３ｃｍ)
清水伸／編著 索引あり
日本世論調査研究所 １９６２．７ 小切手法 手形法
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OH/32/67 1109094597
◆OH

日本債權法各論 上巻
◆OH 鳩山秀夫／著

内閣憲法調査会における改正論 増訂版
自主憲法期成議員同盟 １９６６．５ 岩波書店 １９２４．２
(１６９ｐ ２１ｃｍ) (５，３８９ｐ ２３ｃｍ)
資料 OH/32/85 1109094779

OH/32/10 1109091940

◆OH
◆OH 日本債權法各論 下巻

ナチス民法學の精神 鳩山秀夫／著
吾妻光俊／著 増訂版
岩波書店 １９４２．８ 岩波書店 １９２４．４
(３２９ｐ ２２ｃｍ) (９，３９１－９５２，８ｐ ２３ｃｍ)

OH/32/59 1109094514 条文索引あり
OH/32/86 1109094787

◆OH
楢山教育長物語 -教師と法律- ◆OH
戸田謙，市岡茂／著 日本の新しいイメージ -日本国民の自主憲法のあり方-
誠文堂新光社 １９６１．１ 神川彦松／著
(３３３，９ｐ １９ｃｍ) 鹿島研究所出版会 １９６４．１０

OH/32/144 1109310894 (２６８ｐ １９ｃｍ)
OH/32/39 1109092120

◆OH
日本行政法講義要綱 上巻 ◆OH
杉村章三郎／著 被告人田中角栄の闘争 -ロッキード裁判傍聴記１-
改訂第６版 立花隆／著
有斐閣 １９４０．９ 朝日新聞社 １９８１．７
(１，１０，４０９ｐ ２３ｃｍ) (３４５ｐ ２０ｃｍ)
行政法 ロッキード事件

OH/32/44 1109092179 OH/32/122 1109095131

◆OH ◆OH
日本行政法講義要綱 下巻 秘録＊東京裁判
杉村章三郎／著 清瀬一郎／著
訂正第２版 読売新聞社 １９６７．３
有斐閣 １９４０．４ 210.75
(８，３９９ｐ ２３ｃｍ) (２７７ｐ １９ｃｍ)
行政法 極東国際軍事裁判（１９４６～１９４８）

OH/32/45 1109092187 OH/32/104 1109094969

◆OH ◆OH
日本刑法 第１分冊 不動産登記法
牧野英一／著 杉之原舜一／著
改訂第４４版 日本評論社 １９３８．１０
有斐閣 １９３２．４ (３１８ｐ ２３ｃｍ)
(ｐ１６１－５１２ ２４ｃｍ) OH/32/78 1109094704

OH/32/71 1109094639

◆OH
◆OH 米國憲法概論

日本刑法 第２分冊 美濃部達吉／著
牧野英一／著 有斐閣 １９４７．９
改訂第４４版 (２７０ｐ １９ｃｍ)
有斐閣 １９３２．９ 米國講座叢書
(ｐ５１３－９９１ ２４ｃｍ) OH/32/21 1109091742

OH/32/72 1109094647

◆OH
◆OH 弁護士百年

日本債權法 -総論- 日本弁護士連合会 １９７６
鳩山秀夫／著 (１７１ｐ（おもに図） ２６ｃｍ)
増訂改版 年表：ｐ．１６４－１７１
岩波書店 １９２５．９ 弁護士－歴史
(３，１０，４７５，５ｐ ２３ｃｍ) OH/32/117 1109163350

OH/32/84 1109094761
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◆OH
◆OH 法哲学

法学協会五十周年記念論文集 第２部 尾高朝雄／著
法学協会／編 改訂版
法学協会 １９３３．４ 日本評論社 １９３７．１１
(６８４ｐ ２３ｃｍ) (３７２，１５ｐ １９ｃｍ)

OH/32/2-2 1109091866 OH/32/46 1109092195

◆OH ◆OH
法学協会五十周年記念論文集 第１部 法と国家
法学協会／編 ハンス・ケルゼン／著 鵜飼信成／訳
法学協会 １９３３．４ 東京大学出版会 １９６９．７
(６４３ｐ ２３ｃｍ) (２０１ｐ １９ｃｍ)

OH/32/2 1109157790 ＵＰ選書
法律法

OH/32/130 1109095214
◆OH

法学提要
ガイウス／著 船田享二／訳 ◆OH
日本評論社 １９４３．１２ 法と宗教と社会生活
(４１０，２５ｐ １９ｃｍ) 田中耕太郎／著

OH/32/30 1109092039 改造社 １９２７．１
(３８３，１１ｐ ２０ｃｍ)

OH/32/42 1109092153
◆OH

法学入門
末弘厳太郎／著 ◆OH
日本評論社 １９３４ 法における常識
(２１３ｐ １９ｃｍ) Ｐ．Ｇ．ヴィノグラドフ／著 末延三次／訳 伊藤正己／訳

OH/32/23 1109091767 改訂版
岩波書店 １９６３．８
(１０，２５５，１１ｐ １９ｃｍ)

◆OH 岩波現代叢書
法社会学 上 参考書一覧・索引あり
川島武宜／著 OH/32/108 1109095008
岩波書店 １９５８．１０
(１５５ｐ １９ｃｍ)

OH/32/105 1109094977 ◆OH
法の任務
Ｒ．パウンド／著 末延三次／訳

◆OH 岩波書店 １９５４．７
法制史の研究 上 (１４８，１０ｐ １９ｃｍ)
三浦周行／著 OH/32/26 1109091791
岩波書店 １９４３．９
(６６０ｐ ２１ｃｍ)

OH/32/4 1109091890 ◆OH
法律学概論
田中耕太郎／著

◆OH ［出版者不明］ ［出版年不明］
法制史の研究 下 (４８１ｐ ２２ｃｍ)
三浦周行／著 OH/32/62 1109094548
岩波書店 １９４４．１２
(４６９，３７ｐ ２１ｃｍ)

OH/32/5 1109091882 ◆OH
法律思想史
船田享二／著

◆OH 河出書房 １９４３．１０
法窓閑話 (４０７，３ｐ １９ｃｍ)
末弘厳太郎／著 OH/32/43 1109092161
改造社 １９２５．８
(４０６ｐ １９ｃｍ)

OH/32/60 1109094522 ◆OH
法律哲学論集 １
田中耕太郎／著

◆OH 岩波書店 １９４２．７
法窓雑記 (４９９ｐ ２２ｃｍ)
末弘厳太郎／著 OH/32/93 1109094852
日本評論社 １９３６．３
(３１６ｐ １９ｃｍ)

OH/32/8 1109091924 ◆OH
法律哲学論集 ２
田中耕太郎／著
岩波書店 １９４５．１
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(４８５ｐ ２２ｃｍ) ◆OH
ケンゼンの純粋法学の法律哲学的意義及び価値,自然法の過去 民法 上
及び其の現代的意義,現代法律思潮,自然法的婚姻及び離婚論, 末川博／著
中世紀的自然法の特異性,ロスコー・パウンド「法と道徳」,中 全訂９版
島重著「社会哲学的法理学」,ルネ・ドモーグ「私法の国際的 千倉書房 １９５９．１２
統一」,杉山直治郎博士「仏蘭西に使して」 附録:伊太利憲法 (４０９ｐ ２２ｃｍ)
制度に於ける諸権力の組織,ラスク法律哲学. OH/32/63 1109094555

OH/32/94 1109094860

◆OH
◆OH 民法講義 ４

法律における信義誠実の原則 我妻榮／著
常盤敏太／著 岩波書店 １９４０．５
鳳舎 １９６３．９ (６，４，３９７，１７ｐ ２３ｃｍ)
(２４０，２７ｐ ２２ｃｍ) 索引あり

OH/32/87 1109094795 民法
OH/32/83 1109094753

◆OH
民事訴訟法概論 上冊 ◆OH
兼子一／著 民法講義 ２
岩波書店 １９３７．４ 我妻榮／著
(１５６ｐ ２３ｃｍ) 岩波書店 １９３２．１１

OH/32/79 1109094712 (６，７，３５４，１０ｐ ２２ｃｍ)
索引あり
民法

◆OH OH/32/77 1109094696
民事訴訟法概論 中冊
兼子一／著
岩波書店 １９３７．９ ◆OH
(４００ｐ ２３ｃｍ) 民法講義 ３

OH/32/80 1109094720 我妻榮／著
岩波書店 １９３６．１２
(８，６，３４８，１８ｐ ２２ｃｍ)

◆OH 索引あり
民事訴訟法概論 下冊 民法
兼子一／著 OH/32/82 1109094746
岩波書店 １９３８．２
(５４１ｐ ２３ｃｍ)

OH/32/81 1109094738 ◆OH
民法講話 上巻
末弘厳太郎／著 戒能通孝／改訂

◆OH 岩波書店 １９５４．３
民法 ２ (３３０ｐ １９ｃｍ)
我妻栄／著 OH/32/12 1109091965
岩波書店 １９３４．１１
(３１５～７１５ｐ １８ｃｍ)
岩波全書 ◆OH
索引あり 民法講話 中巻
民法 末弘厳太郎／著 戒能通孝／著

OH/32/33 1109092062 岩波書店 １９５４．７
(５８２ｐ １９ｃｍ)

OH/32/13 1109091973
◆OH

民法 -總則・物權上- １
我妻榮／著 ◆OH
岩波書店 １９３３．１２ 民法講話 下巻
(８，３１３，１３ｐ １８ｃｍ) 末弘厳太郎／著 戒能通孝／著
岩波全書 岩波書店 １９５４．１０
索引あり (８４９ｐ １９ｃｍ)

OH/32/101 1109094936 OH/32/14 1109091981

◆OH ◆OH
民法 -親族・相續- ３ 民法雑記帳
中川善之助／著 末弘厳太郎／著
岩波書店 １９３３．１２ 日本評論社 １９４０．４
(１４，３４３，１６ｐ １８ｃｍ) (３４６ｐ １９ｃｍ)
岩波全書 OH/32/11 1109091957
索引あり

OH/32/34 1109092070
◆OH

民法要説
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谷口知平／著
新版
有斐閣 １９６０．４
(１５７ｐ １９ｃｍ)

OH/32/15 1109091999

◆OH
ゆきとき清談
滝川幸辰／著
河出書房新社 １９６４．２
(２５７ｐ ２０ｃｍ)

OH/32/103 1109094951

◆OH
賄賂の話
板倉宏／著
中央公論社 １９８６．２
(１９７ｐ １８ｃｍ)
中公新書
賄ろ
4-12-100793-X

OH/32/29 1109092021

◆OH
禍いなるかな，法律家よ！
Ｆ．ロデール／著 清水英夫，西迪雄／訳
岩波書店 １９６４．１１
(２４９ｐ １９ｃｍ)

OH/32/28 1109092013
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◆OH
◆OH 明日への選択 -日本開発銀行二十五周年記念-

あきんど経営 日本開発銀行企画室／編
神吉貞一／著 日本開発銀行 １９７６．１０
産業能率短期大学出版部 １９６９．１１ (２２２ｐ ２１ｃｍ)
(２３０ｐ １９ｃｍ) OH/33/749 1109326106

OH/33/422 1109128023

◆OH
◆OH 明日をひらく東洋工業 -東洋工業五十年史・現況編-

アジア経済研究所年報 １９７６－７７ 東洋工業株式会社五十年史編纂委員会／編
東京 東洋工業 １９７０．１１
アジア経済研究所 １９７７．７ (図　１６９ｐ（解説共） ２９ｃｍ)
(１２５ｐ ２６ｃｍ) 東洋工業株式会社

OH/33/746 1109317188 OH/33/456 1109170280

◆OH ◆OH
アジア水平分業の時代 明日の日本経済 -貧しい経済から豊かな経済へ-
渡辺利夫・梶原弘和／著 大来佐武郎／著
日本貿易振興会 １９８３．７ 実業之日本社 １９６４．６
(１６７，６ｐ １９ｃｍ) (２９２ｐ １９ｃｍ)

OH/33/155 1109110724 OH/33/100 1109110211

◆OH ◆OH
アジア太平洋協力への展望 新しい經濟學 ２
大来佐武郎 小島清／編 セイモア・Ｅ・ハリス／編 日本銀行調査局／訳
日本国際問題研究所 １９７１．８ 再版
(２６６ｐ ２２ｃｍ) 東洋經濟新報社 １９５０．１

OH/33/550 1109135481 (３７４ｐ ２１ｃｍ)
OH/33/54 1109099620

◆OH
アジアの経済 -統計とその現実- ◆OH
原覚天／著 新しい經濟學 ３
中央公論社 １９６３．８ セイモア・Ｅ・ハリス／編 日本銀行調査局／訳
(２１１ｐ １８ｃｍ) 東洋經濟新報社 １９５０．２
中公新書 (２６５，１２ｐ ２１ｃｍ)
アジア－経済 OH/33/55 1109099638

OH/33/175 1109111821

◆OH
◆OH 新しい経済社会への提言 -もう一つの可能性を求めた第三の道

アジアの人口と経済 -
南亮三郎／編 オタ・シク／著 篠田雄次郎／訳
アジア経済研究所 １９７４．３ 日本経営出版会 １９７６
(４３４ｐ ２２ｃｍ) (２６１ｐ １９ｃｍ)
アジア経済調査研究双書 経済－歴史－１９４５年以後 比較経済学
総括(南亮三郎) 世界の中のアジア人口(南亮三郎) アジアの人 OH/33/713 1109140044
口統計資料(嵯峨座晴夫) アジアの人口分布とその地理的条件(
上坂修夫) アジア人口の史的概観(岡田実) アジアの人口増加(
上田耕三) アジア人口の基本構造(上田正夫) アジアの出生力( ◆OH
大淵寛) アジアの死亡力(小林和正) アジアの労働力人口(鈴木 新しい流れのなかで -日本クロス創立５５周年－ダイニック元
啓祐) アジアの将来人口(浜英彦) アジアの人口転換と経済離 年-
陸(岡崎陽一) アジアの人口増加と食糧需給(畑井義隆) アジア １９７４
の生活水準と社会構造(森岡仁) アジアの経済構造と雇用・失 (７８ｐ（図共） ３１ｃｍ)
業(水野朝夫) アジアの工業化と都市化(富田富士雄) アジアの ダイニック株式会社
経済開発政策と人口要因(加藤寿延) 家族計画プログラムの評 OH/33/610-1 1109141927
価と展望(吉田忠雄) 今後の経済発展と人口要因(石南国) 関係
文献目録:p.421-434. 

OH/33/631 1109136448 ◆OH
アメリカ資本主義見聞記
東畑精一／著

◆OH 岩波書店 １９５７．１０
アジアの民族主義と経済発展 -東南アジア近代化の起点- (９，２１６ｐ　図版１枚 １８ｃｍ)
板垣与一／著 岩波新書
東洋経済新報社 １９６２．４ アメリカ合衆国－経済 資本主義
(３２８，１０ｐ ２２ｃｍ) OH/33/115 1109110070
アジア－経済 ナショナリズム－アジア

OH/33/248 1109122000
◆OH

アメリカ資本主義の構造 -寡占経済とその社会主義-
武山泰雄／著
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東洋経済新報社 １９５６．４ 日本経済(土屋清) 
(３１４ｐ １９ｃｍ) 欧州経済共同体

OH/33/124 1109110138 OH/33/108 1109110302

◆OH ◆OH
アメリカにおける富と権力 -社会階層と所得分布の研究- ＥＥＣの課題
Ｇ．コルコ／著 佐藤定幸／訳 国立国会図書館調査立法考査局／編
岩波書店 １９６３．８ 国立国会図書館 １９６３．３
(１８８，４４ｐ １９ｃｍ) (３３２ｐ ２１ｃｍ)

OH/33/420 1109128007 ヨーロッパ経済共同体
OH/33/160 1109110773

◆OH
アメリカの経済 ◆OH
アルヴィン・Ｈ・ハンセン／著 小原敬士・伊東政吉／訳 ＥＥＣの知識
東洋経済新報社 １９５９．７ 小島章伸／著
(２５１，９ｐ １９ｃｍ) 日本経済新聞社 １９６６．１

OH/33/112 1109110039 (２４２ｐ １８ｃｍ)
日経文庫
欧州経済共同体

◆OH OH/33/302 1109122414
アメリカの経済 -長期繁栄の戦略-
小島章伸／著
日本国際問題研究所 １９６４．１１ ◆OH
(２１４ｐ １８ｃｍ) 飯野６０年の歩み
国際問題シリーズ 飯野海運株式会社社史編纂室／編
アメリカ合衆国－経済 飯野海運株式会社 １９５９．７

OH/33/113 1109110047 (８９４ｐ ３１ｃｍ)
飯野海運株式会社－歴史

OH/33/291 1109218675
◆OH

アメリカの挑戦
ジャン・ジャック・セルバン＝シュレベール／著 林信太郎， ◆OH
吉崎英男／訳 異彩を放つ財界人
タイムライフインターナショナル １９６８ 宇田国栄／著
(３０７ｐ １８ｃｍ) 新政研究会 １９７８．３
タイムライフブックス (２７６ｐ １９ｃｍ)
アメリカ合衆国－経済 経営者

OH/33/429 1109166346 OH/33/355 1109123958

◆OH ◆OH
アラビア石油 -創立１０周年記念 - 意思決定の科学
アラビア石油／編集 ハーバート・Ａ．サイモン／著 稲葉元吉・倉井武夫／共訳
アラビア石油 １９６８．３ 産業能率大学出版部 １９７９．１２
(９２ｐ ２９ｃｍ) (２４１，１４ｐ ２０ｃｍ)
アラビア石油株式会社 意思決定

OH/33/454 1109170264 OH/33/567 1109135754

◆OH ◆OH
ある韓国人のこころ -朝鮮統一の夜明けに- 伊藤忠商事１００年
鄭敬謨／著 伊藤忠商事株式会社社史編集室／編
朝日新聞社 １９７２．９ １９６９
(２５２ｐ ２０ｃｍ) (６７１ｐ（図共）　図１１枚 ２９ｃｍ)

OH/33/726 1109142164 年表：ｐ．６０９－６５１
伊藤忠商事株式会社

OH/33/492 1109171684
◆OH

ＥＥＣをめぐる諸問題
国立国会図書館調査及び立法考査局 １９６４．４ ◆OH
(２４７ｐ ２２ｃｍ) 今とむかし

OH/33/161 1109110781 田中鐵三郎／著
［田中鐵三郎］ １９６８．１０
(２２４ｐ ２２ｃｍ)

◆OH OH/33/405 1109127850
ＥＥＣと日本経済
土屋清／編著
ダイヤモンド社 １９６２．７ ◆OH
(３７８ｐ １９ｃｍ) 移民百年の年輪 -椰風蕉雨-
欧州共同市場の本質(土屋清) 欧州共同市場の発展過程と実績( 川添樫風／著
大庭定男) 欧州共同市場と第三国(土屋六郎) 欧州共同市場と 移民百年の年輪刊行会 １９６８．６
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(４２６ｐ　図３ｐ ２２ｃｍ)
移植樹の花開く ◆OH

OH/33/478 1109166916 上田貞次郎全集 第２巻
上田貞次郎全集刊行会 １９７５．４
(５７４ｐ ２３ｃｍ)

◆OH OH/33/719-2 1109326817
いろ -メディアとしてのはたらき-
吉田光邦／編著
１９７４ ◆OH
(８５ｐ（図共） ３１ｃｍ) 内田洋行と共に -社業の回顧-
色 久田忠守／著

OH/33/610-2 1109141935 内田洋行 １９６５．１２
(１０，４２４ｐ ２２ｃｍ)

OH/33/419 1109127991
◆OH

インフレーションの経済学 -マルクの下落に関する研究-
ブレッシアーニ＝トゥローニ／著 大内兵衛／抄述 ◆OH
日本評論社 １９４６．１２ 内田洋行と共に -社業の回顧- 続
(１６９ｐ １８ｃｍ) 久田忠守／著

OH/33/165 1109110823 内田洋行 １９６９．１２
(３６２ｐ ２２ｃｍ)

OH/33/583 1109135895
◆OH

インフレなき繁栄 -フリードマンとヘラーの対話-
Ｍ．フリードマン・Ｗ．Ｗ．ヘラー／著 海老沢道進・小林桂 ◆OH
吉／訳 生まれ変わる日本 -円切り上げ後の日本経済-
日本経済新聞社 １９７０．７ 高橋毅夫 日本経済研究センター／著
(１８９ｐ １９ｃｍ) 日本経済新聞社 １９７１．１０

OH/33/356 1109123966 (１８１ｐ １９ｃｍ)
OH/33/570 1109135788

◆OH
インフレ論争 -物価高騰をどうみるか- ◆OH
日本経済新聞社／編 英国病の経済学 -あまりにも生産者が少なすぎる-
日本経済新聞社 １９７３．８ ロバ－ト・ベ－コン，ウォルタ－・エルティス／著 中野正／
(２１０ｐ １９ｃｍ) ［ほか］訳

OH/33/536 1109135408 学習研究社 １９７８．９
(３７５ｐ ２０ｃｍ)
イギリス－経済－歴史－１９４５～

◆OH OH/33/750 1109340339
上田貞次郎全集 第１巻
上田貞次郎全集刊行会 １９７５．７
(５４７ｐ ２３ｃｍ) ◆OH

OH/33/719 1109140101 営団経済の倫理
杉村広蔵／著
大理書房 １９４３．９

◆OH (２７４ｐ １９ｃｍ)
上田貞次郎全集 -産業革命- 第３巻 OH/33/498 1109135036
上田貞次郎全集刊行会 １９７６．１
(５３８ｐ ２３ｃｍ)

OH/33/720 1109142115 ◆OH
絵でわかる経営分析
同文館経営相談部／編

◆OH 同文館出版 １９６３．１１
上田貞次郎全集 第５巻 (２１６ｐ １９ｃｍ)
上田貞次郎全集刊行会 １９７５．１１ OH/33/135 1109102036
(６９２ｐ ２３ｃｍ)

OH/33/721 1109142123
◆OH

円・ドル・金 -日本経済の成長と国際収支-
◆OH 荒木信義／著

上田貞次郎全集 第６巻 毎日新聞社 １９６９．４
上田貞次郎全集刊行会 １９７６．４ (２０３ｐ １９ｃｍ)
(６２０ｐ ２３ｃｍ) OH/33/430 1109166353

OH/33/722 1109142131

◆OH
◆OH 円・ドル・ポンド

上田貞次郎全集 第７巻 牧野純夫／著
上田貞次郎全集刊行会 １９７６．５ 岩波書店 １９６０．１２
(８２１，４８ｐ ２３ｃｍ) (６，２１４，１２ｐ １８ｃｍ)

OH/33/723 1109142149 岩波新書
通貨問題
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◆OH
OH/33/178 1109111847 近江商人の研究

菅野和太郎／著
復版

◆OH 有斐閣 １９７２．４
円の国際的地位 (３２９ｐ ２２ｃｍ)
日本経済調査協議会 １９６７．５ 日本経済史研究所研究叢書
(２５２ｐ ２６ｃｍ) OH/33/467 1109166502
調査報告
国際通貨

OH/33/581 1109219947 ◆OH
大いなる決断
柳田邦男／著

◆OH 講談社 １９７８．４
円の実力 (３４７ｐ ２０ｃｍ)
小泉明，館竜一郎／編 企業－日本－歴史
日本放送出版協会 １９７０．１２ OH/33/519 1109135234
(２３９ｐ １９ｃｍ) OH/33/710 1109141869

OH/33/482 1109166957

◆OH
◆OH 大廻り三十年

円の挑戦 -銀行世界戦争- 山崎富治／〔著〕
日本経済新聞社／編 山崎富治 １９７９．８
日本経済新聞社 １９７９．３ (１７８ｐ ２１ｃｍ)
(２３４ｐ １９ｃｍ) OH/33/753 1109336360
国際通貨

OH/33/578 1109135861
◆OH

お金の値打ち -永久インフレ時代の利殖学-
◆OH 邱永漢／著

ＯＥＣＤの手引き 徳間書店 １９７０．８
外務省経済局経済統合課／編著 (２２２ｐ １９ｃｍ)
日本国際問題研究所 １９６４．３ 金儲法
(１６３ｐ ２１ｃｍ) OH/33/361 1109124014
国際問題シリーズ
経済協力開発機構

OH/33/158 1109110757 ◆OH
驕る日本人 -日本は東南アジアの友人か-
陸培春／著 花野敏彦／訳 鎌田文彦／訳

◆OH サイマル出版会 １９８７．２
ＯＥＣＤのみた日本経済 -１９６４年度対日年次経済検討報告 (２４０ｐ １９ｃｍ)
書- 日本
経済協力開発機構／著 経済企画庁／訳 4-377-30731-2
大蔵省印刷局 ［１９６４］ OH/33/626 1109136398
(１１５ｐ １９ｃｍ)

OH/33/159 1109110765
◆OH

襲われたヨーロッパ -ドルの勝利と敗北-
◆OH Ｅ．Ａ．マクリアリー／著 荒川孝／［ほか］共訳

黄金律 -国際通貨問題小論- 竹内書店 １９６７．１２
橋本清／著 (３５７ｐ １９ｃｍ)
外国為替貿易研究会 １９７０．３ ヨーロッパ－経済
(２５７ｐ １８ｃｍ) OH/33/363 1109124030
国際通貨

OH/33/426 1109166312
◆OH

海外移住の意義を求めて -ブラジル移住７０周年記念「日本人
◆OH の海外移住に関するシンポジウム」-

欧州共同市場 -通商政策の分析- 外務省 ［１９７９］
アイザイア・フランク／著 鹿島守之助／訳 (３３５ｐ １９ｃｍ)
鹿島研究所 １９６２．７ 移民・植民（日本）
(１３７ｐ １９ｃｍ) OH/33/717 1109140085

OH/33/157 1109110740

◆OH
◆OH 会計学概論

欧米諸国にみる資本自由化の実態 太田哲三／著
外務省経済局 １９６８．１０ 高陽書院 １９３２．６
(８５ｐ ２６ｃｍ) (４１３ｐ ２３ｃｍ)

OH/33/446 1109166478 OH/33/229 1109112324
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◆OH
会計革命 -転換を迫られる経理マンの現実- OH/33/370 1109124105
奥村誠次郎／著
ダイヤモンド社 １９６４．６
(２４９ｐ １８ｃｍ) ◆OH

OH/33/339 1109123602 解説　経済統計 -日本経済分析のために-
一橋大学経済研究所／編
岩波書店 １９５３．７

◆OH (７，２０７ｐ ２１ｃｍ)
会計監査 日本－経済－統計
日本会計学会／編 OH/33/138 1109102069
森山書店 １９３５．１２
(２８７ｐ ２３ｃｍ)
東奭五郎先生・下野直太郎先生古稀記念論文集 ◆OH

OH/33/230 1109112332 開発と農業 -東南アジアの資本主義化-
北原淳／著
世界思想社 １９８５．４

◆OH (ｘｉ，２１０ｐ １９ｃｍ)
会計処理 Ｓｅｋａｉｓｈｉｓｏ　ｓｅｍｉｎａｒ
清水誠一／著 東南アジア－農業
中央経済社 １９６８．１ 4-7907-0280-4
(２５１ｐ ２２ｃｍ) OH/33/474 1109166577
会計実務

OH/33/638 1109136810
◆OH

開放経済入門 -八条国日本と今後の課題-
◆OH 日本経済新聞社／編

外国業務指針 -貸付け篇- 日本経済新聞社 １９６４．４
国際投資研究所 １９６５．１０ (１８１ｐ １９ｃｍ)
(８２ｐ ２１ｃｍ) OH/33/92 1109101962

OH/33/320 1109123487

◆OH
◆OH 価格水準の基本理論

外国人になった日本人 -ブラジル移民の生き方と変り方- 山口茂／著
斉藤広志／著 巌松堂書店 １９４３．５
サイマル出版会 １９７８．６ (３７８ｐ ２２ｃｍ)
(２２９ｐ １９ｃｍ) OH/33/30 1109099414
移民・植民（日本）－ブラジル

OH/33/652 1109136901
◆OH

学歴無用論
◆OH 盛田昭夫／著

外資問題調査団報告書 -先進諸国にみる直接投資と技術- 文藝春秋 １９６６．５
外務省経済局 １９６８．９ (２３１ｐ １９ｃｍ)
(１７１ｐ ２６ｃｍ) 経営

OH/33/446-2 1109166460 OH/33/424 1109163392

◆OH ◆OH
会社成長の理論 鹿島建設百三十年史 下
Ｅ．Ｔ．ペンローズ／著 末松玄六／監訳 鹿島建設社史編纂委員会／編
ダイヤモンド社 １９６２．７ 鹿島研究所出版会 １９７１．２
(３４５ｐ ２２ｃｍ) (ｐ５８７－１２３４ ２２ｃｍ)
企業 生産管理 OH/33/438 1109166437

OH/33/240 1109121929

◆OH
◆OH 鹿島建設百三十年史 上

会社の税務と経理 -設立から決算まで- 鹿島建設社史編纂委員会／編
出口敏正／著 鹿島研究所出版会 １９７１．２
９訂版 (５９３ｐ ２２ｃｍ)
同文館 １９７３．７ OH/33/437 1109166429
(４１６ｐ ２１ｃｍ)
税務会計

OH/33/499 1109135044 ◆OH
鹿島建設百四十年の歩み
鹿島建設社史編纂委員会／編

◆OH 鹿島建設株式会社 １９８０．４
外人重役の見た日本企業 (４３２ｐ １９ｃｍ)
ハワード・Ｆ・ヴァンザント／著 古沢末次郎／訳 OH/33/640 1109136828
産業能率短期大学出版部 １９７０．１２
(２０７ｐ １９ｃｍ)
企業
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◆OH
鹿島守之助経営論選集 第３巻 巻末：鹿島守之助略歴・主要著書，英書，訳書
鹿島研究所出版会 １９７４ OH/33/697 1109139962
(３９０，６ｐ　図　肖像 ２１ｃｍ)
巻末：鹿島守之助略歴・主要著書，英書，訳書
土木事業 鹿島建設株式会社 ◆OH

OH/33/687 1109139863 鹿島守之助経営論選集 第１２巻
鹿島研究所出版会 １９７５
(２４２，７ｐ　図・肖像１９枚 ２１ｃｍ)

◆OH OH/33/696 1109139954
鹿島守之助経営論選集 第４巻
鹿島研究所出版会 １９７４
(３７１，６ｐ　図　肖像 ２１ｃｍ) ◆OH
土木事業 鹿島建設株式会社 鹿島守之助経営論選集 第１１巻

OH/33/688 1109139871 鹿島研究所出版会 １９７４
(４８１，６ｐ　図 ２１ｃｍ)
巻末：鹿島守之助略歴，鹿島守之助主要著書，英書，訳書

◆OH 建設業
鹿島守之助経営論選集 第５巻 OH/33/695 1109139947
鹿島研究所出版会 １９７４
(４４２，６ｐ　図　肖像 ２１ｃｍ)
巻末：鹿島守之助略歴・主要著書，英書，訳書 ◆OH
建設業 鹿島建設株式会社 鹿島守之助経営論選集 第１０巻

OH/33/689 1109139889 鹿島研究所出版会 １９７４
(７５１，７ｐ ２１ｃｍ)
請負工事

◆OH OH/33/694 1109139939
鹿島守之助経営論選集 第６巻
鹿島研究所出版会 １９７５
(３５０，６ｐ　図　肖像 ２１ｃｍ) ◆OH
巻末：鹿島守之助略歴・主要著書，英書，訳書 鹿島守之助経営論選集 第８巻
建設業 鹿島建設株式会社 鹿島研究所出版会 １９７４

OH/33/690 1109139897 (４０７，６ｐ　図　肖像 ２１ｃｍ)
建設業 ジョイント・ヴェンチュア（建設業）

OH/33/692 1109139913
◆OH

鹿島守之助経営論選集 第７巻
鹿島研究所出版会 １９７５ ◆OH
(５４９，６ｐ　肖像 ２１ｃｍ) 鹿島守之助経営論選集 第９巻
巻末：鹿島守之助略歴・主要著書，英書，訳書 鹿島研究所出版会 １９７４
建設業 鹿島建設株式会社 (７７７，１１，６ｐ ２１ｃｍ)

OH/33/691 1109139905 合弁会社 世界企業
OH/33/693 1109139921

◆OH
鹿島守之助経営論選集 別巻　１ ◆OH
鹿島研究所出版会 １９７５ 稼いで費って
(２７３，４，７ｐ　肖像 ２１ｃｍ) バートン・クレイン／著 熊取谷武／訳
年譜：ｐ．２４５－２７３ 六月社 １９５７．９

OH/33/685 1109139848 (２６４ｐ １９ｃｍ)
OH/33/190 1109111961

◆OH
鹿島守之助経営論選集 別巻　２ ◆OH
鹿島研究所出版会 １９７５ 各国株式取引所論
(６００，６ｐ　図・肖像１２枚 ２１ｃｍ) 上林正矩／著
内容：北海道開発の過程（高倉新一郎）　北海道総合開発のあ 有斐閣 １９３８．１
り方（大坪喜久太郎）　北海道産業構造の特質とその問題点（ (３８５，１４ｐ ２３ｃｍ)
伊藤森右衛門）　北海道の経済循環（古瀬大六）　北海道にお 証券取引所
ける物価高について　（岡本理一）　北海道農業の特質（栃内 OH/33/232 1109112357
吉彦）　北海道農業の問題と方向（伊藤俊夫，千葉燎郎）　北
海道の農作物（桑山覚）　北海道の農業開発と土壌（西潟高一
）　北海道の畜産（三田村健太郎）　北海道の森林経営（三島 ◆OH
懋）　北海道水産業の将来（大島幸吉）　北海道開発の問題点 金持になる方法の研究
（岡田包義）　　巻末：鹿島守之助略歴・主要著書，英書，訳 竹内謙二／著
書 日本評論社 １９６９．１２
北海道－開発計画 (３２８ｐ ２０ｃｍ)

OH/33/686 1109139855 金儲法
OH/33/357 1109123974

◆OH
鹿島守之助経営論選集 第１３巻 ◆OH
鹿島研究所出版会 １９７５ かねは入っただけ出る
(２７１，６ｐ　図　肖像 ２１ｃｍ) Ｃ．Ｎ．パーキンソン／著 福島正光／訳
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◆OH
至誠堂 １９６２．１１ 貨幣の生活理論 -貨幣経済の本質に関する生活経済学的研究-
(２７９ｐ １９ｃｍ) 宮田喜代蔵／著
租税 日本評論社 １９４１．２

OH/33/284 1109122356 (７０８，１０ｐ ２３ｃｍ)
OH/33/29 1109099109

◆OH
可能性の日本 -ハーバード大学知日派教授が問う- ◆OH
ダニエル・ベル，エズラ・F.ボーゲル／対談 崎谷哲夫／編著 貨幣の哲學
実業之日本社 １９７９．１ ジムメル／著 傍島省三／譯
(２４６ｐ ２０ｃｍ) 日本評論社 １９４０．２

OH/33/538 1109135424 (５０４ｐ ２３ｃｍ)
理論経済学叢書

OH/33/23 1109099042
◆OH

株式
上林正矩／著 ◆OH
有斐閣 １９５６．１１ 貨幣論
(２３７，７ｐ １９ｃｍ) 新庄博／著
らいぶらりいしりいず 岩波書店 １９５２．１２
株式 (２７７，１２ｐ １８ｃｍ)

OH/33/148 1109110658 岩波全書
OH/33/144 1109110617

◆OH
株式会社桃谷順天館創業百年記念史 ◆OH
桃谷順天館創業百周年記念事業委員会／編 ガルブレイスの経済思想
桃谷順天館 １９８５．６ 小原敬士／著 経済同友会／編
(２５１ｐ ２２ｃｍ) 鹿島研究所出版会 １９７０．１

OH/33/609 1109304400 (２５３ｐ １９ｃｍ)
OH/33/425 1109163400

◆OH
株の実戦教室 -全業種解剖付- 昭和５１年版 ◆OH
産報 １９７６ 感覚的日本経済論 -やまと言葉の経済学-
(４４７，６ｐ １９ｃｍ) 竹内宏／著

OH/33/541 1109135457 東洋経済新報社 １９７８．１２
(２４４ｐ １９ｃｍ)

OH/33/523 1109135275
◆OH

貨幣的経済理論の新展開
高橋泰蔵／著 ◆OH
甲文堂書店 １９４１．１ 環境衛生金融公庫十年の歩み
(６，５，２３１ｐ １９ｃｍ) 環境衛生金融公庫 １９７８．３
貨幣 経済学 (４４７ｐ ２７ｃｍ)

OH/33/96 1109101988 OH/33/546 1109219921

◆OH ◆OH
貨幣と景気変動 韓国の人口と経済
エフ・アー・ハイエク／著 豊崎稔／訳 金 哲／著
高陽書院 １９２０．１ 岩波書店 １９６５．７
(１９２ｐ ２０ｃｍ) (２６４ｐ ２２ｃｍ)

OH/33/143 1109102101 OH/33/218 1109112233

◆OH ◆OH
貨幣と利子の動態 -貨幣経済の性格- 神崎三代物語
鬼頭仁三郎／著 薬袋進／著
岩波書店 １９４２．８ 神崎製紙 １９７８．９
(５２４，４ｐ ２２ｃｍ) (１７０ｐ １９ｃｍ)

OH/33/265 1109122166 OH/33/436 1109166411

◆OH ◆OH
貨幣の幻覚 神崎製紙の歩み
アーヴイング・フイシヤー／著 森川太郎／訳 神崎製紙株式会社社史編集委員会／編
大同書院 １９３０．５ 神崎製紙 １９７１．１
(２８４ｐ １９ｃｍ) (２７６，４６ｐ　図・肖像 ２７ｃｍ)

OH/33/263 1109122141 神崎製紙株式会社
OH/33/457 1109170298
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◆OH ◆OH
間接費の研究 基礎経営学
吉田良三／著 Ｊ．Ｅ．ウォルターズ／著 鈴木恒男／等訳
森山書店 １９３６．７ ダイヤモンド社 １９６２．１２
(３３５，１５ｐ ２３ｃｍ) (４１０ｐ ２２ｃｍ)

OH/33/31 1109099422 経営管理
OH/33/102 1109110260

◆OH
危機における日本資本主義の構造 ◆OH
井上晴丸／著 宇佐美誠次郎／著 北四国運輸倉庫２０年の歩み
岩波書店 １９５１．１２ 北四国運輸倉庫株式会社社史編さん委員会／編
(３２４ｐ ２２ｃｍ) 北四国運輸倉庫株式会社 １９７２．１１
資本主義－日本 (１４４ｐ ２７ｃｍ)

OH/33/269 1109122208 OH/33/656 1109142040

◆OH ◆OH
企業および企業人 -激動する日本とビジネスマンのあり方- 恐慌はくるか
鍵山整充／著 高橋正雄／編
白桃書房 １９７７．２ 読売新聞社 １９７１．１
(２１４ｐ ２２ｃｍ) (２９７ｐ １９ｃｍ)

OH/33/712 1109141885 私の恐慌論(高橋正雄) 日米両国に大恐慌は起るかーその可能
性は認めねばならぬ(木内信胤) 情報化社会と経済成長-現代の
政策課題と経済成長の条件(正村公宏) 昔の恐慌と今の恐慌(小

◆OH 泉明) 経済成長と景気循環-現代インフレと景気循環の変容(伊
企業会計法の論理 木誠) 四十七年不況説-日本的特殊要因の消滅(三輪芳郎) 諸家
忠佐市／著 の論文の理解のためにー簡単なコメント(高橋正雄)
税務経理協会 １９７７．４ 恐慌
(５０４ｐ ２２ｃｍ) OH/33/360 1109124006

OH/33/679 1109139798

◆OH
◆OH 恐慌論

企業経営と独占禁止法 -独占禁止法の改正をめぐって- 宇野弘蔵／著
斎藤栄三郎 浜田卓二郎／著 岩波書店 １９５３．９
巌南堂書店 １９７７．１０ 337.99
(２５５ｐ ２２ｃｍ) (４，３，２２８ｐ ２２ｃｍ)

OH/33/554 1109135523 恐慌
OH/33/250 1109122026

◆OH
企業像の転換を求めて ◆OH
経済同友会／編 競争と独占の話
鹿島研究所出版会 １９７３．１２ 両角良彦／編著
(３６３ｐ １９ｃｍ) 日本経済新聞社 １９６２．１２
企業外部環境と企業との調和-拮抗勢力による企業行動のアセ (２３６ｐ １７ｃｍ)
スメント 最近の世論・消費者運動と企業(講述:村田昭治 コメ OH/33/168 1109110856
ント:牛尾治朗) 政府と企業の役割(講述:衛藤瀋吉 コメント:
池内得二) グレー・ゾーンの拡大と第三セクターの展開(講述:
吉田達男 コメント:坪井東) 国際化時代と経営者(講述:喜多村 ◆OH
浩 コメント:池田松次郎) 多角化・多国籍化戦略の展開(講述: 共同体の基礎理論 -経済史総論講義案-
小林規威 コメント:松平忠晃) わが国企業の経営革新-企業の 大塚久雄／著
自主的対応としての経営理念のアセスメント 技術の変革(講述 岩波書店 １９５５．９
:堤佳辰 コメント:三枝守雄) コスト・利潤観の変革(講述:土 (２，１１１ｐ ２１ｃｍ)
屋守章 コメント:中原伸之) 人間観の変革(講述:二宮欣也 コ 経済－歴史
メント:浅野開作) これからの経済法制のあり方-法律・制度の OH/33/319 1109123479
アセスメント 株式会社法と企業・経営者の役割・責任(講述:
酒巻俊雄) 自由企業体制と独禁政策(講述:金子晃 コメント:田
中慎一郎) わが国におけるビジネス・アセスメントの確立(講 ◆OH
述:佐伯喜一) 企業の自己確認を求めて(座談会)(司会:石川六 きょうの経済学
郎 出席者:浅野開作[等]) 小泉明，紅林茂夫／共著

OH/33/714 1109140051 日本放送出版協会 １９６８．１０
(２５６ｐ １８ｃｍ)
ＮＨＫブックス

◆OH 経済学
企業よ信念をもて -ＩＢＭ発展の鍵- OH/33/101 1109110229
トーマス．Ｊ．ワットソン．ＪＲ／著 土居武夫／訳
竹内書店 １９６８．１１
(１３４ｐ １９ｃｍ) ◆OH

OH/33/379 1109124196 教養経済学
土方成美／著
有斐閣 １９５４．３
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◆OH
(２７０ｐ １９ｃｍ) 近代化すすむ日本の企業

OH/33/98 1109102275 東洋経済新報社創立６５周年記念出版編纂室／編
東洋経済新報社 １９６１．１１
(５９８ｐ （図版解説共）  ３１ｃｍ)

◆OH 会社－名簿
狂乱物価の秘密 OH/33/292 1109218683
「経済心理」研究記者会／編
ライフ社 １９７６．１１
(２０５ｐ １９ｃｍ) ◆OH
カメの本 近代経済学基本用語辞典

OH/33/560 1109135580 久武雅夫・小泉明／編著
全訂増補版
春秋社 １９６１．４

◆OH (２５０，２４，６ｐ ２０ｃｍ)
麒麟麦酒の歴史 戦後編 経済学－辞書
麒麟麦酒株式会社広報室／編 OH/33/99 1109101996
麒麟麦酒 １９６９．１
(５６５ｐ ２９ｃｍ)
ビール ◆OH

OH/33/220 1109206852 近代經濟學史
杉本栄一／著
岩波書店 １９５３．３

◆OH (１７，３２６，１０ｐ １８ｃｍ)
銀行 岩波全書
安原米四郎／著 OH/33/131 1109102002
岩波書店 １９５４．９
(１８３ｐ １８ｃｍ)
岩波新書（青版） ◆OH

OH/33/147 1109110641 近代経済学の解明 -その系譜と現代的評価-
杉本栄一／著
理論社 １９６１．７

◆OH (２４６，４ｐ １９ｃｍ)
銀行局金融年報 第４回（昭和３０年版） 経済学－歴史－近代
大蔵省銀行局／編 OH/33/80 1109101939
金融財政事情研究会 １９５５．８
(１冊 ２７ｃｍ)

OH/33/618 1109141968 ◆OH
近代経済学の理論
宮川武雄／著

◆OH 中央書房 １９５８．１
銀行局金融年報 第２回（昭和２８年版） (２８５ｐ ２２ｃｍ)
大蔵省銀行局／編 OH/33/81 1109102150
金融財政事情研究会 １９５３．８
(１冊 ２６ｃｍ)

OH/33/676 1109142099 ◆OH
近代経済の基礎知識
加田哲二／著

◆OH 慶應通信 １９５６．４
銀行信用の国民経済的理論 (３１８ｐ １９ｃｍ)
アルバート・ハーン／著 大北文次郎／訳 OH/33/83 1109101947
実業之日本社 １９４３．８
(２９０ｐ ２２ｃｍ)

OH/33/38 1109099497 ◆OH
金　ドル　ポンド
村野孝 荒木信義／著

◆OH 至誠堂 １９６８．５
均衡理論と資本理論 (２３４ｐ １９ｃｍ)
中山伊知郎／著 OH/33/521 1109135259
岩波書店 １９３８．９
(７，４，４０３ｐ ２３ｃｍ)

OH/33/42 1109099539 ◆OH
金の世界
ティモシー．Ｓ．グリーン／著 永川秀男・石川博友／共訳

◆OH 金融財政事情研究会 １９６８．１０
近世經濟思想史論 (２９９ｐ １９ｃｍ)
河上肇／著 金
再版 OH/33/311 1109122497
弘文堂 １９５０．８
(２３０ｐ １９ｃｍ)

OH/33/130 1109110195 ◆OH
金本位制離脱後の通貨政策
深井英五／著
千倉書房 １９３８．５
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(４０４，１２ｐ ２３ｃｍ) 甲文堂書店 １９３９
OH/33/24 1109099059 (２３６ｐ １８ｃｍ)

OH/33/125 1109110146

◆OH
金融 ◆OH
高垣寅次郎／編 金融論
再版 大島清 等／著
有斐閣 １９５７．５ 東京大学出版会 １９６０．１０
(２２８，１６，１２ｐ １９ｃｍ) (３６８ｐ ２２ｃｍ)
らいぶらりい・しりいず OH/33/551 1109135499

OH/33/126 1109110153

◆OH
◆OH 金融論

金融業會計 三宅義夫／著
太田哲三／著 有斐閣 １９６６．５
東洋出版社 １９３３．１２ (３０２，７ｐ １９ｃｍ)
(３９５ｐ ２２ｃｍ) 有斐閣双書
会計学全集 金融

OH/33/258 1109122091 OH/33/571 1109135796

◆OH ◆OH
金融経済 第１００号 金利の解説
金融経済研究所 １９６６．１０ 吉野俊彦・中川幸次／共著
(３０１ｐ ２１ｃｍ) 改訂版

OH/33/179 1109111854 日本経済新聞社 １９６４．３
(２５５ｐ １８ｃｍ)
日経文庫

◆OH 利子
金融大辞典 第１巻 OH/33/300 1109122398
橋爪明男／編
日本評論社 １９３４．６
(６８６ｐ ２６ｃｍ) ◆OH
 アーケ クオリティ指向の経営

OH/33/1 1109163368 小林宏治／著
ダイヤモンド社 １９７６．２
(２５８ｐ １９ｃｍ)

◆OH OH/33/561 1109135598
金融大辞典 第２巻
橋爪明男／編
日本評論社 １９３４．７ ◆OH
(ｐ６８７－１４０５ ２６ｃｍ) くたばれＧＮＰ -高度経済成長の内幕-
コーハ 朝日新聞経済部／編
金融－辞典 朝日新聞社 １９７１．１

OH/33/2 1109163376 (２３５，３２ｐ １９ｃｍ)
OH/33/432 1109166379

◆OH
金融大辞典 第３巻 ◆OH
橋爪明男／編 久保田鉄工八十年の歩み
日本評論社 １９３４．８ 久保田鉄工 １９７０．１０
(ｐ１４０７－１８０８，３６８ｐ ２６ｃｍ) (４４２，８９ｐ　図・肖像 ２２ｃｍ)
 ヒーワ　法令 久保田鉄工株式会社
金融－辞典 OH/33/435 1109166403

OH/33/3 1109163384

◆OH
◆OH 暮しの夢 -生活設計のプランナー 日本生命-

金融の話 福本邦雄／編集
久保雄太郎／著 フジ・インターナショナル・コンサルタント出版部 １９６３
改訂版 ．５
東洋経済新報社 １９６６．８ (２３７ｐ １８ｃｍ)
(１９６ｐ １９ｃｍ) 企業の現代史

OH/33/127 1109110161 OH/33/166 1109110831
OH/33/431 1109166361

◆OH
◆OH クリフォード・ギアツの経済学 -アジア研究と経済理論の間で

金融理論の新傾向 -
新庄博／著 原洋之介／著
増補版 リブロポート １９８５．１０
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◆OH
(３０７ｐ ２０ｃｍ) 計画経済の根本問題 -経済計算の可能性に関する吟味-
社会科学の冒険 山本勝市／著
4-8457-0201-0 理想社 １９３９．３

OH/33/594 1109135978 (５４２ｐ ２３ｃｍ)
計画経済

OH/33/278 1109122299
◆OH

軍産複合体制
Ｓ．レンズ／著 小原敬士／訳 ◆OH
岩波書店 １９７１．７ 計画経済の根本問題 -経済計算の可能性に関する吟味-
(２２９ｐ １８ｃｍ) 山本勝市／著
岩波新書 復刻版
国防政策－アメリカ合衆国 アメリカ合衆国－国防 山本勝市 １９７１．９

OH/33/470 1109166536 (５５０ｐ ２２ｃｍ)
OH/33/469 1109166528

◆OH
軍事税及戰時經濟 ◆OH
櫛田民蔵／著 計画経済の神話
改造社 １９３５．７ ゴットル／著 金子弘・利根川東洋／共訳
(６，５１２ｐ ２３ｃｍ) 理想社 １９４２．５
櫛田民蔵全集 (２１６ｐ ２２ｃｍ)

OH/33/416 1109127967 計画経済
OH/33/277 1109122281

◆OH
経営学教科書 -学生から企業人への人間革新- ◆OH
坂本藤良／著 計画経済批判
光文社 １９６５．４ 山本勝市／著
(２９２ｐ １８ｃｍ) 理想社 １９４１．４
カッパビジネス (４３２ｐ １９ｃｍ)

OH/33/535 1109135390 OH/33/275 1109122265

◆OH ◆OH
経営参加の法理 -イギリスにおける「産業民主制」の新展開- 計画の経済理論 -序説-
喜多了祐／著 山田雄三／著
勁草書房 １９７９．８ 岩波書店 １９４２．１０
(１０，３３１，９ｐ ２２ｃｍ) (８，５，３７０ｐ ２２ｃｍ)
経営参加 計画経済－論説

OH/33/513 1109135176 OH/33/137 1109102051

◆OH ◆OH
経営思想を語る 景気循環は克服できるか -インフレなき繁栄-
新井俊三／編 Ａ．Ｆ．バーンズ／著 後藤誉之助／訳
六芸書房 １９７３．７ 東洋経済新報社 １９５８．７
(２０９ｐ ２０ｃｍ) (１６２ｐ １９ｃｍ)
内容:経営の道ということ(篠島秀雄) 万物育すの心構え(田中 インフレ－ション
秀雄) 世界に通用する日本を(後藤達郎) 次代に遺産を残す(広 OH/33/187 1109111938
田宗) 肌に触れ合う開発協力(飯田房太郎) エネルギ-危機と日
本(村上武雄) 歴史を踏まえた都市開発(中田乙一)

OH/33/505 1109135101 ◆OH
景気と物価の変動の終えん -決定的要因・貨幣-
デスモンド・アルーセン，エドワード・ハロウェイ／共著 山

◆OH 下寅蔵／編 成田靖／訳
経営者の知恵の出どころ 明日の経済社 １９６４．９
吉村正利／著 (２３６ｐ １９ｃｍ)
開発社 １９７８．８ OH/33/433 1109166387
(３２２ｐ １９ｃｍ)

OH/33/716 1109140077
◆OH

景気の見方
◆OH 西川元彦／著

経営の正義 -日本的経営の追求- 日本経済新聞社 １９６２．４
新井俊三／著 (２６４ｐ １８ｃｍ)
六芸書房 １９７１ 日経文庫
(３３９，６ｐ ２０ｃｍ) 景気
経営 OH/33/303 1109122422

OH/33/533 1109135374

◆OH
景気変動論 -景気変動論 : 経済の景気変動に関する学問への
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基礎理論- OH/33/74 1109101913
エルンスト・ワーゲマン／著 小島昌太郎／監修訳
雄風館書房 １９３３．２
(１２，１６，４０６，８ｐ ２３ｃｍ) ◆OH

OH/33/222 1109112258 経済学概論
高田保馬／著
日本評論社 １９３８．４

◆OH (３１２ｐ ２３ｃｍ)
経済を動かすもの 理論経済学叢書
都留重人／著 OH/33/328 1109123560
岩波書店 １９５９．９
(１９４ｐ １８ｃｍ)
岩波新書 ◆OH
日本－経済 経済学研究 前編

OH/33/282 1109122331 福田徳三／著
同文館 １９２０．１
(１２０８ｐ ２３ｃｍ)

◆OH OH/33/10 1109098911
経済開発の展望
Ｊ．Ｋ．ガルブレイス／著 小原敬士／訳
ダイヤモンド社 １９６２．１０ ◆OH
(１１６，３ｐ １９ｃｍ) 経済学研究 後編

OH/33/111 1109110021 福田徳三／著
同文館 １９２０．１
(１２０９－１２８２，６７９，１９，６４ｐ ２３ｃｍ)

◆OH OH/33/11 1109098929
経済科学の創造 - 『経済表』とフランス革命-
平田清明／著
岩波書店 １９６５．７ ◆OH
(５６５，３０ｐ ２２ｃｍ) 経済学考証

OH/33/413 1109127934 福田徳三／著
佐藤出版部 １９１８．３
(７１０ｐ ２２ｃｍ)

◆OH OH/33/9 1109095404
経済学 -入門的分析- 上
Ｐ・Ａ・サムエルソン／著 都留重人／訳
岩波書店 １９６６．５ ◆OH
(５１２ｐ ２２ｃｍ) 経済学三十講

OH/33/417 1109127975 吉田啓一／著
泉文堂 １９５５．２
(１７６ｐ １９ｃｍ)

◆OH OH/33/75 1109102119
経済学 -入門的分析- 下
Ｐ・Ａ・サムエルソン／著 都留重人／訳
岩波書店 １９６７．１ ◆OH
(８ｐ，ｐ．５１５－１２１３ ２２ｃｍ) 経済学散歩

OH/33/418 1109127983 大内兵衛／著
思索社 １９４８．７
(４０８ｐ １９ｃｍ)

◆OH 経済学－論説
経済学 上巻 OH/33/264 1109122158
Ａ．ペゼンティ／著 中村丈夫・花村芳樹／訳
合同出版 １９６５．４
(３０６ｐ １８ｃｍ) ◆OH

OH/33/206 1109112126 経済学小辞典
大阪市立大学経済研究所／編
岩波書店 １９５１．６

◆OH (１６，１２６４，３ｐ ２２ｃｍ)
経済学 経済学－事典
都留重人／編 OH/33/4 1109095354
岩波書店 １９５５．９
(２１１ｐ １８ｃｍ)
岩波小辞典 ◆OH
経済学－辞典 経済学入門 -激動する現代資本主義の核はなにか-

OH/33/343 1109123644 伊東光晴／著
光文社 １９６２．１１
(２４９ｐ １８ｃｍ)

◆OH カッパ・ブックス
経済学への反省 OH/33/73 1109099802
都留重人／著
時事通信社 １９５０．６
(２９０ｐ　図版１枚 １９ｃｍ) ◆OH
経済学－論説 経済学入門
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ローザ．ルクセンブルグ／著 佐野文夫／訳
岩波書店 １９３３．２ ◆OH
(３７４ｐ １６ｃｍ) 経済原論 下巻
岩波文庫 宇野弘蔵／著

OH/33/515 1109135192 岩波書店 １９５２．３
(６，３０９ｐ ２１ｃｍ)
経済学

◆OH OH/33/69 1109099778
経済学の考え方
Ｊ．ロビンソン／著 宮崎義一／訳
岩波書店 １９６６．４ ◆OH
(２５５ｐ １９ｃｍ) 経済原論

OH/33/373 1109124139 高田保馬／著
日本評論社 １９３３．４
(２，４，３３４ｐ ２３ｃｍ)

◆OH 理論経済学叢書
経済学の神話 OH/33/15 1109098960
ドン・パールバーグ／著 富岡隆夫／訳
産業能率短期大学 １９６９．７
(２３３ｐ １９ｃｍ) ◆OH
能大ブックス 経済再建と統制立法
経済学 我妻栄／著

OH/33/427 1109166320 有斐閣 １９４８．３
(３４４ｐ ２１ｃｍ)

OH/33/162 1109110799
◆OH

経済学の曲り角
ジョーン．ロビンソン／著 山田克巳・米倉一良／共訳 ◆OH
新評論 １９６９．４ 経済学史
(１７７ｐ １９ｃｍ) 久留間鮫造，玉野井芳郎／著

OH/33/399 1109127090 岩波書店 １９５４．９
(７，３６７ｐ １８ｃｍ)
岩波全書

◆OH 経済学－歴史
經濟學はいかに進歩したか -経済学史要- OH/33/87 1109102192
山田雄三／著
春秋社 １９５１．９
(１６８，３ｐ ２１ｃｍ) ◆OH

OH/33/71 1109099794 経済史概論
玉城肇／著
青春出版社 １９６５．５

◆OH (１９８ｐ １９ｃｍ)
経済記事の見方 OH/33/134 1109102028
日本経済新聞社／編
日本経済新聞社 １９６２．１
(１６，３７０，１３ｐ １９ｃｍ) ◆OH

OH/33/88 1109102200 経済思想史 上
エミール・ジャム／著 久保田明光・山川義雄／訳
岩波書店 １９６５．１０

◆OH (３８８ｐ １９ｃｍ)
経済記事の見方 １９６５年版 経済学－歴史
日本経済新聞社／編 OH/33/196 1109112027
日本経済新聞社 １９６５．１
(１６，３６８，１１ｐ １９ｃｍ)

OH/33/89 1109102218 ◆OH
経済思想史 下
エミール・ジャム／著 久保田明光・山川義雄／訳

◆OH 岩波書店 １９６７．１
経済奇跡のゆくえ (ｐ．３９１－６３１，１８ｐ １９ｃｍ)
佐上武弘／著 経済学－歴史
財務出版 ［１９７０］ OH/33/197 1109112035
(７６６ｐ １９ｃｍ)

OH/33/434 1109166395
◆OH

経済社会学の根本問題 -経済社会学者としてのスミスとリスト
◆OH -

経済原論 上巻 高島善哉／著
宇野弘蔵／著 日本評論社 １９４１．３
岩波書店 １９５０．１２ (１０，５，５１８，１０ｐ ２３ｃｍ)
(１１，２７７ｐ ２１ｃｍ) 経済社会学
経済学 OH/33/238 1109112407

OH/33/68 1109099760
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◆OH
◆OH 経済成長と格差問題

経済主体性講座 第３巻 藤田進／著
有沢広巳／［ほか］編集 新政経研究会 １９７０．４
中央公論社 １９６０．５ (３，２７１ｐ １９ｃｍ)
(３３９ｐ ２２ｃｍ) OH/33/362 1109124022
経済主体の形成史(東畑精一) 人口の職業的移動(黒田俊夫) 経
営者(野田一夫) 銀行家(土屋清) 政商・金貸(三宅晴輝) 地主
・農民(大内力) 中小企業・商人(大河内一男) 経営における人 ◆OH
間関係(兼子宙) 経済成長と技術革新 -所得倍増計画を支える科学技術の役割-
日本－経済 科学技術庁／監修

OH/33/245 1109121978 弘文堂 １９６１．５
(２９８ｐ ２２ｃｍ)
技術

◆OH OH/33/724 1109142156
経済人・職分人
上田辰之助／著
理想社 １９４２．５ ◆OH
(３９６ｐ １９ｃｍ) 経済成長と財政金融

OH/33/253 1109122042 館竜一郎／編 渡部経彦／編
岩波書店 １９６５．１
(３１１ｐ ２２ｃｍ)

◆OH OH/33/225 1109112282
經濟新秩序の形成原理
赤松要／著
理想社 １９４４．７ ◆OH
(４５２ｐ ２２ｃｍ) 経済成長と社会開発

OH/33/20 1109099018 前田清／著
講談社 １９６７．３
(２５８ｐ １８ｃｍ)

◆OH 現代の経済と技術
経済人の終わり -新全体主義の研究- OH/33/142 1109102093
Ｐ．Ｆ．ドラッカー／著 岩根忠／訳
東洋経済新報社 １９６３．１１
(２６４ｐ １９ｃｍ) ◆OH
全体主義 経済成長と物価問題

OH/33/17 1109098986 吉野俊彦／編
春秋社 １９６２．９
(８，２８６ｐ ２１ｃｍ)

◆OH 日本経済の現状と課題
経済政策新講 内容：第１章経済成長と物価安定（佐藤隆）　第２章戦後にお
丸尾直美／著 けるわが国の物価動向（石川道達）　第３章最近における新し
中央経済社 １９６８．１２ い物価問題の登場（鈴木淑夫）　第４章物価変動の諸要因（鈴
(３０９ｐ ２２ｃｍ) 木淑夫）　第５章望ましい物価安定（佐藤隆）　第６章欧米に
経済政策 おける物価動向（和栗俊介）　第７章欧米における物価問題の

OH/33/404 1109127843 考え方（和栗俊介）
OH/33/70 1109099786

◆OH
経済政策の現代的課題 ◆OH
大泉行男博士還暦記念論文集編集委員会／編 経済成長の話
勁草書房 １９６３．１２ 金森久雄／著
(５６３ｐ ２２ｃｍ) 日本経済新聞社 １９６２．１１
経済政策 (２１３ｐ １８ｃｍ)

OH/33/246 1109121986 日経文庫
経済成長

OH/33/184 1109111904
◆OH

経済成長下の物価 -消費者物価はどうなる-
日本経済新聞社 １９６３．１１ ◆OH
(１９１ｐ １９ｃｍ) 経済大国“にっぽん” -５年後の規模と中身を予測する-

OH/33/181 1109111870 金森久雄・日本経済研究センター／著
日本経済新聞社 １９７０．３
(２２５ｐ １９ｃｍ)

◆OH OH/33/385 1109126951
経済成長実現のために
下村治／著
宏池会 １９５８．１２ ◆OH
(４９２，６８ｐ ２２ｃｍ) 経済大国日本の選択
下村治論文集 下村治／著

OH/33/327 1109123552 東洋経済新報社 １９７１．１１
(６５８ｐ ２２ｃｍ)

OH/33/466 1109166494
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日本評論社 １９３９．９
◆OH (４８０ｐ ２２ｃｍ)

経済建直しに狂奔する中共の国内事情 OH/33/14 1109098952
大川次郎／［著］
大陸問題研究所 １９６４．３
(５６ｐ １９ｃｍ) ◆OH
大陸問題シリーズ 経済と社会 １

OH/33/192 1109111987 Ｔ．パーソンズ／著 Ｎ．Ｊ．スメルサー／著 富永健一／訳
岩波書店 １９５８．１１
(２９３ｐ １９ｃｍ)

◆OH 岩波現代叢書
経済団体連合会 前史 OH/33/90 1109102226
経済団体連合会／［編］
経済団体連合会 １９６２．５
(２３，７８５，７１ｐ ２７ｃｍ) ◆OH
内容：経済団体総説,日本経済連盟会の足跡,重要産業協議会の 経済の成長と型 -国民所得の国際比較-
足跡 山田雄三／著

OH/33/46 1109206829 岩波書店 １９６３．９
(１３８ｐ １９ｃｍ)
国民所得

◆OH OH/33/182 1109111888
経済哲学
難波田春夫／著
朝倉書店 １９４４．３ ◆OH
(４６８ｐ ２２ｃｍ) 経済の道
経済哲学 作田荘一／著

OH/33/224 1109112274 弘文堂書房 １９４１．４
(４２５ｐ ２２ｃｍ)
論説集

◆OH OH/33/13 1109098945
経済哲学原理
杉村廣藏／著
東洋経済新報社 １９４７．７ ◆OH
(２１８ｐ １９ｃｍ) 経済の論理と現実
現代経済学叢書 都留重人／著

OH/33/487 1109128064 岩波書店 １９５９．２
(２５６ｐ ２２ｃｍ)

OH/33/67 1109099752
◆OH

経済哲学の基本問題
杉村広蔵／著 ◆OH
岩波書店 １９３５．９ 経済発展と社会の進歩
(４，３０７ｐ ２３ｃｍ) オスカー・ランゲ／著 都留重人 斎藤興嗣 鈴木正俊／訳

OH/33/574 1109135820 岩波書店 １９７０．５
(３２８ｐ １９ｃｍ)

OH/33/398 1109127082
◆OH

経済統合の鼓動 -EECの成果からOPECの構想まで-
塚本政雄 安部正康 荒木忠男／共著 ◆OH
日本国際問題研究所 １９６４．１１ 経済発展と農業問題 -東畑精一先生還暦記念論文集-
(２０２ｐ １８ｃｍ) 神谷慶治／等編
国際問題シリーズ 岩波書店 １９５９．４

OH/33/169 1109110864 (６０９ｐ ２２ｃｍ)
農業経済

OH/33/21 1109099026
◆OH

経済同友会十五年史
経済同友会 １９６２．４ ◆OH
(５３０ｐ ２２ｃｍ) 経済法学の基礎理論 -ドイツ経済法学の生成・発展- 第２巻

OH/33/236 1109112381 吉永榮助／著
中央経済社 １９７６．８
(３２６，４ｐ ２２ｃｍ)

◆OH 経済法－ドイツ
経済と現代 -経済学を常識とするために- OH/33/752 1109339323
都留重人／著
日本評論新社 １９６３．６
(２６３ｐ １９ｃｍ) ◆OH

OH/33/84 1109102176 経済要覧 １９６２
経済企画庁調査局／編
大蔵省印刷局 １９６１．１２

◆OH (１０，３１０，８ｐ １８ｃｍ)
経済と社会 OH/33/77 1109102135
福井孝治／著
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(５６８ｐ ２３ｃｍ)
◆OH OH/33/25 1109099067

経済理論と社会主義 １
Ｍ．ドッブ／著 都留重人／［ほか］訳
岩波書店 １９５８．８ ◆OH
(２３０ｐ １９ｃｍ) ケインズ研究
岩波現代叢書 鬼頭仁三郎／著

OH/33/153 1109110708 増補版
東洋経済新報社 １９５７．１０
(５，２１９，４３ｐ　図版１枚 ２１ｃｍ)

◆OH OH/33/389 1109126993
経済理論と低開発地域
Ｇ．ミュルダール／著 小原敬士／訳
東洋経済新報社 １９５９．３ ◆OH
(２０８，６ｐ １９ｃｍ) ケインズ伝 １

OH/33/489 1109128080 Ｒ．Ｆ．ハロッド／著 塩野谷九十九／訳
東洋経済新報社 １９５４．７
(２６，２８２ｐ　図版１枚 ２１ｃｍ)

◆OH OH/33/401 1109127819
経済倫理の構造
杉村広蔵／著
岩波書店 １９３８．９ ◆OH
(３，２８２ｐ ２２ｃｍ) ケインズ伝 ２

OH/33/573 1109135812 Ｒ．Ｆ．ハロッド／著 塩野谷九十九
東洋経済新報社 １９５４．１１
(７ｐ，ｐ２８３－６０４ ２１ｃｍ)

◆OH OH/33/402 1109127827
経済論集
山本勝市／著
東京山本会 １９６１．４ ◆OH
(１冊 ２２ｃｍ) ケインズ伝 ３
第1号 対談資本主義か社会主義か 第2号 自由価格の作用 第3 Ｒ．Ｆ．ハロッド／著 塩野谷九十九／訳
号 自由主義市場経済の擁護 第4号 「経済表」に関する二つの 東洋経済新報社 １９５６．３
論文 第5号 社会保障ムードへの警告 第6号 慢性インフレとそ (ｐ６０５－９１２，７，３６ｐ ２１ｃｍ)
の対策 第7号 国民所得は何を意味しー何を意味しないか 第8 OH/33/403 1109127835
号 銀行の貨幣創造機能. 

OH/33/330 1109123586
◆OH

ケインズ入門 -人・学説・政策-
◆OH Ｓ．Ｅ．ハリス／著 塩野谷九十九／訳

ケインズ -文明の可能性を求めて- 東洋経済新報社 １９５７．７
早坂忠／著 (３００，２６ｐ １８ｃｍ)
中央公論社 １９６９ OH/33/57 1109099653
(２１８ｐ １８ｃｍ)
中公新書
文献：ｐ．２１７－２１８ ◆OH

OH/33/188 1109111946 激動七〇年代への証言 -国際ジャーナリストの回想-
武山泰雄／著
武山泰雄 １９８０．３

◆OH (４７９ｐ ２０ｃｍ)
ケインズ貨幣論  第１－３分冊 OH/33/588 1109135945
ジヨン・メイナアド・ケインズ／著 鬼頭仁三郎／訳
同文館 １９３２－１９３３
(３冊 ２３ｃｍ) ◆OH
内容：第1分冊 貨幣の性質・貨幣の価値 第2分冊 貨幣の基本 激変する価値観と未来戦略 -コンピューター革命に挑む-
方程式 第3分冊 価格水準の動態. 小宮山英蔵／［述］ 農林中央金庫・全国信連協会／編

OH/33/26 1109099075 徳間書店 １９７３．３
(１３７ｐ １９ｃｍ)

OH/33/563 1109135713
◆OH

ケインズ貨幣論  第４－５分冊 
ジヨン・メイナアド・ケインズ／著 鬼頭仁三郎／訳 ◆OH
同文館 １９３３－１９３４ 激変する経済社会 -くらしはどうなる-
(２冊 ２３ｃｍ) 神谷克巳／著
内容：第4分冊 貨幣的諸因子とその変動 投資率とその変動 第 東洋経済新報社 １９７５．２
5分冊 貨幣の統制. (２７４ｐ １９ｃｍ)

OH/33/27 1109099083 OH/33/562 1109135606

◆OH ◆OH
ケインズ貨幣論の研究 激流に生きる -日東証券六十年の歩み-
高橋正雄／著 松井経済研究所 １９７０
南郊社 １９３６．３ (２８０ｐ １９ｃｍ)
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日東証券株式会社
OH/33/352 1109123925 ◆OH

現代経済理論のエッセンス -ケインズ以後の１８大理論-
木村健康／監修

◆OH ぺりかん社 １９６４．９
決心 -画で見る経営戦略- (３６３，１０ｐ ２１ｃｍ)
大橋武夫／著 OH/33/58 1109099661
時事通信社 １９６３．１２
(２２５ｐ １８ｃｍ)
時事新書 ◆OH

OH/33/491 1109128106 現代国際経済論
川田侃／著
岩波書店 １９６７．１

◆OH (３９７，１４ｐ ２２ｃｍ)
ゲルマン民族の国家と経済 国際経済
増田四郎／著 OH/33/406 1109127868
勁草書房 １９５１．５
(３３２，７ｐ ２２ｃｍ)
ゲルマン民族 ドイツ－政治 ドイツ－経済 ◆OH

OH/33/32 1109099430 現代資本主義の危機 -インフレーションと国家-
Ａ．ギャンブル Ｐ．ウォルトン／著 鶴田満彦／監訳
新評論 １９７８．１

◆OH (２７０ｐ ２２ｃｍ)
減価償却の知識 現代資本主義シリーズ
沼田嘉穂／著 OH/33/628 1109136414
日本経済新聞社 １９６４．１０
(２２６ｐ １８ｃｍ)
日経文庫 ◆OH
減価償却 現代資本主義の再検討

OH/33/280 1109122315 都留重人／編
岩波書店 １９５９．１１
(６，３２５ｐ １９ｃｍ)

◆OH 資本主義
建設界の新しい波 -藤田組- OH/33/123 1109110120
フジ・インターナショナル・コンサルタント出版部 １９６３
．４
(２５１ｐ １８ｃｍ) ◆OH
企業の現代史 現代世界経済論

OH/33/195 1109112019 小原敬士・美濃部亮吉／編
至誠堂 １９５９．９
(２２６ｐ ２１ｃｍ)

◆OH OH/33/61 1109099695
現代インフレーションとの対決
世界政党研究会／編
世界政党研究会 １９７２．６ ◆OH
(４４９ｐ ２２ｃｍ) 現代日本資本主義大系 第２巻

OH/33/129 1109110187 弘文堂 １９５７．１２
(２６５ｐ ２１ｃｍ)
総説(楫西光速) 戦争と中小企業(山本順一) 戦後の日本独占資

◆OH 本主義と中小企業(鈴木徹三,楫西光速) 中小企業の構造(山本
現代経営者論 -その職能と組織- 順一,加藤誠一) 中小企業者とその労働者(三潴信邦)
Ｃ．Ｉ．バーナード／著 高宮晋／講述 経済同友会研究部会／ OH/33/272 1109122232
編
鹿島研究所出版会 １９６４．４
(２１４ｐ １８ｃｍ) ◆OH

OH/33/104 1109110245 現代日本資本主義大系 第３巻
弘文堂 １９５７．１１
(３０６ｐ ２１ｃｍ)

◆OH 総説(大内力) 戦争による農業構造の変化(斎藤晴造) 農地改革
現代經濟學全集 第１０巻 (大島清) 食糧管理制度(硲正夫) 戦後における農家経済と農民
日本評論社 １９３０．１ 層の分解(大内力) 現在の日本農業(斎藤仁) 戦後の農民運動(
(３，８，４１２ｐ ２３ｃｍ) 竹内猛,伊藤茂)
貨幣 資本主義－日本

OH/33/259 1109122109 OH/33/273 1109122240

◆OH ◆OH
現代經濟學全集 第１２巻 現代のインフレーション -原因・結果・対策-
日本評論社 １９３０．１２ 熊本孫三郎／著
(４，５，３６６，４０ｐ ２３ｃｍ) 金融財政事情研究会 １９７６．９
巻末：参考文献輯録，索引 (２４２ｐ ２２ｃｍ)

OH/33/34 1109099455 OH/33/659 1109136950
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◆OH ◆OH
現代の経営 -事業と経営者- 現代の日本経済
Ｐ．Ｆ．ドラッカー／著 現代経営研究会／訳 中村隆英／著
自由国民社 １９６０ 東京大学出版会 １９６５．７
(１０，２７７ｐ　図版１枚 １９ｃｍ) (６，２８２，１０ｐ ２０ｃｍ)
経営 日本－経済

OH/33/103 1109110237 OH/33/279 1109122307

◆OH ◆OH
現代の景気変動 -拡張と後退- 現代のビジネス・システム -新しい経営の生成と発展-
Ｊ．マルシャル／著 河野健二・溝川喜一／訳 Ｔｈ．Ｃ．コクラン／著 中川敬一郎／訳
岩波書店 １９６６．８ 東京出版 １９５９．２
(２９１ｐ １９ｃｍ) (２９４ｐ １９ｃｍ)
景気変動 OH/33/204 1109112100

OH/33/384 1109126944

◆OH
◆OH 原典解説スミス「国富論」 理論編

現代の経済学 高島善哉／著
中山伊知郎／著 春秋社 １９５８．１０
勁草書房 １９５１．９ (２０７ｐ １９ｃｍ)
(８，１４９ｐ １８ｃｍ) 国富論
勁草文庫 OH/33/154 1109110716
経済学

OH/33/79 1109102143
◆OH

公営企業金融公庫五年史
◆OH 公営企業金融公庫／編

現代の経済学者 -５大エコノミストの栄光と苦悩- 公営企業金融公庫 １９６２．５
レオナルド・シルク／著 稲田献一・八木甫／訳 (１４，５２７ｐ ２２ｃｍ)
日本経済新聞社 １９７８．４ 地方財政 金融
(３２６ｐ ２０ｃｍ) OH/33/234 1109112365

OH/33/636 1109136497

◆OH
◆OH 交易理論の基礎

現代の経済原論 鬼頭仁三郎／著
山田雄三／他著 大理書房 １９４４．１１
春秋社 １９６２．５ (３１２ｐ ２２ｃｍ)
(２７５ｐ ２１ｃｍ) OH/33/231 1109112340
経済および経済循環(山田雄三) 消費の理論(山田勇) 生産の理
論(山田勇) 所得分配の理論(高橋長太郎) 価格の決定と所得の
決定(山田雄三) 貨幣と物価の理論(小泉明) 財政の理論(高橋 ◆OH
長太郎) 国際経済の理論(小島清) 経済変動の理論(山田雄三) 公企業

OH/33/392 1109127025 山城章／著
春秋社 １９５０．３
(２３２ｐ ２２ｃｍ)

◆OH 現代商学全集
現代の経済論争 OH/33/37 1109099489
Ｊ．Ｋ．ガルブレイス／著 大原進・太田　哲夫／共訳
論争社 １９６２．９
(１６５ｐ １８ｃｍ) ◆OH
ぺりかんしんしょ 広済一筋 第２巻

OH/33/86 1109101954 「広済一筋」編集委員会／編
広済堂クラウン １９７９．４
(２４２ｐ ２０ｃｍ)

◆OH OH/33/615 1109136000
現代の経済はどう変るか -転型期の日本経済入門-
加藤寛 原豊 丸尾直美／著
講談社 １９６３．６ ◆OH
(２１３ｐ １８ｃｍ) 講座日本の将来 第４

OH/33/643 1109136869 潮出版社 １９６９．４
(３９８ｐ ２２ｃｍ)
内容：日本経済の発展力（中山伊知郎）　日本の工業化―到達

◆OH 点と諸特徴（篠原三代平）　労働―工業化の基底（孫田良平）
現代の資本主義 　資本―資本調達と工業化の促進（朝倉孝吉）　企業者―工業
Ｊ・ストレイチー／著 関嘉彦・三宅正也／共訳 化の担い手（中川敬一郎）　政府―工業化への環境づくり（江
東洋経済新報社 １９５８．６ 見康一）　産業と技術革新（中村隆英）　貿易と国内市場（塩
(３８９，７ｐ １９ｃｍ) 野谷祐一）　経済発展と教育（井上毅）　工業化時代の都市（

OH/33/119 1109110104 伊藤善市）　工業化の未来学（坂本二郎）
OH/33/473 1109166569
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OH/33/217-2 1109317212

◆OH
厚生経済学 ◆OH
中山伊知郎／著 国際経営入門 -多国籍化の戦略と構造-
増訂三版 山崎清／著
甲文堂書店 １９４０．１０ 日本経済新聞社 １９７２
(１９９ｐ １９ｃｍ) (２３６ｐ １８ｃｍ)
最近経済問題叢書 日経新書

OH/33/261 1109122125 主要文献：ｐ．２３３－２３６
世界企業

OH/33/345 1109123669
◆OH

高度資本主義 １
ウェルナー・ゾムバルト／著 梶山力／訳 ◆OH
有斐閣 １９４０．１２ 国際収支 資料４８号
(３９２，２６ｐ ２２ｃｍ) 宏池会調査部／編

OH/33/274 1109122257 宏池会 １９６２．６
(１２８ｐ １９ｃｍ)

OH/33/186 1109111920
◆OH

高度成長の秘密 -日本経済１５講-
篠原三代平／著 ◆OH
日本経済新聞社 １９６１．９ 国際収支読本
(２８６ｐ １９ｃｍ) 斎藤武雄

OH/33/180 1109111862 野田経済社 １９６４．６
(２８５ｐ １８ｃｍ)

OH/33/185 1109111912
◆OH

神戸の中堅１３０社
日本経済新聞社／編 ◆OH
日本経済新聞社 １９７９．３ 国民経済学原理
(１０，２７２ｐ １９ｃｍ) カール・メンガー／著 安井琢磨／訳
企業－神戸市 日本評論社 １９３７．１

OH/33/396 1109127066 (１２，６，６，２９０ｐ ２２ｃｍ)
OH/33/5 1109095362

◆OH
誤解 -ヨーロッパ　ｖｓ．　日本- ◆OH
エンディミヨン・ウィルキンソン／〔著〕 徳岡孝夫／訳 國民經濟學講義 理論の部第１巻
中央公論社 １９８０．６ クヌート・ウィックセル／著 堀經夫，三谷友吉／訳
(３３０ｐ ２０ｃｍ) 訂正再版

OH/33/673 1109139764 經濟図書 １９４３．８
(３２８ｐ ２２ｃｍ)

OH/33/18 1109098994
◆OH

コカ・コーラ産業
［出版社不明］ ［出版年不明］ ◆OH
(１冊（ルーズリーフ） ３１ｃｍ) 國民經濟學講義 理論の部第２巻

OH/33/459 1109170314 クヌート・ウィックセル／著 堀經夫，三谷友吉／訳
訂正再版
經濟図書 １９４３．８

◆OH (２７５ｐ ２２ｃｍ)
国際化時代の挑戦 -当面する内外の新課題- OH/33/19 1109099000
大来佐武郎／著
文藝春秋 １９７０．４
(２６９ｐ １９ｃｍ) ◆OH

OH/33/310 1109122489 国民経済学の基本問題
ワルター・オイケン／著 大泉行雄／訳
実業之日本社 １９４３．８

◆OH (３９９，５ｐ ２２ｃｍ)
国際金融時攷 １９７７年～１９７８年 OH/33/244 1109121952
橋本清／著
十一房出版 １９７８．９
(１５４ｐ ２１ｃｍ) ◆OH

OH/33/217 1109112225 国民所得の計画理論
山田雄三／著
岩波書店 １９４９．５

◆OH (３７１ｐ ２２ｃｍ)
国際金融時攷 １９７９年～１９８０年 OH/33/33 1109099448
橋本清／著
十一房出版 １９８０．９
(２３６ｐ ２１ｃｍ)
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◆OH
国民所得論 ◆OH
山田雄三／著 これからの銀行経営 -企業よ創造性をもて-
岩波書店 １９５９．９ デヴィド・ロックフェラー／著 住吉弘人／訳
(９，３４８，９ｐ ２２ｃｍ) 竹内書店 １９６５．１２
国民所得 (１３２ｐ １９ｃｍ)

OH/33/226 1109112290 銀行
OH/33/306 1109122455

◆OH
五十年史 ◆OH
日本鋼管株式会社５０年史編纂委員会 コンピュータ・マインド -情報時代の生き方と考え方-
日本鋼管 １９６２．６ 北川一栄／著
(１０８９ｐ　（図版共）  ３１ｃｍ) ダイヤモンド社 １９７０．６

OH/33/298 1109218741 (２６４ｐ １９ｃｍ)
OH/33/365 1109124055

◆OH
５０年の歩み ◆OH
オリンパス光学工業 １９６９．１０ さあやろう -日本をよくする相談-
(４４９ｐ ２２ｃｍ) 五明忠一郎／著

OH/33/324 1109123529 ２版
五明忠一郎 １９６４．９
(１０３ｐ １８ｃｍ)

◆OH OH/33/205 1109112118
国家と経済 第２巻
難波田春夫／著
日本評論社 １９３８．７ ◆OH
(１１，２，３２３ｐ ２３ｃｍ) 再建の経営学
経済学 安藤文夫／著

OH/33/6 1109095370 安藤 １９７８．６
(４３８ｐ １９ｃｍ)

OH/33/510 1109135143
◆OH

国家と経済 第４巻
難波田春夫／著 ◆OH
日本評論社 １９４１．９ 最適社会の経済学 -比較経済体制論入門-
(５，２，４５０ｐ ２３ｃｍ) 加藤寛／著
経済学 講談社 １９６７．１０

OH/33/7 1109095388 (１９６ｐ １８ｃｍ)
講談社現代新書

OH/33/642 1109136851
◆OH

国家と経済 第５巻
難波田春夫／著 ◆OH
日本評論社 １９４３．２ 財務諸表準則解説
(３，２，３４３ｐ ２３ｃｍ) 太田哲三／著
経済学 改訂（７版）

OH/33/8 1109095396 高陽書院 １９４０
(３９６ｐ ２３ｃｍ)

OH/33/183 1109111896
◆OH

この３０年　阪急不動産株式会社
阪急不動産株式会社社史編纂委員会／編 ◆OH
阪急不動産 １９７７．７ 財務諸表の見方
(２５９ｐ ３１ｃｍ) 日本経済新聞社／編

OH/33/545 1109170330 ２１版
日本経済新聞社 １９６５．４
(１９５ｐ １８ｃｍ)

◆OH 日経文庫
この人がここに -私の経営哲学- 第１集 財務諸表
近藤プロダクション出版局 １９６８．１２ OH/33/338 1109123594
(２４３ｐ ２２ｃｍ)

OH/33/318 1109123461
◆OH

ザ・インタビュー -革命的リーダーの人間ドキュメント-
◆OH 飯塚昭男／著

米と繭の経済構造 バンダイ １９８６．１
山田勝次郎／著 (２３０ｐ ２０ｃｍ)
岩波書店 １９４２．３ 4-89189-350-8
(２０１ｐ ２２ｃｍ) OH/33/371 1109124113

OH/33/22 1109099034
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◆OH
桜の国との経済外交 OH/33/342 1109123636
黄望青／著 OH/33/637 1109136505
日経事業出版社 １９７９．８
(２４７ｐ １９ｃｍ)

OH/33/525 1109135291 ◆OH
サントリーのすべて サントリー
フジ・インターナショナルコンサルタント出版部／編

◆OH フジ・インターナショナルコンサルタント出版部 １９６５．
サービス経済への展望 １
日本経済調査協議会 １９６８．１１ (２１９ｐ １８ｃｍ)
(１５，３８５，９９ｐ ２６ｃｍ) 企業の現代史
調査報告 サントリー株式会社

OH/33/331 1109218766 OH/33/199 1109112050

◆OH ◆OH
サービスの話 サントリーの７０年 １
清水滋／著 株式会社サン・アド／編
日本経済新聞社 １９６８．４ サントリー株式会社 １９６９．６
(２０９ｐ １８ｃｍ) (２７１ｐ ３１ｃｍ)
日経文庫 OH/33/335 1109218808

OH/33/641 1109136844

◆OH
◆OH サントリーの７０年 ２

サムライ商法 -トーメン安本和夫の体験的英知- 株式会社サン・アド／編
佐藤正忠／著 サントリー株式会社 １９６９．６
経済界 ［１９７６］ (２２１ｐ ３１ｃｍ)
(２３０ｐ １８ｃｍ) OH/33/336 1109219814

OH/33/421 1109128015

◆OH
◆OH 三洋電機三十年の歩み

産業革命 三洋電機株式会社／編
鈴木成高／著 三洋電機 １９８０．４
８版 (６５１，［４４］ｐ　図版５５枚 ２７ｃｍ)
弘文堂 １９５８．４ 年表：ｐ６２１～６５１
(２１４，６ｐ １９ｃｍ) 三洋電機株式会社
アテネ新書 OH/33/598 1109219996

OH/33/191 1109111979

◆OH
◆OH Ｊ．Ｍ．ケインズの経済学 -貨幣経済の理論-

産業戦争の内幕 Ｄ．ディラード／著 岡本好弘／訳
クリスチャン・ジュラン，オリヴィエ・ウディエット／編著 改訂版
八木甫／訳 東洋経済新報社 １９５４．５
ぺりかん社 １９７０．６ (２４，３９０，１５ｐ １９ｃｍ)
(２６８ｐ ２０ｃｍ) 経済学

OH/33/476 1109166593 OH/33/56 1109099646

◆OH ◆OH
産経会社年鑑 敷島紡績七十五年史
第１２版 社史編集委員会／編
産経新聞年鑑局 １９７５．７ 敷島紡績 １９６８．１２
(１冊 ３１ｃｍ) (４４７ｐ ２７ｃｍ)

OH/33/607 1109141893 OH/33/333 1109218782

◆OH ◆OH
３５年のあゆみ 資源と経済
丸善石油社史編集委員会／編 金子鷹之助・谷山整三／共著
丸善石油 １９６９．１１ 厚生閣 １９４１．１０
(２１０，１１，１５ｐ（図共） ３０ｃｍ) (３１６ｐ １９ｃｍ)
丸善石油 国民科学

OH/33/453 1109170256 OH/33/91 1109102234

◆OH ◆OH
三十年のあゆみ 四国銀行百年史
東京鉄鋼株式会社社史編纂委員会／編 四国銀行百年史編集室／編
東京鉄鋼 １９７０．６ 四国銀行 １９８０．７
(２０１ｐ １８ｃｍ) (６７１ｐ ２７ｃｍ)
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年表：ｐ６２７～６６９
四国銀行 ◆OH

OH/33/718 1109140093 私的企業と社会的費用 -現代資本主義における公害の問題-
Ｋ．Ｗ．カップ／著 篠原泰三／訳
岩波書店 １９５９．７

◆OH (３２１，１１ｐ ２２ｃｍ)
四拾年の歩み OH/33/65 1109099737
曙ブレーキ工業／編
曙ブレーキ工業 １９６９．８
(２３５ｐ ２７ｃｍ) ◆OH

OH/33/299 1109218758 史的唯物論
大森義太郎／著
明善社 １９４７．６

◆OH (２７５ｐ ２２ｃｍ)
システム・マネジメント -システム分析とプロジェクト組織- 唯物史観
Ｄ．Ｉ．クリーランド・Ｗ．Ｒ．キング／著 上田惇生／訳 OH/33/243 1109121960
ダイヤモンド社 １９６９．９
(４０７ｐ ２２ｃｍ)

OH/33/548 1109135465 ◆OH
支那社会経済史研究
玉井是博／著

◆OH 岩波書店 １９４２．４
資生堂百年史 (６１８，３ｐ ２２ｃｍ)
資生堂 １９７２．６ 内容:唐時代の土地問題管見,唐時代の社会史的考察,唐の賤民
(７２４ｐ（図・肖像共） ２９ｃｍ) 制度とその由来,唐時代の外国奴-特に新羅奴に就いて-唐代防
資生堂 丁考,燉煌戸籍残簡について,再び燉煌戸籍残巻について,支那

OH/33/463 1109171650 西□出土の契,燉煌文書中の経済史資料,宋代水利用の一特異相
,唐の実録撰修に関する一考察,大唐六典及び通典の宋刊本に就
て,南宋本大唐六典校勘記,典礼問題に関する漢文の二資料

◆OH OH/33/227 1109112308
地代論
リチャード・ジョーンズ／著 鈴木鴻一郎・遊部久蔵／共訳
日本評論社 １９４２．９ ◆OH
(３６５ｐ ２２ｃｍ) 支那・上海の経済的諸相

OH/33/41 1109099521 杉村廣藏／著
岩波書店 １９４２．１０
(２８３ｐ １９ｃｍ)

◆OH OH/33/97 1109102267
７０年代の中小企業と流通 -低生産性の克服とシステム化の達
成をめざして-
経済審議会中小企業・流通問題研究委員会／編 ◆OH
大蔵省印刷局 １９７０．３ 自分を守る経済学 -すぐに役立つ知恵袋-
(３９９ｐ ２１ｃｍ) 斎藤栄三郎／著
中小企業 商品流通 日本経済通信社 １９７８．６

OH/33/329 1109123578 (２２０ｐ １９ｃｍ)
OH/33/555 1109135531

◆OH
実証金融論 -インフレ・不況を克服するために- ◆OH
豊岡富栄／著 １／４世紀のあゆみ
金融財政事情研究会 １９７５．７ 四国変圧器／編
(２６０ｐ ２２ｃｍ) 四国変圧器 １９７１．１０

OH/33/666 1109139715 (１９０ｐ ２７ｃｍ)
OH/33/139 1109102077 OH/33/465 1109171676

◆OH ◆OH
実力主義の経営 資本自由化と国際競争力
片山豊／著 神野正雄／編
有紀書房 １９６４．７ 至誠堂 １９６６．１０
(２４９ｐ ２０ｃｍ) (４３７ｐ １９ｃｍ)
経営管理 OH/33/308 1109122471

OH/33/380 1109124204

◆OH
◆OH 資本自由化と日本経済

実録・満鉄調査部 上 日本経済新聞社／編
草柳大蔵／著 改定版（７版）
朝日新聞社 １９７９．９ 日本経済新聞社 １９６７．７
(２４９ｐ ２０ｃｍ) (２５４ｐ １９ｃｍ)
南満洲鉄道 OH/33/423 1109128031

OH/33/595 1109135960
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◆OH
◆OH 資本論 第二巻

資本主義経済の歩み -封建制から現代まで- 上 カール・マルクス／著 高畠素之／訳
レオ・ヒューバーマン／著 小林良正，雪山慶正／訳 雪山慶正 改造社 １９２８．１
岩波書店 １９５３．１ (４８４，８ｐ ２０ｃｍ)
(１２，２２９，８ｐ　図版１枚 １８ｃｍ) OH/33/213 1109112183
岩波新書
資本主義 経済－歴史

OH/33/116 1109110088 ◆OH
資本論 第三巻上
カール・マルクス／著 高畠素之／訳

◆OH 改造社 １９２８．２
資本主義宣言 (４２２．１０ｐ ２０ｃｍ)
ルイス・Ｏ・ケルソ／著 モーチマー・Ｊ・アドラー／著 稲本 OH/33/214 1109112191
国雄／訳
時事通信社 １９５８．７
(２４４ｐ １８ｃｍ) ◆OH
時事新書 資本論 第三巻下

OH/33/121 1109102309 カール・マルクス／著 高畠素之／訳
改造社 １９２８．４
(４２０．９ｐ ２０ｃｍ)

◆OH OH/33/215 1109112209
資本主義の将来
Ｒ．フォセール／著 河野健二・服部春彦／訳
岩波書店 １９６２．８ ◆OH
(２９０ｐ １９ｃｍ) 『資本論』と社会主義

OH/33/120 1109102291 宇野弘藏／著
岩波書店 １９５８．１０
(２５５ｐ １９ｃｍ)

◆OH マルクス学派（経済学）
資本主義は変ったか OH/33/387 1109126977
高橋正雄／著 OH/33/136 1109102044
有紀書房 １９６２．３
(２７５ｐ ２０ｃｍ)

OH/33/114 1109110062 ◆OH
「資本論」と日本
鈴木鴻一郎

◆OH 弘文堂 １９５９．０１
資本主義は変貌する (２０９ｐ １９ｃｍ)
Ｊ．Ｋ．ガルブレイス／［等］著 Ｌ．シルク／編 荒川弘／訳 OH/33/167 1109110849
産業能率短期大学出版部 １９７５
(２０７ｐ １９ｃｍ)
資本主義 アメリカ合衆国－経済－歴史－１９４５～ ◆OH

OH/33/530 1109135341 清水建設百七十年
１９７３
(２８３，４４ｐ　図・肖像３６枚 ２７ｃｍ)

◆OH 清水建設株式会社
資本の理論 OH/33/639 1109141976
中山伊知郎／著
増訂版
如水書房 １９５３．６ ◆OH
(２７８，５ｐ ２２ｃｍ) 事務管理
資本 ヒックス／著 Ｉ．プレース／著 岸本英八郎／訳 涌田宏昭／

OH/33/235 1109112373 訳
日本生産性本部 １９６１．８
(３１８ｐ ２１ｃｍ)

◆OH アメリカ経営学大系
資本論 第一巻一冊 事務管理
カール・マルクス／著 高畠素之／訳 OH/33/221 1109112241
改造社 １９２７．１０
(４９２ｐ ２０ｃｍ)
図版あり ◆OH

OH/33/211 1109112167 社会科学としての英国古典派経済学の研究 -アダム・スミスか
らジョン・ステュアート・ミルまで-
榊原巌／著

◆OH 平凡社 １９６１．６
資本論 第一巻二冊 (７，７１７，２２ｐ ２２ｃｍ)
カール・マルクス／著 高畠素之／訳 OH/33/228 1109112316
改造社 １９２７．１２
(２７５，４５ｐ ２０ｃｍ)

OH/33/212 1109112175 ◆OH
社会主義経済学
Ｇ．Ｄ．Ｈ．コール／著 名和統一，小川喜一／訳
岩波書店 １９５２．８
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(５，１７２，８ｐ １９ｃｍ) OH/33/620 1109136349
岩波現代叢書
経済学

OH/33/208 1109112134 ◆OH
自由化計画の問題点と対策
総合政策研究会／編

◆OH 新版
社会主義的サラリーマン -職場に矛盾を感じる人への本- ダイヤモンド社 １９６２．１２
加藤尚文／著 (３８０ｐ １９ｃｍ)
光文社 １９６５．１１ 自由化の目的と方法について(有沢広巳) 政府の輸入自由化計
(１８３ｐ １８ｃｍ) 画の進展と問題点(松村敬一) 自由化の影響と国内態勢(土屋清
カッパ・ビジネス ) 為替自由化の問題点(神野正雄) 自由化とわが国貿易(谷林正

OH/33/202 1109112084 敏) 自由化と関税政策(石丸忠富) 自由化と外資導入(高島節男
) 自由化と金融政策(吉野俊彦) 資本充実と企業課税(稲葉修三
) 自由化と中小企業(中野正一) 自由化と農業問題(川野重任) 

◆OH 自由化と証券市場(阿部康二) 自由化と労働組合(和田春生) 経
社会主義のジレンマ -行きづまる計画経済- 済成長と長期計画(大来佐武郎) 
丹羽春喜／著 OH/33/194 1109112001
日本経済新聞社 １９７０
(２２８ｐ １８ｃｍ)
日経新書 ◆OH
主要参考書：ｐ．２２７―２２８ 自由化と日本経済
計画経済 共産圏－経済政策 吉村正晴／著

OH/33/344 1109123651 岩波書店 １９６１．１
(２２５ｐ １８ｃｍ)
岩波新書

◆OH OH/33/170 1109110872
社会人のための近代経済学
鎌倉昇／著
日本経済新聞社 １９６７．３ ◆OH
(２３８ｐ １９ｃｍ) 柔構造の日本経済
経済学 竹内宏／著

OH/33/350 1109123701 朝日新聞社 １９７８．６
(２０５ｐ １９ｃｍ)
日本－経済－歴史－昭和時代（１９４５年以後）

◆OH OH/33/524 1109135283
社會問題
櫛田民蔵／著
改造社 １９３５．６ ◆OH
(７，４８４ｐ ２３ｃｍ) １５年のあゆみ -１９５４－１９６９-
櫛田民蔵全集 三菱セメント／編

OH/33/415 1109127959 三菱セメント １９７０．４
(１５５ｐ ２９ｃｍ)

OH/33/455 1109170272
◆OH

社史 ２　昭和３８年～５０年
富士通 １９７６．１２ ◆OH
(２０３，３３ｐ ２７ｃｍ) 十大経済学者

OH/33/580 1109219939 シュムペーター／著 中山伊知郎／監修 東畑精一／監修
日本評論新社 １９５２．５
(５，４３０ｐ ２２ｃｍ)

◆OH 経済学－歴史
社団法人日本中小企業団体連盟三十年史 OH/33/241 1109121937
日本中小企業団体連盟／編
日本中小企業団体連盟 １９７９．１２
(８２３ｐ ２７ｃｍ) ◆OH

OH/33/677 1109142107 十年のあゆみ
中小企業振興事業団 １９７７．８
(２５５ｐ ２７ｃｍ)

◆OH OH/33/668 1109142073
社長への招待 -細川ちか子の財界インタヴュー-
細川ちか子／著
評論新社 １９６３．３ ◆OH
(２０７ｐ ３５ｃｍ) 朱火青烟

OH/33/207 1109253805 橋本清／著
日邦商事 １９７１．１２
(２３３ｐ ２１ｃｍ)

◆OH OH/33/393 1109127033
１０億人のテイクオフ -中国経済改革のゆくえ-
藤村幸義／著
中央経済社 １９８５．１２ ◆OH
(２４７ｐ ２０ｃｍ) 純粋経済学
4-481-61201-0 中山伊知郎／著
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岩波書店 １９３３．１２
(７，２５５ｐ １８ｃｍ) ◆OH

OH/33/76 1109102127 昭和経済史
安藤良雄／［ほか］編
日本経済新聞社 １９７６．１２

◆OH (５８２ｐ ２２ｃｍ)
証券 日本－経済－歴史－昭和時代
福田敬太郎／著 OH/33/678 1109139780
弘道館 １９５４．１
(１６０ｐ １９ｃｍ)
経済教養叢書 ◆OH

OH/33/172 1109110898 昭和石油三十年史
１９７４．８
(３９４ｐ　図１８枚 ２７ｃｍ)

◆OH 年表：ｐ．３６１－３９２
証券外史 昭和石油株式会社
東京証券業協会証券外史刊行委員会東洋経済新報社（製作） OH/33/663 1109142057
１９７１
(４６３ｐ　図 ２２ｃｍ)
証券市場 ◆OH

OH/33/558 1109135564 昭和電工五十年史
昭和電工株式会社社史編集室／［編］
１９７７．４

◆OH (３３７ｐ　図版１４枚　肖像 ２７ｃｍ)
証券投資入門 年表：ｐ．２８２～３２５
木佐森吉太郎／著 昭和電工株式会社
最新版 OH/33/644 1109141984
東洋経済新報社 １９７５．６
(３６９ｐ １９ｃｍ)
株式相場 ◆OH

OH/33/522 1109135267 初等経済学講義
中山伊知郎／著
勁草書房 １９５５．１１

◆OH (２８７ｐ １９ｃｍ)
商工会９２年史 勁草全書
商工会史編集委員会 商工会史修史委員会／編集 OH/33/596 1109135986
全国商工会連合会 １９７３．１１
(４２９ｐ ２７ｃｍ)

OH/33/590 1109219954 ◆OH
所得 -経済学入門-
Ａ．Ｃ．ピグウ／著 塩野谷九十九／訳

◆OH 増補版
商工組合中央金庫三十年史 東洋経済新報社 １９５９．６
商工組合中央金庫 １９６９ (１０，２６８ｐ １９ｃｍ)
(１０９１ｐ（図版共） ３１ｃｍ) 経済学 国民所得
商工組合中央金庫 OH/33/209 1109112142

OH/33/337 1109219822

◆OH
◆OH 所得格差と消費者物価

商工經營 山下寅蔵／著
上田貞次郎／著 明日の経済社 １９６７．７
千倉書房 １９３０．１１ (３５９ｐ ２７ｃｍ)
(６，８，３１９ｐ ２３ｃｍ) OH/33/441 1109219830
商學全集
商工経営参考書：２９９－３０９ｐ，索引あり

OH/33/40 1109099513 ◆OH
新大阪センイシティー１０年史
［新大阪センイシティー１０年史］編集委員会

◆OH 新大阪センイシティー １９７９．８
少数者の手に -独占との戦いの記録- (２２０ｐ ２７ｃｍ)
E・キーフォーヴァー／ 著 小原敬士／ 訳 OH/33/603 1109170363
竹内書店 １９６８．５
(２９４ｐ ２２ｃｍ)

OH/33/388 1109126985 ◆OH
新経済原論
桑原晋／著

◆OH 新評論社 １９７２．１１
城南信用金庫３０年史 (２９８ｐ ２２ｃｍ)
〔城南信用金庫〕 １９７５．１０ OH/33/657 1109136935
(１冊 ３１ｃｍ)

OH/33/655 1109142032
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◆OH
真実はどこにあるのか -三越対公取委- OH/33/601 1109170348
小谷秀二郎／著
主婦と生活社 １９８０．３
(２２４ｐ ２０ｃｍ) ◆OH
三越 公正取引委員会 図説　日本の金融 昭和４５年版

OH/33/566 1109135747 北原道貫／著
財経詳報社 １９７０．９
(２３３ｐ １９ｃｍ)

◆OH 金融－日本
新体制の経済 OH/33/428 1109166338
高木友三郎／著
第一書房 １９４０．９
(３１１ｐ １９ｃｍ) ◆OH

OH/33/391 1109127017 スタッフ管理を打ち破れ -現場の自主性発揮で飛躍する-
鎌田勝／著
産業能率大学出版部 １９７９．６

◆OH 336.1
新展開する国際金融 -世界に貢献する通貨・為替の新時代- (１５，２３４ｐ １９ｃｍ)
藤岡真佐夫／著 経営計画 経営組織
金融財政事情研究会 １９７７．１２ 4-382-04599-1
(２６０，１１ｐ ２２ｃｍ) OH/33/556 1109135549

OH/33/627 1109136406

◆OH
◆OH 住友金属工業最近十年史

新日本証券十年史 住友金属工業株式会社社史編集委員会／編
新日本証券社史編纂委員会／編 住友金属工業 １９６７．６
１９７７．９ (４１４，２５ｐ ２２ｃｍ)
(２７３ｐ　図　肖像 ２７ｃｍ) OH/33/326 1109123545
年表：ｐ．２３３～２７３
新日本証券株式会社

OH/33/645 1109141992 ◆OH
住友信託銀行史
住友信託銀行史編纂委員会／編

◆OH 住友信託銀行 １９６６．３
信用金庫２５年史 (６５２ｐ　図版１１枚 ２７ｃｍ)
全国信用金庫協会 １９７７．１２ OH/33/45 1109206811
(１０５１ｐ ２７ｃｍ)
関係年表：ｐ９３８～９６７
信用金庫 ◆OH

OH/33/542 1109171692 駿河銀行七十年史
駿河銀行七十年史編纂室／編纂
駿河銀行 １９７０．４

◆OH (１冊 ２７ｃｍ)
新利子論研究 OH/33/452 1109170249
高田保馬／著
岩波書店 １９４０．７
(３４６ｐ ２２ｃｍ) ◆OH

OH/33/39 1109099505 青淵回顧録 下巻
小貫修一郎／著
青淵回顧録刊行会 １９２７．８

◆OH (１６，７６８ｐ　図版９枚 ２３ｃｍ)
神話をつくる人々 -豊かな社会の真相- OH/33/684 1109139830
Ｂ．Ｄ．ノジター／著 松本達治／訳
ダイヤモンド社 １９６６．７
(３２８ｐ １９ｃｍ) ◆OH

OH/33/305 1109122448 西欧における自主調整と官民協力 -欧州経済使節団報告書-
日本生産性本部 １９６４．７
(２５７ｐ ２６ｃｍ)

◆OH 経済政策－ヨーロッパ
スイス銀行のすべて OH/33/219 1109206860
ロバート・キンズマン／著 佐瀬隆夫／訳
日本経済新聞社 １９７８．８
(２４４ｐ ２０ｃｍ) ◆OH
銀行－スイス 政治経済学批判

OH/33/579 1109135879 カール・マルクス／著 河上肇／訳 宮川実／訳
改造社 １９３１．６
(３５６，６ｐ ２３ｃｍ)

◆OH OH/33/468 1109166510
鈴屋６５年史
鈴屋６５年史編纂委員会／編纂
鈴屋 １９７５．６ ◆OH
(１２７ｐ ２９ｃｍ) 政治算術
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ペッティー ／［著］ 大内兵衛／譯 大原社会問題研究所／編 (３６０，１２ｐ １９ｃｍ)
栗田書店 １９４１．７ 有斐閣全書
(２９９ｐ １９ｃｍ) ヨーロッパ－経済－歴史
統計学古典選集 OH/33/132 1109110203

OH/33/252 1109122034

◆OH
◆OH 西洋経済史概論

成長経済入門 増田四郎／著
大来佐武郎／著 春秋社 １９５５．１２
論争社 １９６１．９ (１９６，６ｐ ２２ｃｍ)
(２５６ｐ １８ｃｍ) 現代経済学全集

OH/33/281 1109122323 ヨーロッパ－経済－歴史
OH/33/653 1109136919

◆OH
成長経済の再発見 -高福祉社会への新軌道- ◆OH
高橋毅夫／著 世界インフレと失業の克服 -ＯＥＣＤマクラッケン・レポート
日本経済新聞社 １９７２ -
(２０５ｐ １８ｃｍ) 小宮隆太郎・赤尾信敏／訳
日経新書 日本経済新聞社 １９７８．１
日本－経済 (３２４，４０ｐ ２０ｃｍ)

OH/33/514 1109135184 OH/33/532 1109135366

◆OH ◆OH
成長と安定の経済政策 -英国労働党と保守党の政策- 世界企業物語　コカ・コーラ
ションフィールド／著 加藤寛，藤田至孝，丸尾直美／共訳 ダイヤモンド社／編
理想社 １９６１．３ ダイヤモンド社 １９６８．６
(３０６ｐ ２２ｃｍ) (２１４ｐ １８ｃｍ)

OH/33/66 1109099745 OH/33/348 1109123693

◆OH ◆OH
ｃ生としての經濟 世界経済安定の諸問題
福井孝治／著 杉村廣藏／著 日本国際連合協会／編
増補６版 社会評論社 １９４８．３
甲文堂書店 １９４２．２ (１８４ｐ １９ｃｍ)
(２５０ｐ １９ｃｍ) 世界政治経済叢書

OH/33/254 1109122059 OH/33/93 1109102242

◆OH ◆OH
生と死の経済学 -誰のための医療か- 世界経済五十年史 -野依秀市言論活動五十周年記念出版- 第１
Ｖ．Ｒ．フュックス／著 江見康一／訳 巻
日本経済新聞社 １９７７．４ 小島精一／編
(２６４ｐ ２０ｃｍ) 実業之世界社 １９５７．４

OH/33/176 1109311009 (８２９ｐ ２７ｃｍ)
OH/33/233 1109206878

◆OH
生命の樹 -安田生命の１００年- ◆OH
安田生命保険 １９８０．１０ 世界経済と日本 -朝日市民教室- 第７
(３０８ｐ １９ｃｍ) 朝日新聞社 １９７０
年表：ｐ２９１～３０５ (２７８，１３ｐ １９ｃｍ)
安田生命保険相互会社 巻末：文献資料

OH/33/395 1109127058 経済－歴史－１９４５年以後 日本－経済－歴史－昭和時代
OH/33/397 1109127074

◆OH
生命保険協会７０年史 ◆OH
生命保険協会／編 世界経済と日本
生命保険協会 １９７８．１２ 稲葉秀三／著
(１３６４ｐ ２７ｃｍ) 宝文館 １９５７．８
年表：ｐ１２９５～１３５９ (１９６ｐ １９ｃｍ)
生命保険協会 OH/33/95 1109102259

OH/33/493 1109309466

◆OH
◆OH 世界経済の課題

西洋経済史 外務省経済局／編
高村象平／著 大蔵省印刷局 １９６９．７
有斐閣 １９５４．１２ (４２６ｐ ２１ｃｍ)
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OH/33/285 1109122364 日本放送出版協会 １９６９
(２８２ｐ　図版 １９ｃｍ)
企業

◆OH OH/33/351 1109123917
世界経済の成立と発展
Ｊ．クチンスキー／著 久保田英夫／著
評論社 １９６９．５ ◆OH
(２３２ｐ １９ｃｍ) 世界の大企業 -多国籍企業の時代-

OH/33/390 1109127009 佐藤定幸／著
第２版
岩波書店 １９７６．１０

◆OH (２２０ｐ １８ｃｍ)
世界経済の見方 -孤立化日本の活路を求めて- 岩波新書
原康／著 OH/33/665 1109137008
サイマル出版会 １９７８
(２２８ｐ １９ｃｍ)

OH/33/539 1109135432 ◆OH
世界の中の円
読売新聞経済部／編

◆OH 読売新聞社 １９７１．１０
世界経済リポート -景気と成長の焦点- ’６３ (３６５ｐ １９ｃｍ)
水田博・弘田嘉男／編 OH/33/471 1109166544
有斐閣 １９６３．５
(２７７ｐ １８ｃｍ)

OH/33/150 1109110674 ◆OH
世界のなかの日本経済
市村真一／著

◆OH 中央公論社 １９６５．９
世界経済論 (１９４ｐ １８ｃｍ)
Ｊ．Ｒ．リチャード／著 大石泰彦／訳 中公新書
岩波書店 １９６４．１２ 日本－経済
(２２，３３０，６ｐ １９ｃｍ) OH/33/94 1109101970

OH/33/378 1109124188

◆OH
◆OH 世界は一つ -総ては衆のために メモアール-

世界経済論 西川政一／著
山本登／著 〔西川政一〕 １９７３．１１
三訂 (３８０ｐ ２２ｃｍ)
泉文堂 １９５２．１２ OH/33/630 1109136430
(４１２ｐ ２２ｃｍ)

OH/33/650 1109136885
◆OH

石油王国の悲劇 -アラブが砂漠にもどる日-
◆OH 浜渦哲雄／著

世界経済論 ダイヤモンド社 １９７９．９
山本登／著 (２１５ｐ １９ｃｍ)
四訂 OH/33/512 1109135168
泉文堂 １９６５．５
(２９４ｐ ２２ｃｍ)

OH/33/349 1109326148 ◆OH
石油と円と日本経済 -悪夢は繰り返すか-
荒木信義／著

◆OH 日本経済新聞社 １９７９．１１
世界十五大経済学 -１０大経済学派- 続 (１９５ｐ １９ｃｍ)
近代経済学研究会／編 OH/33/565 1109135739
第２版
富士書店 １９６０．１２
(２６９ｐ ２１ｃｍ) ◆OH

OH/33/60 1109099687 説得評論集
ケインズ／著 救仁郷繁／訳 白井孝昌／解説
ペりかん社 １９６９．３

◆OH (４０８ｐ ２０ｃｍ)
世界に飛躍する日本企業のしるべ -海外進出と現地事情- 経済
第一勧業銀行 OH/33/316 1109123446
第一勧業銀行 １９７２．１０
(１８７ｐ ２６ｃｍ)

OH/33/464 1109171668 ◆OH
ゼロ成長脱出の条件
下村治／著

◆OH 東洋経済新報社 １９７６．６
世界の企業 (２５７ｐ １９ｃｍ)
ＮＨＫ海外取材班／編 東経選書
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日本－経済－歴史－昭和時代 福島商会 １９６７．９
OH/33/658 1109136943 (１７４ｐ ２５ｃｍ)

OH/33/495 1109178556

◆OH
繊維白書 １９７８ ◆OH
矢野経済研究所 １９７７．１１ 創業１００年史
(１０１４ｐ ２７ｃｍ) 日本経営史研究所／編集・制作
繊維工業 古河鉱業 １９７６．３

OH/33/450 1109219913 (７６８ｐ　図１０枚 ２７ｃｍ)
年表：ｐ．７４６－７６７
古河鉱業株式会社

◆OH OH/33/251 1109206886
戦後経済恐慌の性格
小檜山政克／著
岩波書店 １９７０．１２ ◆OH
(２３７，１２ｐ １９ｃｍ) 創業百年史

OH/33/475 1109166585 広島銀行創業百年史編纂事務局／編
広島銀行 １９７９．８
(７８３，３３８ｐ ２９ｃｍ)

◆OH OH/33/604 1109170371
戦後石油産業史
石油連盟／編纂
１９８５．１２ ◆OH
(４６２ｐ ２７ｃｍ) 総集営業旬報 １
年表：ｐ４０３～４６１ 新日本製鉄 １９７０．８
石油産業－歴史 (６０５ｐ ２２ｃｍ)

OH/33/736 1109309508 新日本製鉄株式会社
OH/33/407 1109127876

◆OH
戦後の経済成長 ◆OH
サイモン・クズネッツ／著 山田雄三・長谷部亮一／訳 総集営業旬報 ２
岩波書店 １９６６．９ 新日本製鉄 １９７０．８
(１６４ｐ １９ｃｍ) (５３９ｐ ２２ｃｍ)

OH/33/198 1109112043 新日本製鉄株式会社
OH/33/408 1109127884

◆OH
戦時財政金融史 ◆OH
大蔵省大臣官房調査企画課 ［１９７８］ 総集営業旬報 ３
(５９３ｐ ２２ｃｍ) 新日本製鉄 １９７０．８
昭和財政史史談会記録 (７０８ｐ ２２ｃｍ)
財政経済三原則と統制経済 賀屋興宣述. 金解禁から第二次世 新日本製鉄株式会社
界大戦まで 青木一男述. 二.二六事件から鈴木終戦内閣蔵相ま OH/33/409 1109127892
で 広瀬豊作述. 昭和初年の金融事情 原邦道述. 華北の通貨問
題 大野龍太述. 華中の通貨問題 石井茂樹述. 官界二十年の回
顧 迫水久常述. 大戦前夜の財政金融 入間野武雄述 略年表:p5 ◆OH
79～593 総集営業旬報 ４

OH/33/107 1109110286 新日本製鉄 １９７０．８
(４４０ｐ ２２ｃｍ)
新日本製鉄株式会社

◆OH OH/33/410 1109127900
戦争経済と恐慌
Ｈ．リューマー／著 小椋広勝／訳
岩波書店 １９５５．８ ◆OH
(３１０，１０ｐ １９ｃｍ) 総集営業旬報 ５
時代の窓 新日本製鉄 １９７０．８
戦争経済 (５３５ｐ ２２ｃｍ)

OH/33/151 1109110682 新日本製鉄株式会社
OH/33/411 1109127918

◆OH
船場今昔物語 ◆OH
福島祐二／編 総集営業旬報 ６
福島商会 １９６７．２ 新日本製鉄 １９７０．８
(１０６ｐ ２６ｃｍ) (５６４ｐ ２２ｃｍ)

OH/33/494 1109178549 新日本製鉄株式会社
OH/33/412 1109127926

◆OH
船場今昔物語 続編 ◆OH
福島祐二／編 組織に活を入れろ
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Ｒ．タウンゼンド／著 高橋豊／訳
ダイヤモンド社 １９７０．８ ◆OH
(２５５ｐ １９ｃｍ) 対外経済協力大系 第１０巻

OH/33/569 1109135770 鹿島平和研究所／編
鹿島研究所出版会 １９７３．２
(３２１ｐ ２２ｃｍ)

◆OH OH/33/704 1109141836
それでも日本は成長する -悲観病脱出のすすめ-
ハーマン・カーン／著 トーマス・ペッパー／著 上野明／〔ほ
か〕訳 ◆OH
サイマル出版会 １９７８．１０ 大逆転！ -小説三菱・第一銀行合併事件-
(２３，２６５ｐ １９ｃｍ) 高杉良／〔著〕
日本－経済－評論 講談社 １９８０．７

OH/33/632 1109136455 913.6
(２８２ｐ ２０ｃｍ)

OH/33/520 1109135242
◆OH

ソ連邦の経済
野々村一雄／著 ◆OH
岩波書店 １９５３．１０ 大恐慌 -１９２９年は再びくるか-
(２３５ｐ １８ｃｍ) Ｊ．Ｋ．ガルブレイス／著 小原敬士／訳
岩波新書 徳間書店 １９７１．２
経済 (２８６，８ｐ ２０ｃｍ)

OH/33/149 1109110666 恐慌－アメリカ合衆国
OH/33/485 1109128049

◆OH
対外経済協力大系 第１巻 ◆OH
鹿島平和研究所 第三段階を迎えたＥＥＣ
鹿島研究所出版会 １９７４．７ 国立国会図書館調査立法考査局 ［１９６７．３］
(２４８ｐ ２２ｃｍ) (３４１ｐ ２１ｃｍ)

OH/33/698 1109139970 調査資料
欧州経済共同体

OH/33/288 1109122380
◆OH

対外経済協力大系 別巻２
鹿島平和研究所／編 ◆OH
鹿島研究所出版会 １９７４．６ 第三の企業体制 -大企業の社会的責任-
(２２６，６４ｐ ２２ｃｍ) ジョージ・ゴイダー／著 喜多了祐／訳

OH/33/699 1109139988 春秋社 １９６３．１１
(２２４ｐ ２０ｃｍ)

OH/33/78 1109101921
◆OH

対外経済協力大系 第４巻
鹿島平和研究所／編 ◆OH
鹿島研究所出版会 １９７４．７ 第三の経済時代 -破局に備える投資戦略-
(３４８ｐ ２２ｃｍ) ハリー・ブラウン･著 長谷川慶太郎／訳

OH/33/701 1109139996 講談社 １９７９．５
(３６９ｐ ２０ｃｍ)

OH/33/529 1109135333
◆OH

対外経済協力大系 第３巻
鹿島平和研究所／編 ◆OH
鹿島研究所出版会 １９７３．５ 第二国富論 -正しい経済のあり方-
(３４１ｐ ２２ｃｍ) 山下寅蔵／著

OH/33/700 1109140002 明日の経済社 １９５９．１０
(９１５ｐ ２７ｃｍ)
経済学

◆OH OH/33/47 1109206837
対外経済協力大系 第５巻
鹿島平和研究所／編
鹿島研究所出版会 １９７３．７ ◆OH
(２５２ｐ ２２ｃｍ) 第二世紀の資本市場

OH/33/702 1109141810 日本経済新聞社／編 日本経済研究センター／編
日本経済新聞社 １９７８．９
(２４８ｐ ２１ｃｍ)

◆OH OH/33/616 1109136315
対外経済協力大系 第９巻
鹿島平和研究所／編
鹿島研究所出版会 １９７３．１ ◆OH
(２９２ｐ ２２ｃｍ) 対日陰謀 -恐怖の白色経済包囲網-

OH/33/703 1109141828 角間隆／著
プレジデント社 １９７８．３
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(２４４ｐ １９ｃｍ) ◆OH
プレジデントブックス だれが商社を裁けるか

OH/33/527 1109135317 内村剛介／編
高木書房 １９７９．７
(２０４ｐ １９ｃｍ)

◆OH OH/33/534 1109135382
大日本製薬八十年史
大日本製薬株式会社八十年史編集委員会／編
大日本製薬 １９７８．５ ◆OH
(３７９ｐ ２７ｃｍ) チェコ経済の真実
大日本製薬株式会社－歴史 オタ・シク／著 林三郎／訳

OH/33/606 1109170397 毎日新聞社 １９７０．２
(２０５ｐ ２０ｃｍ)

OH/33/382 1109126928
◆OH

大洋漁業８０年史
大洋漁業８０年史編纂委員会／編 ◆OH
大洋漁業 １９６０．１２ 知識社会への対話
(３０１ｐ ３０ｃｍ) Ｐ．Ｆ．ドラッカー／著 日本事務能率協会／編
大洋漁業株式会社 日本経営出版会 １９７０．１

OH/33/293 1109218691 (１９２ｐ １９ｃｍ)
OH/33/358 1109123982

◆OH
大洋州経済年報 第１集（１９７０年版） ◆OH
オーストラリア・ニュージーランド・アジア経済研究評議会／ 中央銀行金融政策論
編 柳田誠二郎／著
第三出版 １９７０．４ 東洋経済新報社 １９４９．４
(２６６ｐ ２１ｃｍ) (２１７ｐ ２２ｃｍ)

OH/33/488 1109128072 OH/33/681 1109139814

◆OH ◆OH
高橋亀吉景気対論 中国経済を診断する -日中経済関係のゆくえ-
高橋亀吉／著 関口末夫・日本経済研究センター／編
実業之日本社 １９７６．６ 日本経済新聞社 １９７９．５
(２６５ｐ １９ｃｍ) (２６５ｐ １９ｃｍ)

OH/33/508 1109135127 OH/33/557 1109135556

◆OH ◆OH
高橋是清 -日本のケインズ- 中国経済はどう変ったか
後藤新一／著 鄭竹園／著 中俣富三郎／訳
日本経済新聞社 １９７７．６ 弘文堂 １９６３．１１
(１８８ｐ １８ｃｍ) (１９５ｐ １９ｃｍ)

OH/33/649 1109136877 OH/33/110 1109110013

◆OH ◆OH
多国籍企業を襲う嵐 -政治・経済的緊張の真因はなにか- 中国の経済
レイモンド・バーノン／著 古川公成／訳 Ｓ．アドラー／著 本橋渥／訳
ダイヤモンド社 １９７８．６ 岩波書店 １９５８．１２
(３２２ｐ ２０ｃｍ) (３５２ｐ １９ｃｍ)

OH/33/635 1109136489 岩波現代叢書
中国－経済

OH/33/109 1109110294
◆OH

多国籍企業の実態 -外務省多国籍企業調査団報告書-
澄田智，小宮隆太郎，渡辺康／編 ◆OH
日本経済新聞社 １９７２ 中小企業金融公庫二十年史
(３３７ｐ ２２ｃｍ) 中小企業金融公庫 １９７４
世界企業 (６８５ｐ　図 ２７ｃｍ)

OH/33/662 1109136984 年表：ｐ．６５５－６８３
中小企業金融公庫

OH/33/730 1109142404
◆OH

種のないところに芽はでない -機会とともに７０年-
守谷正毅・守谷 一郎／共著 ◆OH
守谷 一郎 １９７４．６ 中小企業金融の手引 昭和５３年度版
(３２２ｐ ２１ｃｍ) 改訂

OH/33/585 1109135911 自由民主党広報委員会出版局 １９７８．５
(１９０ｐ １８ｃｍ)

OH/33/584 1109135903
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Ｍ．Ｆ．ミリカン，Ｄ．Ｌ．Ｍ．ブラックマー／共編 石沢元
晴／訳

◆OH 日本外政学会 １９６２．１２
中小企業の動向に関する年次報告 昭和４６年度 (２１４ｐ ２１ｃｍ)
［中小企業庁］ ［１９７２］ 低開発地域－論文集
(１冊 ２１ｃｍ) OH/33/152 1109110690
中小企業

OH/33/400 1109127108
◆OH

帝国主義下の印度 -アイルランド問題の沿革-
◆OH 矢内原忠雄／著

直接投資と技術移転の経済学 大同書院 １９３７．３
関口末夫／著 (３１５，４ｐ ２３ｃｍ)
中央経済社 １９８８．３ 経済特殊研究叢書
(２１４ｐ ２０ｃｍ) OH/33/35 1109099463
発展途上国 国際投資 技術移転
4-481-54133-4

OH/33/394 1109127041 ◆OH
帝人事件 -三十年目の証言-
河合良成／著

◆OH 講談社 １９７０．６
千代田化工建設２５年史 (４９３ｐ ２０ｃｍ)
千代田化工建設株式会社社史編集委員会／編 帝人事件
千代田化工建設 １９７２．１２ OH/33/317 1109123453
(４９８ｐ ２９ｃｍ)

OH/33/683 1109142388
◆OH

帝人の歩み 第１
◆OH １９６８

賃金の話 (２３６ｐ ２６ｃｍ)
日本経済新聞社／編 帝人株式会社
日本経済新聞社 １９６１．４ OH/33/442 1109219848
(３１０ｐ １８ｃｍ)
日経文庫
給与 ◆OH

OH/33/146 1109110633 帝人の歩み 第２
１９６８
(２０８ｐ ２６ｃｍ)

◆OH 帝人株式会社
通貨調節論 OH/33/443 1109219855
深井英五／著
新訂
日本評論社 １９３８．１１ ◆OH
(４８７，１０ｐ ２３ｃｍ) 帝人の歩み ５

OH/33/28 1109099091 １９７０
(２１７ｐ ２６ｃｍ)
帝人株式会社

◆OH OH/33/445 1109219871
通貨と為替の動き
石田正／著
ナゴヤ・ジャーナル社 １９４８．１２ ◆OH
(２８４ｐ １８ｃｍ) 帝人の歩み ７

OH/33/145 1109110625 １９７２．１０
(２２４ｐ ２６ｃｍ)
帝人株式会社

◆OH OH/33/646 1109142008
通論経済学
中山伊知郎／著
如水書房 １９５４．６ ◆OH
(２０８ｐ ２２ｃｍ) 帝人の歩み ８

OH/33/268 1109122190 １９７３．１１
(２２４ｐ ２６ｃｍ)
帝人株式会社

◆OH OH/33/647 1109142016
ティアックの海外戦略 -海外市場攻略の秘訣-
並木俊守・谷鞆馬／著
大成出版社 １９７０．９ ◆OH
(１９７ｐ １９ｃｍ) 帝人の歩み ９　黎明

OH/33/359 1109123990 １９７４
(２３９ｐ ２６ｃｍ)
帝人株式会社

◆OH OH/33/647-2 1109309573
低開発諸国の近代化 -その過程と対策-
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◆OH
帝人の歩み １１　躍進への胎動 ◆OH
帝人株式会社／編 東欧自由化とソ連
１９７７．６ 相場正三久／著
(２４１ｐ（図共） ２６ｃｍ) 朝日新聞社 １９６９．５
帝人株式会社 (３３９ｐ １９ｃｍ)

OH/33/648-2 1109309581 OH/33/369 1109124097

◆OH ◆OH
帝人の歩み １０ 東海経済の推進力 -懇話会の活動概要　総括編-
帝人株式会社　編　福島克之／著 東海経済懇話会事務局／編
帝人株式会社 １９７５．１２ 東海産業経済調査所 １９７４．１１
(２３４ｐ ２６ｃｍ) (３５８ｐ ２２ｃｍ)

OH/33/648 1109142024 OH/33/549 1109135473

◆OH ◆OH
帝人の歩み ３ 東京急行電鉄５０年史
１９６９．６ 東京急行電鉄社史編纂事務局／編
(２１８ｐ ２６ｃｍ) １９７３
帝人株式会社 (１２４６ｐ　図１６枚 ３１ｃｍ)

OH/33/444 1109219863 年表：ｐ．１１７７－１２３２
東京急行電鉄株式会社

OH/33/600 1109220010
◆OH

低成長をどう生きる -対談-
下村治 鈴木幸夫／著 ◆OH
財経詳報社 １９７８．３ 東京市場の小鬼たち -円を操る相場師の群れ-
(２２７ｐ １９ｃｍ) 日本経済新聞社／編

OH/33/629 1109136422 日本経済新聞社 １９７９．１
(２０５ｐ １９ｃｍ)

OH/33/577 1109135853
◆OH

哲学と経済
本多謙三／著 ◆OH
理想社出版部 １９３８．１１ 東京商科大学六十周年記念論文集
(４１９，７ｐ ２３ｃｍ) 東京商科大学一橋会／編

OH/33/12 1109098937 東京商科大学一橋会 １９３６．１２
(８００ｐ ２３ｃｍ)

OH/33/43 1109099547
◆OH

転換期の国際金融 -通貨・為替をめぐる激動の軌跡-
藤岡真佐夫／著 ◆OH
金融財政事情研究会 １９７５．８ 東京タワー１０年のあゆみ
(３４１，４ｐ ２２ｃｍ) 日本電波塔 ［１９６８．７］

OH/33/660 1109136968 (１０９ｐ（おもに図） ２７ｃｍ)
OH/33/448 1109219897

◆OH
転換期の世界経済 -貿易自由化と経済統合- ◆OH
桑原晋／著 東京電力三十年史
時事通信社 １９５８．１１ 東京電力 １９８３．３
(２３２ｐ １９ｃｍ) (１１６３，図版10枚 ２７ｃｍ)

OH/33/156 1109110732 OH/33/735 1109229375

◆OH ◆OH
転換期の日本経済 統計学と経済学のあいだ
倉成正／著 竹内啓／著
倉成正 １９７８．６ 東洋経済新報社 １９７７．１０
(３０２ｐ １９ｃｍ) (２６７ｐ １９ｃｍ)

OH/33/633 1109136463 東経選書
OH/33/651 1109136893

◆OH
ドイツ経済の奇跡 ◆OH
エアハルト／著 菅良／訳 統合ヨーロッパへの道 -ＥＥＣの政治経済学-
改訳 アンドレ・マルシャル／著　 赤羽裕，水上萬里夫／訳　
時事通信社 １９５８．７ 岩波書店 １９６９．６
(３３２ｐ １９ｃｍ) (３５８ｐ １９ｃｍ)

OH/33/210 1109112159 OH/33/477 1109166601
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◆OH
独占禁止政策三十年史
公正取引委員会事務局／編

◆OH 公正取引委員会事務局 １９７７．７
投資家のための決算報告書の見方 (８６０ｐ ２７ｃｍ)
染谷恭次郎／著 独占禁止法
新版 OH/33/592 1109219970
ダイヤモンド社 １９６４．１１
(１６０ｐ １９ｃｍ)

OH/33/480 1109166932 ◆OH
独占資本 -アメリカの経済・社会秩序にかんする試論-
ポール・バラン ポール・スウィージー／著 小原敬士／訳

◆OH 岩波書店 １９６７．４
統率力の時代 -ビジネスマンのリーダーシップ- (４８０，１２ｐ １９ｃｍ)
三神良三／著 OH/33/711 1109141877
ＰＨＰ研究所 １９７９．８
(２３４ｐ ２０ｃｍ)
リーダーシップ ◆OH

OH/33/672 1109139756 戸田建設九十年略史
戸田建設九十年略史編纂委員会／編
戸田建設 １９７１．７

◆OH (２８７ｐ ２７ｃｍ)
東南アジアからの知的冒険 -シンボル・経済・歴史- OH/33/613 1109141950
原洋之介／編著
リブロポート １９８６．１１
(３３９ｐ ２０ｃｍ) ◆OH
社会科学の冒険 トヨタ自動車３０年史
東南アジア トヨタ自動車工業株式会社社史編集委員会／編
4-8457-0241-X トヨタ自動車工業 １９６７．１２

OH/33/346 1109123677 (９０３ｐ　図版あり ２９ｃｍ)
トヨタ自動車工業株式会社

OH/33/287 1109206894
◆OH

東邦瓦斯５０年史
東邦瓦斯株式会社社史編集委員会／編集 ◆OH
東邦瓦斯 １９７２．６ ドル
(５６８ｐ ２７ｃｍ) ロイ・ハロッド／著 東京銀行調査部／訳

OH/33/729 1109142396 実業之日本社 １９５５．１
(１５，２２９ｐ １９ｃｍ)
東銀貿易為替シリーズ

◆OH 貨幣
東洋工業五十年史 沿革編　１９２０－１９７０ OH/33/377 1109124170
東洋工業株式会社五十年史編纂委員会／編
東洋工業 １９７２．１
(５５１，１３ｐ　図５３枚 ２９ｃｍ) ◆OH
東洋工業株式会社 ドル進攻 -外資にゆらぐヨーロッパ-

OH/33/458 1109170306 内野達郎，永川秀男／共著
日本経済新聞社 １９６７．６
(１８６ｐ １８ｃｍ)

◆OH 日経新書
東洋工業四十年史 企業
東洋工業 １９６０．９ OH/33/189 1109111953
(１冊 ２７×２７ｃｍ)

OH/33/289 1109253912
◆OH

ドルの打ち建てた世界 下
◆OH ガンサー・スタイン／著 茂木政／訳

東洋信託銀行２５年史 岩波書店 １９５４．５
東洋信託銀行株式会社／編 (２４５ｐ １９ｃｍ)
東洋信託銀行 １９８５．１２ 資本主義－アメリカ合衆国 アメリカ合衆国－経済
(５８７ｐ　図 ２７ｃｍ) OH/33/375 1109124154
東洋信託銀行

OH/33/611 1109309482
◆OH

ドルの打ち建てた世界 上
◆OH ガンサー・スタイン／著 茂木政／訳

当来の経済学 岩波書店 １９５４．３
木内信胤／著 (１１，１，１７３ｐ　図版１枚 １９ｃｍ)
プレジデント社 １９７９．１２ 資本主義－アメリカ合衆国 アメリカ合衆国－経済
(４６２ｐ ２２ｃｍ) OH/33/374 1109124147

OH/33/553 1109135515

◆OH
ドルの運命

- 34 -－301－



◆OH
ポール・アインチッヒ／著 石崎昭彦 中野広策／訳 ２０ドル原油時代 -経済・産業・暮らしはどうなる-
東洋経済新報社 １９７４．３ 日本経済新聞社／編
(２５５ｐ １９ｃｍ) 日本経済新聞社 １９７９．９

OH/33/682 1109139822 (２２１ｐ １９ｃｍ)
石油経済

OH/33/575 1109135838
◆OH

ドルは病んでいる -金価格引き上げ論の背景-
日本経済新聞社／編 ◆OH
日本経済新聞社 １９６２．１２ ２０年史
(２００ｐ １９ｃｍ) 湯河原カンツリー倶楽部／編

OH/33/177 1109111839 湯河原カンツリー倶楽部 １９７５．４
(１５７ｐ ２７ｃｍ)

OH/33/674 1109142081
◆OH

泥まみれの挑戦 -労組の経営参加を実践して-
鹿内信隆／著 ◆OH
サンケイ出版 １９７８．８ 二十年史
(２９９ｐ ２０ｃｍ) 日建設計／編

OH/33/617 1109136323 日建設計 １９７０．７
(２５９ｐ ３１ｃｍ)
日建設計

◆OH OH/33/461 1109171635
長崎英造遺稿
長崎正造／編
長崎正造 １９５５．４ ◆OH
(４８１ｐ　図版３枚 １９ｃｍ) ２０年の歩み

OH/33/171 1109110880 日本国土開発
日本国土開発 １９７１
(２４３ｐ　図１２枚 １９ｃｍ)

◆OH 日本国土開発株式会社
二十世紀資本主義革命 OH/33/353 1109123933
Ａ・Ａ・バーリ／著 桜井信行／訳
東洋経済新報社 １９５６．９
(１７８，６ｐ １９ｃｍ) ◆OH

OH/33/122 1109110112 二十年の歩み
伊藤喬／編纂
アジア航測 １９７４．１０

◆OH (３０４ｐ ２２ｃｍ)
２１世紀をつくる 会社小史Ｎｏ．１ OH/33/552 1109135507
三井不動産／編
東洋経済新報社 １９６８．７
(１８２ｐ １８ｃｍ) ◆OH

OH/33/301 1109122406 日米経済関係の諸問題 １９６６年版
経団連事務局／編
経済団体連合会 １９６６．２

◆OH (２３９ｐ ２１ｃｍ)
２１世紀の太平洋協力 -現状と課題- 経団連パンフレット
環太平洋協力日本委員会／編 日本－貿易－アメリカ合衆国
時事通信社 １９８８．５ OH/33/321 1109123495
(２２４ｐ ２２ｃｍ)
太平洋経済圏
4-7887-8818-7 ◆OH

OH/33/507 1109339596 日米繊維交渉 -“経済戦争”の展開とその教訓-
稲葉秀三，生田豊朗／共著
金融財政事情研究会 １９７０

◆OH (２３２ｐ　図版 １９ｃｍ)
２１世紀の日本 -十倍経済社会と人間- 付（ｐ．２２９－２３２）：日米繊維交渉主要日誌
野口悠紀雄［ほか］／著 日本－貿易－アメリカ合衆国 繊維品
東洋経済新報社 １９６８．２ OH/33/386 1109126969
(２３５ｐ １９ｃｍ)

OH/33/307 1109122463
◆OH

ニチボー７５年史
◆OH 社史編纂委員会／編

二十五年のあゆみ ニチボー １９６６．２
小豆島佃煮協同組合記念誌編集委員会／編 (７２９ｐ　図版２４枚 ３１ｃｍ)
小豆島佃煮協同組合 １９８０．６ OH/33/297 1109218733
(３１９ｐ ２２ｃｍ)

OH/33/634 1109136471
◆OH

日魯漁業経営史 第１巻
水産社 １９７１．１２
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(５９０ｐ ２２ｃｍ) 日本開発銀行
OH/33/439 1109166445 OH/33/602 1109170355

◆OH ◆OH
日系市民ＹＵＫＩ 日本型ビジネスの研究
坂井米夫／著 ロベール．Ｊ．バロン／著 猪原英雄／訳
サンケイ新聞社出版局 １９６９．７ プレジデント社 １９７８．１２
(２８２ｐ ２０ｃｍ) (２２９ｐ １９ｃｍ)

OH/33/381 1109126910 OH/33/506 1109135119

◆OH ◆OH
日産自動車三十年史 日本経営の探求 -株式会社にっぽん-
日産自動車株式会社総務部調査課／編 ボストン・コンサルティング・グループ・編著
日産自動車株式会社総務部調査課 １９６５．１２ 東洋経済新報社 １９７０．６
(４８５ｐ ２９×２２ｃｍ) (２１７ｐ １９ｃｍ)
自動車－歴史 企業戦略の展望

OH/33/140 1109206845 OH/33/368 1109124089

◆OH ◆OH
日産自動車史 -１９６４－１９７３- 日本経済を考える -イギリス経済との比較から-
日産自動車社史編纂委員会／編 Ｇ．Ｃ．アレン，西山千明／著
１９７５．１２ 講談社 １９７６
(６６３，［４８］ｐ（図共）　図１０枚 ２９ｃｍ) (２５０ｐ １８ｃｍ)
付：年表，主要参考文献一覧 講談社現代新書
日産自動車株式会社 日本－経済 イギリス－経済

OH/33/294 1109218709 OH/33/621 1109136356

◆OH ◆OH
日本資本主義分析 -日本資本主義に於ける再生産過程把握- 日本経済外交の系譜 -新たな世界的展望を求めて-
山田盛太郎／著 牛場信彦／対談 原康／対談
岩波書店 １９３４．２ 朝日イブニングニュース社 １９７９．７
(２２８，１２ｐ ２３ｃｍ) (３８３ｐ ２０ｃｍ)
資本主義 巻末：戦後日本経済年表

OH/33/270 1109122216 経済－評論
OH/33/36 1109099471

◆OH
日本の産業革命 ◆OH
大江志乃夫／著 日本経済改造法案集大成 -経済の歪みこうしてなおせ-
岩波書店 １９６８．４ 民主社会党．中小企業対策委員会／編
(３７６，１７ｐ １９ｃｍ) 民主社会党教宣部 １９６６．１０
日本歴史叢書 (３３４ｐ １９ｃｍ)
産業革命 OH/33/654 1109136927

OH/33/314 1109123420

◆OH
◆OH 日本経済学説史資料 -徳川時代-

日本を売り込め -私の国際人修業- 野村兼太郎／著
後藤光弥／著 慶應義塾出版局 １９３５．３
サイマル出版会 １９８０．１１ (８３８，１４ｐ ２２ｃｍ)
(２７４ｐ １９ｃｍ) 経済学－歴史

OH/33/500 1109135051 OH/33/44 1109099554

◆OH ◆OH
日本会社企業発生史の研究 日本経済税制改革案大綱 昭和４０年１月
菅野和太郎／著 日本政治経済調査会 １９６５．１
経済評論社 １９６６．６ (２２６ｐ ２１ｃｍ)
(７２６ｐ ２２ｃｍ) 租税
企業－歴史 会社－歴史 OH/33/242 1109121945

OH/33/237 1109112399

◆OH
◆OH 日本経済成長論

日本開発銀行二十五年史 下村治／著
日本開発銀行東洋経済新報社企画制作局事業出版部（制作） 金融財政事情研究会 １９６２．７
１９７６ (３３９，１０ｐ ２２ｃｍ)
(５７７，１００ｐ　図１４枚 ２７ｃｍ) 日本－経済 経済政策－日本
巻末：年表 OH/33/325 1109123537
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東洋経済新報社 １９５４．３
(２６２ｐ ２２ｃｍ)

◆OH OH/33/276 1109122273
日本経済大系 ４
小泉明・篠原三代平／編
青林書院新社 １９６４．３ ◆OH
(２８０ｐ ２１ｃｍ) 日本経済の再編成

OH/33/59 1109099679 笠信太郎／著
中央公論社 １９３９．１２
(２４４ｐ ２２ｃｍ)

◆OH OH/33/247 1109121994
日本経済と金融・証券 -その病根・症状・処方-
高橋亀吉／著
東洋経済新報社 １９６５．９ ◆OH
(３０３ｐ １９ｃｍ) 日本経済のビジョン -豊かな社会への課題-

OH/33/479 1109166924 大来佐武郎／著
ダイヤモンド社 １９６８．４
(２１７ｐ １９ｃｍ)

◆OH OH/33/376 1109124162
日本経済読本
東洋経済新報社／編
全訂２版 ◆OH
東洋経済新報社 １９５８．１０ 日本経済の見かた考えかた
(２０，２９１，６ｐ ２１ｃｍ) 後藤誉之助／著
日本－経済 有紀書房 １９５９．６

OH/33/62 1109099703 (２８１ｐ １９ｃｍ)
景気

OH/33/63 1109099711
◆OH

日本経済と大企業
徳永久次／著 ◆OH
通商産業研究所 １９６５．１１ 日本下水道史 行財政編
(１００ｐ １９ｃｍ) 日本下水道協会下水道史編さん委員会／編

OH/33/85 1109102184 日本下水道協会 １９８６．１
(４３３，１４６ｐ ２７ｃｍ)

OH/33/732 1109317246
◆OH

日本経済に何がおきているか -インフレ・資源・国際環境・・
・- ◆OH
篠原三代平／著 日本国勢図会 -年刊・国のすがた- １９７３年
ＰＨＰ研究所 １９７４．４ 国勢社 １９７３．５
(２４２ｐ １９ｃｍ) (５６７ｐ １９ｃｍ)

OH/33/537 1109135416 日本－統計
OH/33/559 1109135572

◆OH
日本経済入門 -世界一の成長がもたらすもの- ◆OH
長州一二／著 日本塩回送六十年史
光文社 １９６０．１１ １９８２．８
(２５５ｐ １８ｃｍ) (３７６ｐ ２７ｃｍ)

OH/33/133 1109102010 年表：ｐ３４５～３７４　主要参考引用文献：ｐ３７５
日本塩回送株式会社

OH/33/593 1109309474
◆OH

日本経済の解明 -近代経済理論よりみた問題点-
中山伊知郎／編 ◆OH
東洋経済新報社 １９５９．６ 日本資本主義史上の指導者たち
(１７，２８８ｐ １９ｃｍ) 土屋喬雄／著
日本－経済 岩波書店 １９３９．１０

OH/33/82 1109102168 (２２６ｐ １８ｃｍ)
岩波新書

OH/33/118 1109110096
◆OH

日本経済の奇跡は終わった
都留重人／著 ◆OH
毎日新聞社 １９７８．６ 日本資本主義社会の機構 -史的過程よりの究明-
(１７２ｐ ２０ｃｍ) 平野義太郎／著

OH/33/526 1109135309 岩波書店 １９３４．４
(６，１０，３８８ｐ ２３ｃｍ)
資本主義－歴史

◆OH OH/33/271 1109122224
日本経済の計画論的考察
山田雄三／著
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◆OH
◆OH 日本の経済成長

日本資本主義の精神 -なぜ、一生懸命働くのか- 藤田幸太郎／編集
山本七平／著 世界政党研究会 １９７０．３
光文社 １９７９．１１ (２９２ｐ ２２ｃｍ)
(２３０ｐ １８ｃｍ) OH/33/680 1109139806
カッパ・ブックス
日本人

OH/33/531 1109135358 ◆OH
日本の政商
土屋喬雄／著

◆OH 経済往来社 １９５６．３
日本人の経済行動 下 (２８７ｐ １９ｃｍ)
隅谷三喜男／編 実業家 日本－産業－歴史
東洋経済新報社 １９６９．５ OH/33/174 1109111813
(２３９ｐ １９ｃｍ)
日本－経済

OH/33/304 1109122430 ◆OH
日本の挑戦 -１９８０年代の経済超大国-
ホ－カン・ヘドバ－グ／著 関口泰／訳

◆OH 毎日新聞社 １９７０
日本相互銀行史 (３６３ｐ ２０ｃｍ)
日本相互銀行年史編纂室／編 参考統計表・文献：ｐ．３３９－３６３
日本相互銀行 １９６７．３ 日本－経済 日本－産業
(１冊 ２９ｃｍ) OH/33/313 1109123412
日本相互銀行

OH/33/460 1109171627
◆OH

日本不動産銀行十年史
◆OH 日本不動産銀行十年史編纂室／編

日本的経営論 日本不動産銀行十年史編纂室 １９６７．１０
山城章／著 (２９２ｐ ２７ｃｍ)
丸善 １９７６ OH/33/447 1109219889
(２９４，１８ｐ ２１ｃｍ)
経営学全書
巻末：参考文献 ◆OH
経営 経営学 日本文化の経済学

OH/33/516 1109135200 並木信義／著
ダイヤモンド社 １９７９．５
(２５５ｐ ２０ｃｍ)

◆OH 産業構造
日本の新しい資本主義 OH/33/576 1109135846
Ｗ．Ｗ．ロックウッド／著 三好正也／訳
ダイヤモンド社 １９６４．１
(１４８ｐ １９ｃｍ) ◆OH

OH/33/117 1109110054 日本丸は沈没する -あるオイルマンの告発-
藤原肇／著
時事通信社 １９７７．２

◆OH (２１０ｐ １９ｃｍ)
日本のインフレ OH/33/528 1109135325
鈴木隆／著
日本実業出版社 １９７３．７
(２３７ｐ １９ｃｍ) ◆OH

OH/33/518 1109135226 日本輸出入銀行融資制度と手続
国際投資研究所 １９６６．４
(１４９ｐ ２１ｃｍ)

◆OH 貿易金融
日本の会社 -伸びる企業をズバリと予言する- OH/33/322 1109123503
坂本藤良／著
光文社 １９６１．１０
(２５２，２２ｐ １８ｃｍ) ◆OH
カッパ・ブックス 日本は昇った -日本経済七つのカギ　ロンドン・エコノミスト

OH/33/201 1109112076 特集-
エコノミスト社／編 河村厚／訳
竹内書店 １９６７．９

◆OH (１８９ｐ １９ｃｍ)
日本の経営 OH/33/496 1109135010
尾高邦雄／著
中央公論社 １９６５．９
(３２８ｐ ２０ｃｍ) ◆OH

OH/33/106 1109110278 ニュー・エコノミックスの理論
ウォルター．Ｗ．ヘラー／著 間野英雄・小林桂吉／共訳
ぺりかん社 １９６９．８
(２２７ｐ ２０ｃｍ)
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経済政策－アメリカ合衆国 ◆OH
OH/33/315 1109123438 年次経済報告 -新しい安定軌道をめざして- 昭和５０年度

経済企画庁 １９７５．８
(２１４ｐ ２１ｃｍ)

◆OH OH/33/661-2 1109306058
人間くさい奴は商売がうまい -実践家だけが知っている意外 -
高木礼二／著
経済界 １９７７．６ ◆OH
(２２１ｐ １８ｃｍ) 年次経済報告 -すぐれた適応力と新たな出発- 昭和５４年度

OH/33/727 1109142172 経済企画庁 １９７９．８
(２３３ｐ ２１ｃｍ)

OH/33/675-2 1109306066
◆OH

人間尊重五十年
出光佐三／著 ◆OH
普及版 のこされた荷物 -マルクスからウイルソンまで-
春秋社 １９６２．９ Ｃ．Ｎ．パーキンソン／著 福島正光／訳
(４６６ｐ １９ｃｍ) 至誠堂 １９６８．３
出光興産株式会社 (２６２ｐ ２０ｃｍ)

OH/33/216 1109112217 社会主義－イギリス－歴史
OH/33/354 1109123941

◆OH
人間尊重の事業経営 ◆OH
出光興産株式会社／編 伸びゆく日本経済
春秋社 １９６２．３ 羽柴忠雄／著
(１９１ｐ ２０ｃｍ) ２版
経営 国民工業振興会出版部 １９６４．１

OH/33/105 1109110252 (３７７ｐ １９ｃｍ)
日本－経済－事情

OH/33/312 1109122505
◆OH

人間と経営 -トップビジネスマンとの対話-
中根千枝／著 ◆OH
文藝春秋 １９７１．１２ 八十周年を迎えて
(２７６ｐ ２０ｃｍ) 日立造船株式会社／編
経営管理 日立造船株式会社 １９６１．４

OH/33/486 1109128056 (４９４ｐ ３０ｃｍ)
日立造船株式会社－歴史 日立造船株式会社－歴史

OH/33/295 1109218717
◆OH

年次経済報告 昭和４０年度
経済企画庁／編 ◆OH
経済企画庁 １９６５．８ ８０年代の産業構造
(３７２ｐ ２１ｃｍ) 日本記者クラブ／編
日本－経済 日本経済新聞社 １９７９．４

OH/33/267 1109122182 (２２１ｐ １９ｃｍ)
OH/33/511 1109135150

◆OH
年次経済報告 -新たな発展への基礎がため- 昭和５１年度 ◆OH
経済企画庁／編 ８０年代の読み方 -１０年スパンで日本経済を先見する -
経済企画庁 １９７６．８ 堺屋太一／著
(２１２ｐ ２１ｃｍ) 祥伝社 １９７９．７
日本－経済 (２３４ｐ １８ｃｍ)

OH/33/661 1109136976 知的サラリーマン・シリーズ 
OH/33/572 1109135804

◆OH
年次経済報告 -構造転換を進めつつある日本経済- 昭和５３年 ◆OH
度 八条国時代の日本経済 - IMFとGATTをめぐって-
経済企画庁 １９７８．３ 田中宏／編
(４１６，２０８ｐ ２１ｃｍ) ダイヤモンド社 １９６３．２

OH/33/675 1109139772 (２３３ｐ １９ｃｍ)
OH/33/164 1109110815

◆OH
年次経済報告 昭和４６年度 ◆OH
経済企画庁 １９７１．７ 発展過程の均衡分析 -発展を含む経済均衡の性質に関する一研
(２２２ｐ ２１ｃｍ) 究-

OH/33/705 1109140010 中山伊知郎／著
岩波書店 １９３９．４
(３，４，３４５ｐ ２３ｃｍ)
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◆OH
経済学 ビーナスを生む企業 -ワコール-

OH/33/266 1109122174 フジ・インターナショナル・コンサルタント出版部 １９６４
．９
(２５１ｐ １８ｃｍ)

◆OH 企業の現代史
八方破れの経済戦略 OH/33/200 1109112068
大来佐武郎／著
東洋経済新報社 １９７８．１２
(２２０ｐ １９ｃｍ) ◆OH
東経選書 百十四銀行百年誌

OH/33/509 1109135135 百十四銀行百年誌編纂室／編
百十四銀行 １９７９．１１
(８６８ｐ ２７ｃｍ)

◆OH OH/33/309 1109314102
ハロッド国際経済学
ローイ・Ｆ．ハロッド／著 藤井茂／訳
実業之日本社 １９４３．２ ◆OH
(１３，６，２６６ｐ ２２ｃｍ) 貧乏物語
世界経済 大河内一男／著

OH/33/249 1109122018 文芸春秋新社 １９５９．１０
(２３７ｐ ２０ｃｍ)

OH/33/193 1109111995
◆OH

ハワイ日本人移民史
ハワイ日本人移民史刊行委員会／編 ◆OH
布哇日系人連合協会 １９６４．４ フィリッピン・マライ貨幣史
(５８１ｐ ２７ｃｍ) 大内兵衛／訳著
移民・植民（日本）－ハワイ－歴史 栗田書店 １９４３．８

OH/33/462 1109171643 (４２１ｐ １９ｃｍ)
貨幣制度

OH/33/260 1109122117
◆OH

阪急産業株式会社三十年史
阪急産業 １９７６．１１ ◆OH
(２０３ｐ ２７ｃｍ) 富士山麓史

OH/33/612 1109141943 富士急行５０年史編纂委員会／編集制作
富士急行 １９７７．８
(９０１ｐ ３１ｃｍ)

◆OH OH/33/605 1109170389
非居住者円預金勘定と銀行実務
国際投資研究所 １９６５．４
(８７，３５ｐ ２１ｃｍ) ◆OH

OH/33/323 1109123511 富士石油の十年
富士石油 １９７５．１２
(４３１ｐ ２２ｃｍ)

◆OH OH/33/586 1109135929
土方成美博士喜寿記念論文集
土方成美博士喜寿記念論文集刊行会／編
鹿島研究所出版会 １９６７．１２ ◆OH
(５０２ｐ ２２ｃｍ) 物価を考える
経済学－論文集 都留重人／著

OH/33/664 1109136992 岩波書店 １９６７．５
(２１１ｐ １８ｃｍ)
岩波新書

◆OH OH/33/622 1109136364
ビジネスにおける義理と人情
中島正人／著
日本実業出版社 １９８０．１０ ◆OH
(２４６ｐ ２０ｃｍ) フランスの脅威

OH/33/587 1109135937 エドマンド・スティルマン／著 高木良男／訳
サイマル出版会 １９７４．５
(１９１ｐ １９ｃｍ)

◆OH OH/33/568 1109135762
非鉄金属業界上位１２社の経営比較 -２００項目経営比較資料
-
教育社／編 ◆OH
教育社 ｃ１９８０ ブルドーザー艦隊の進撃 -青木益次の海軍式経営法-
(３０３ｐ ２１ｃｍ) 産業研究所／編
資料産業界シリーズ　会社全資料 ６版

OH/33/582 1109135887 産業研究所 １９７１．１
(２０２ｐ １９ｃｍ)

OH/33/383 1109126936
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中(亀井利明) 保険経済の原理的把握(箸方幹逸) 久川武三教授
◆OH 年譜,久川武三教授著作目録.

プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神 上 保険
マックス・ウェーバー／著 梶山力／訳 OH/33/497 1109135028
岩波書店 １９５５．３
(１５３，１４ｐ １５ｃｍ)
岩波文庫 ◆OH

OH/33/614 1109135994 北海道東北開発公庫二十年史
北海道東北開発公庫２０年史編さん委員会／編
北海道東北開発公庫２０年史編さん委員会 １９７７．３

◆OH (４３７，１２５ｐ ２７ｃｍ)
フロート下の国際金融 北海道東北開発公庫
橋本清／著 OH/33/591 1109219962
十一房出版 １９７７．９
(３０５ｐ ２２ｃｍ)
国際金融 ◆OH

OH/33/72 1109102283 米谷隆三選集 第２巻
OH/33/715 1109140069 「米谷隆三選集」刊行会編集委員会／編

米谷隆三選集刊行会 １９６１．５
(１２，６２１ｐ ２２ｃｍ)

◆OH 保険法
文化に培う -創業５０年史- OH/33/670 1109139731
創業５０年史編集委員会／編
内田洋行 １９６０．２
(２１６ｐ ２７ｃｍ) ◆OH

OH/33/290 1109206902 米谷隆三選集 第１巻
「米谷隆三選集」刊行会編集委員会／編
米谷隆三選集刊行会 １９６０．１２

◆OH (１８，５８９ｐ ２２ｃｍ)
訪イラン経済使節団報告書 保険法
訪イラン経済使節団事務局／編 OH/33/669 1109139723
訪イラン経済使節団事務局 １９６９．５
(２７５ｐ ２６ｃｍ)

OH/33/332 1109218774 ◆OH
米谷隆三選集 第３巻
「米谷隆三選集」刊行会編集委員会／編

◆OH 米谷隆三選集刊行会 １９６２．３
訪欧経済使節団報告書 昭和３９年３月 (１冊 ２２ｃｍ)
外務省経済局 １９６４．３ 保険法
(２９７ｐ ２１ｃｍ) OH/33/671 1109139749
ヨーロッパ－経済

OH/33/239 1109121911
◆OH

マクロ経済学の理論 ２
◆OH ガードナー・アクリー／著 都留重人／訳

芳文社２０年の歩み 岩波書店 １９６５．４
芳文社 １９７０．７ (３６０ｐ １９ｃｍ)
(２１５ｐ ２７ｃｍ) 経済学

OH/33/597 1109219988 OH/33/472 1109166551

◆OH ◆OH
簿記入門 -借方・貸方に強くなる本- マーシァル経済学選集
沼田嘉穂／著 マーシァル／著 杉本栄一／編
光文社 １９６８．１０ 日本評論社 １９４０．１０
(２５２，８ｐ １８ｃｍ) (３０９，６ｐ ２３ｃｍ)
カッパ・ビジネス 経済学名著選集

OH/33/286 1109122372 OH/33/223 1109112266

◆OH ◆OH
保険の近代性と社会性 -久川武三教授退官記念論文集- マーチャント・バンカーの内幕 -国際金融を動かす主役たち-
久川教授退官記念論文集刊行会／編 ジョゼフ・ウェッシュバーグ／著 今井清孝／訳
久川教授退官記念論文集刊行会 １９６５．１ 日本経済新聞社 １９７０．１０
(２９９ｐ ２１ｃｍ) (３０１ｐ ２０ｃｍ)
船舶保険における損害填補の範囲に関する特約の日・英比較( 銀行－ヨ－ロッパ
葛城照三) 保険の分類について(大林良一) 保険の近代化と社 OH/33/367 1109124071
会化(近藤文二) 被保険利益の分類について(横尾登米雄) 保険
学の基礎的諸概念について(今田益三) みまき荘事件の教ゆる
もの(三宅一夫) 英国海上保険契約と他人のためにする保険(吉 ◆OH
沢源刀) Warrantyの訳語について(山本巌) 保険契約一般にお マックス・ヴェーバー研究
ける保険保護の対策としての広義の被保険利益(田辺康平) サ 大塚久雄／〔ほか〕著
ーヴィスと生産的労働(橋本勲) 英国保険事業における企業集 岩波書店 １９６５．６
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(３５５ｐ ２２ｃｍ)
OH/33/414 1109127942

◆OH
丸の内名鑑 １９６４

◆OH 丸の内名鑑刊行委員会／編 三菱地所／監修
マネー -強い円・弱い円- 丸の内タイムス社 １９６４．５
朝日新聞経済部／編 (５９３ｐ ２７ｃｍ)
朝日新聞社 １９７９．１０ OH/33/449 1109219905
(２５４ｐ １９ｃｍ)
貨幣

OH/33/564 1109135721 ◆OH
丸の内名鑑 １９６６
丸の内名鑑刊行委員会／編 三菱地所／監修

◆OH 丸の内タイムス社 １９６５．１２
マルクス経済学体系 -宇野弘蔵先生還暦記念論文集- 上巻 (９８１ｐ ２７ｃｍ)
玉城肇／［ほか］編 OH/33/449-2 1109309607
岩波書店 １９５７．１０
(３８３ｐ ２２ｃｍ)
経済学－社会主義 ◆OH

OH/33/49 1109099570 三井銀行八十年史
三井銀行八十年史編纂委員会／編
三井銀行 １９５７．１１

◆OH (３，２２，８０４，２ｐ ２７ｃｍ)
マルクス経済学体系 下巻 三井銀行 十五銀行
玉城肇／［ほか］編 OH/33/296 1109218725
岩波書店 １９５７．１０
(５８６ｐ ２２ｃｍ)
経済学－社会主義 ◆OH

OH/33/50 1109099588 三井石油化学工業２０年史 １９５５～１９７５
三井石油化学工業 １９７８．１２
(４０５ｐ ２７ｃｍ)

◆OH OH/33/667 1109142065
マルクス経済学の展開
ロンルド・Ｌ・ミーク／著 山田秀雄・水田洋／訳
紀伊国屋書店 １９５８．４ ◆OH
(１７１ｐ １９ｃｍ) 三井不動産四十年史 
マルクス学派（経済学） 三井不動産 １９８５．６

OH/33/53 1109099612 (６８０ｐ ２７ｃｍ)
三井不動産株式会社

OH/33/734 1109142420
◆OH

マルクス経済学の方法
向坂逸郎／著 ◆OH
岩波書店 １９５９．９ みっともない人体
(１５６ｐ １９ｃｍ) バ－ナ－ド・ルドフスキ－／著 加藤秀俊，多田道太郎／共訳
マルクス学派（経済学） ワコ－ル １９７９．１１

OH/33/52 1109099604 (３８５，［７］ｐ ２３ｃｍ)
巻末：参考文献
服飾－歴史 人体美

◆OH OH/33/708 1109141844
マルクス主義経済学の検討 -マルクス・マーシャル・ケインズ
-
ジョージ・ロビンソン／著 都留重人，伊東光晴／編 ◆OH
紀伊国屋書店 １９５６．２ 三菱化成社史
(４，７３，７６ｐ　図版１枚 １９ｃｍ) 三菱化成工業総務部臨時社史編集室／編
経済学 三菱化成工業 １９８１．６

OH/33/51 1109099596 (６８１ｐ ２８ｃｍ)
OH/33/733 1109229367

◆OH
マルクスの勝利と敗北 -社会主義現在の諸問題- ◆OH
ルュシアン・ローラ／著 藤井虎雄／訳 三菱金属鉱業 -躍進する-
東洋政治経済研究所 １９６５．４ ダイヤモンド社 １９６７．１０
(２３２ｐ ２２ｃｍ) (２１２ｐ １８ｃｍ)

OH/33/48 1109099562 ポケット社史
OH/33/341 1109123628
OH/33/481 1109166940

◆OH
マルクの教訓 -円はなぜ世界から憎まれるのか-
出水宏一／著 ◆OH
徳間書店 １９７９ 三菱の百年
(２３８ｐ １９ｃｍ) 三菱創業百年記念事業委員会 １９７０

OH/33/540 1109135440 (１４０ｐ ２２ｃｍ)
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三菱グル－プ
OH/33/440 1109166452 ◆OH

読売新聞百年史
読売新聞１００年史編集委員会／編

◆OH 読売新聞社 １９７６．１１
醜いアメリカ商人 -なぜヨーロッパで嫌われたか- (９５１ｐ ２９ｃｍ)
レオ・グンディ／著 黒木寿時／訳 別冊：資料・年表
日本経営出版会 １９７８．３ 読売新聞社
672.53 OH/33/608-1 1109141901
(２００ｐ １９ｃｍ)
マーケティング－アメリカ合衆国

OH/33/619 1109136331 ◆OH
読売新聞百年史 資料・年表
読売新聞１００年史編集委員会／編

◆OH 読売新聞社 １９７６．１１
未来をひらく -藤田組と６０年- (３５０ｐ ２９ｃｍ)
藤田組総務課広報／制作 OH/33/608-2 1109141919
藤田組 １９７０．１２
(１９６ｐ ２６×２１ｃｍ)
藤田組 ◆OH

OH/33/451 1109166486 ライオン歯磨八十年史
ライオン歯磨株式会社社史編纂委員会／編
１９７３

◆OH (４６０，７５ｐ　図・肖像２０枚 ２９ｃｍ)
未来にいどむＮＥＣ -日本電気- ライオン歯磨株式会社
フジ出版社 １９６８．２ OH/33/599 1109220002
(２８３，２９ｐ １７ｃｍ)
企業の現代史

OH/33/340 1109123610 ◆OH
ライオン油脂六十年史
ライオン油脂株式会社社史編纂委員会／編

◆OH １９７９．１２
明治乳業５０年史 (４１８ｐ ２９ｃｍ)
明治乳業社史編集委員会／編 年表：ｐ３９３～４１６　主な参考文献：ｐ４１８
明治乳業 １９６９．５ ライオン油脂株式会社
(５２６ｐ ２９ｃｍ) OH/33/544 1109170322

OH/33/334 1109218790

◆OH
◆OH ラテンアメリカの経済

もうかりまっか 細野昭雄／著
邱永漢／著 東京大学出版会 １９８３．１２
筑摩書房 １９６１．９ (３０８ｐ ２２ｃｍ)
(２３８ｐ ２０ｃｍ) ラテン・アメリカ－経済
金儲法 4-13-041015-6

OH/33/283 1109122349 OH/33/64 1109099729

◆OH ◆OH
やさしい公社債教室 ラモナーのあゆみ
後藤猛／著 ラモナー株式会社社誌編集委員会／編集
改訂２版 ラモナー株式会社 １９８３．４
公社債弘報社 １９６９．９ (１１２ｐ ２７ｃｍ)
(３１６ｐ １９ｃｍ) OH/33/624 1109309490
公債 社債

OH/33/504 1109135093
◆OH

利益管理
◆OH 古川栄一 松本雅男／編

歪んだピラミッド -改革を迫られるダイヤモンド市場- 如水書房 １９５３．１２
根本驥／著 (３１２ｐ ２１ｃｍ)
すばる書房 １９７６．２ OH/33/163 1109110807
(２５６ｐ １９ｃｍ)

OH/33/625 1109136380
◆OH

利子學説史
◆OH 高木暢哉／著

豊かさのなかの危機 -新しい「幸福論」への試み- 日本評論社 １９４２．４
岸田純之助／［ほか］著 (６４０，９ｐ ２２ｃｍ)
日本経営出版会 １９７０．１ OH/33/256 1109122075
(３２２ｐ ２０ｃｍ)

OH/33/372 1109124121
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◆OH
流通經濟の貨幣的機構 -正統派經濟学を中心とする一般物価水 管理者
準の理論的研究- OH/33/589 1109135952
山口茂／著
巌松堂書店 １９４２．６
(４５５ｐ ２２ｃｍ) ◆OH

OH/33/255 1109122067 若きマルクス
Ｇ．ルカーチ／著 平井俊彦／訳
改訂版

◆OH ミネルヴァ書房 １９５８．７
理論経済学の基本問題 -経済発展の過程と弾力性概念- (２０３ｐ １９ｃｍ)
杉本栄一／著 社会科学選書
日本評論社 １９３９．６ OH/33/366 1109124063
(４２２ｐ ２３ｃｍ)

OH/33/16 1109098978
◆OH

我が国企業の資金調達 -その回顧と展望-
◆OH 山一証券株式会社・山一証券経済研究所／編

ルワンダ中央銀行総裁日記 商事法務研究会 １９７７．１１
服部正也／著 (６１４ｐ ２７ｃｍ)
中央公論社 １９７２．６ 資金管理
(２９８ｐ １８ｃｍ) OH/33/543 1109171700
中公新書

OH/33/347 1109123685
◆OH

わが国経済の世界史的役割 -美しい国づくりと世界平和への貢
◆OH 献-

歴史をつくる人々 １４ 下村治／講師
ダイヤモンド社 １９６５．１２ 新財政研究会 １９７０．９
(１６９ｐ １８ｃｍ) (６４ｐ １８ｃｍ)

OH/33/203 1109112092 OH/33/490 1109128098

◆OH ◆OH
レプケによる景気論概説 我国の国際貸借及び対外金融
有井治／著 津島寿一／著
再版 芳塘刊行会 １９６８．２
有斐閣 １９４１．１１ (３４８ｐ ２２ｃｍ)
(４０８，１０ｐ ２２ｃｍ) 芳塘随想

OH/33/257 1109122083 OH/33/747 1109311132

◆OH ◆OH
恋愛とぜいたくと資本主義 わが経営を語る -折々の社内講話より-
ヴェルナー・ゾンバルト／著 金森誠也／訳 松下幸之助／著
至誠堂 １９６９．７ ＰＨＰ研究所 １９７７．３
(３０４ｐ ２０ｃｍ) (２３５ｐ １９ｃｍ)

OH/33/364 1109124048 経営管理
OH/33/501 1109135069

◆OH
労働の価格・人間の価値 ◆OH
エンゲル／著 森戸辰男／訳 吾輩は企業法である -会社法・独禁法・保険法・労働法-
栗田書店 １９４２．５ 米谷隆三／編
(５１９ｐ １９ｃｍ) 企業法研究所 １９５０．８
統計学古典選集 (６０ｐ １９ｃｍ)

OH/33/262 1109122133 OH/33/173 1109110906

◆OH ◆OH
浪費をつくり出す人々 わがベンチャー経営 -創業者社長の実践経営学-
Ｖ．パッカード／著 南博，石川弘義／訳 立石一真／著
９版 ダイヤモンド－タイム社 １９７４．７
ダイヤモンド社 １９６２．１２ (２６２ｐ １９ｃｍ)
(３７７ｐ １９ｃｍ) OH/33/503 1109135085

OH/33/128 1109110179

◆OH
◆OH ワコールあの日あのころ

若き管理者の成功原則 ワコ－ル １９７９．１１
Ｐ．Ｍ．ハムメーカー／著 Ｌ．Ｔ．レイダー／著 西尾一郎／ (１１６ｐ ２２ｃｍ)
〔ほか〕訳 OH/33/707 1109140036
ダイヤモンド社 １９７９．１２
(１６，２１４ｐ １９ｃｍ)
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◆OH ◆OH
ワコール物語 Ａｎ　ｉｎｔｅｒｓｅｃｔｉｏｎ　ｏｆ　ｅａｓｔ　ａｎｄ　
村上兵衛／著 ｗｅｓｔ -Ｊａｐａｎｅｓｅ　ｂｕｓｉｎｅｓｓ　ｍａｎａｇ
ワコ－ル １９７９．１１ ｅｍｅｎｔ-
(３７８，４４ｐ ２２ｃｍ) ｂｙ　Ｓｈｕｎｚｏ　Ａｒａｉ

OH/33/706 1109140028 Ｒｉｋｕｇｅｉ　Ｐｕｂ．Ｈｏｕｓｅ １９７１
(２１２ｐ ２２ｃｍ)

OH/33/754 1109340511
◆OH

私の三井昭和史
江戸英雄／著 ◆OH
東洋経済新報社 １９８６．６ Ｊａｐａｎ　ａｓ　Ｎｕｍｂｅｒ　Ｏｎｅ -Ｌｅｓｓｏｎｓ　
(２５５ｐ ２０ｃｍ) ｆｏｒ　Ａｍｅｒｉｃａ-
私の昭和史シリーズ Ｅｚｒａ　Ｆ．　Ｖｏｇｅｌ
巻末：昭和史年表 Ｈａｒｖａｒｄ　Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ　Ｐｒｅｓｓ １９７
三井グループ ９
4-492-81275-X (２７２ｐ ２４ｃｍ)

OH/33/751 1109339208 0674472152
OH/33/728 1109142180

◆OH
私の夢・日本の夢２１世紀の日本 ◆OH
松下幸之助／著 Ａ　ｋｅｙ　ｔｏ　ｔｈｅ　Ｊａｐａｎｅｓｅ　ｍａｒｋｅｔ
ＰＨＰ研究所 １９７７．１  -ｉｔｓ　ｐｏｓｓｉｂｉｌｉｔｉｅｓ　ａｎｄ　ｐｒｏｓｐ
(４７３ｐ ２０ｃｍ) ｅｃｔｓ- ｖｏｌ．１

OH/33/502 1109135077 Ｊａｐａｎ　Ｉｎｄｕｓｔｒｉａｌ　Ｐｒｏｍｏｔｉｏｎ　Ａ
ｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ １９６８
(２４６ｐ ２７ｃｍ)

◆OH OH/33/731 1109142412
和洋胸算用 -私のマーケティング経営-
鳥井道夫／著
ダイヤモンド－タイム社 １９７６．５ ◆OH
(１９４ｐ １９ｃｍ) Ａ　ｋｅｙ　ｔｏ　ｔｈｅ　Ｊａｐａｎｅｓｅ　ｍａｒｋｅｔ

OH/33/517 1109135218  -ｉｔｓ　ｐｏｓｓｉｂｉｌｉｔｉｅｓ　ａｎｄ　ｐｒｏｓｐ
ｅｃｔｓ- ｖｏｌ．２
Ｊａｐａｎ　Ｉｎｄｕｓｔｒｉａｌ　Ｐｒｏｍｏｔｉｏｎ　Ａ

◆OH ｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ １９６９
Ｔｈｅ　ａｇｅ　ｏｆ　ｕｎｃｅｒｔａｉｎｔｙ (２０８ｐ ２７ｃｍ)
ｂｙ　Ｊｏｈｎ　Ｋｅｎｎｅｔｈ　Ｇａｌｂｒａｉｔｈ OH/33/731-2 1109318509
Ｈｏｕｇｈｔｏｎ　Ｍｉｆｆｌｉｎ　Ｃｏｍｐａｎｙ １９７
７
(３６５ｐ ２４ｃｍ) ◆OH
0-395-24900-7 Ｎｏｒｔｈ　Ｓｏｕｔｈ -Ａ　Ｐｒｏｇｒａｍｍｅ　ｆｏｒ　

OH/33/745 1109339513 Ｓｕｒｖｉｖａｌ-
ｂｙ　Ｗｉｌｌｙ　Ｂｒａｎｄｔ
Ｐａｎ　Ｂｏｏｋｓ １９８０

◆OH (３０４ｐ １８ｃｍ)
Ｅｃｏｎｏｍｉｃ　Ｒｅｐｏｒｔ　ｏｆ　ｔｈｅ　Ｐｒｅｓｉ OH/33/748 1109317113
ｄｅｎｔ　Ｔｒａｎｓｍｉｔｔｅｄ　ｔｏ　ｔｈｅ　Ｃｏｎｇ
ｒｅｓｓ
Ｕｎｉｔｅｄ　Ｓｔａｔｅｓ　Ｇｏｖｅｒｎｍｅｎｔ　Ｐｒｉ ◆OH
ｎｔｉｎｇ　Ｏｆｆｉｃｅ １９６２．１ Ｒｅｐｏｒｔ　ｏｎ　ｔｈｅ　ｎａｔｉｏｎａｌ　ｅｃｏｎｏ
(３００ｐ ２３ｃｍ) ｍｙ

OH/33/141 1109102085 ｂｙ　Ｊ．Ｂ．Ｌａｕｒｅｌ　Ｊｒ．
Ｌｙｃｅｕｍ　ｐｒｅｓｓ １９７１
(１４，１５２ｐ ２４ｃｍ)

◆OH OH/33/709 1109141851
Ｅｃｏｎｏｍｉｃｓ，Ｐｅａｃｅ　ａｎｄ　Ｌａｕｇｈｔｅｒ
Ｂｙ　Ｊｏｈｎ　Ｋｅｎｎｅｔｈ　Ｇａｌｂｒａｉｔｈ
Ｐｅｎｇｕｉｎ　Ｂｏｏｋｓ １９７１
(３０３ｐ １８ｃｍ)

OH/33/623 1109136372

◆OH
Ｔｈｅ　ｇｅｎｅｒａｌ　ｔｈｅｏｒｙ　ｏｆ　ｅｍｐｌｏｙ
ｍｅｎｔ　ｉｎｔｅｒｅｓｔ　ａｎｄ　ｍｏｎｅｙ
ｂｙ　Ｊｏｈｎ　Ｍａｙｎａｒｄ　Ｋｅｙｎｅｓ．
Ｍａｃｍｉｌｌａｎ　ａｎｄ　Ｃｏ． １９３６
(４０３ｐ ２２ｃｍ)

OH/33/483 1109129708
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◆OH
赤字財政の１０年と４人の総理たち -財政家待望論-
柳澤伯夫／著 ◆OH
日本生産性本部 １９８５．５ 現代地方財政の理論 -地方財政と国家財政の関連-
(２４３ｐ ２０ｃｍ) 藤田武夫／著

OH/34/57 1109163327 広文社 １９５１．４
(２８２，５ｐ ２２ｃｍ)
地方財政

◆OH OH/34/19 1109142362
アジア諸国の財政と援助基準
福地崇生／編
アジア経済出版会 １９７４．４ ◆OH
(３０２ｐ ２２ｃｍ) 公債のはなし
アジア経済調査研究双書 吉田太郎一／編

OH/34/35 1109167088 金融財政事情研究会 １９６５．１２
(２９９ｐ １９ｃｍ)

OH/34/30 1109167039
◆OH

池田勇人
国家予算歩みの会 １９７９．１１ ◆OH
(３７４ｐ ３１ｃｍ) 国税・検察の黒い霧
国家予算の歩み 高田茂登男／著

OH/34/41 1109142461 現代評論社 １９７６．４
(３３６ｐ １９ｃｍ)
脱税

◆OH OH/34/34 1109167070
印紙税相談 -問答式- ３３年度版
堀敏夫／著
税務新報社 １９５８．６ ◆OH
(１７０ｐ １９ｃｍ) 国税庁調査査察部 -ドキュメント-
税の相談シリーズ 角間隆／著
印紙税 徳間書店 １９７９

OH/34/23 1109166973 (２７６ｐ １９ｃｍ)
OH/34/39 1109167120

◆OH
覚書終戦財政始末 第１５巻 ◆OH
高石末吉／著 個人所得税
大蔵財務協会 １９７１．６ Ｒ．グード／原著 塩崎潤／訳
(６７４ｐ ２２ｃｍ) 日本租税研究協会 １９６６．８

OH/34/29 1109167021 (３４３ｐ ２２ｃｍ)
所得税－アメリカ合衆国

OH/34/28 1109167013
◆OH

会計検査院八十年史
会計検査院事務総局事務総長官房総務課／編 ◆OH
会計検査院事務総局事務総長官房総務課 １９６０．９ 財政学概論
(５３３ｐ ２２ｃｍ) 島恭彦／著

OH/34/59 1109310928 岩波書店 １９６３．５
(３２２ｐ ２２ｃｍ)
財政学

◆OH OH/34/18 1109142354
決算利益と課税所得
忠佐市／著
森山書店 １９７３．１１ ◆OH
(２８９，１２ｐ ２２ｃｍ) 財政学大綱 上巻

OH/34/44 1109167161 大内兵衛／著
岩波書店 １９３０．６
(２８９ｐ ２１ｃｍ)

◆OH OH/34/15 1109142321
現行税理士法逐条解説
日本税理士会連合会／編
日本税理士会連合会 １９７０．４ ◆OH
(１冊 ２１ｃｍ) 財政学大綱 -租税論- 中巻

OH/34/21 1109166965 大内兵衛／著
岩波書店 １９３０．６
(３３１ｐ ２１ｃｍ)

◆OH OH/34/16 1109142339
現代財政学の理論 -既成体系の批判と反省-
永田清／著
岩波書店 １９４４．１ ◆OH
(３８５ｐ ２１ｃｍ) 財政学の基本問題 -井藤半弥博士退官記念論文集-

OH/34/14 1109142313 井藤半弥博士退官記念事業会記念論文集編集委員会／編
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千倉書房 １９６０．１０ 日本酒造組合中央会 １９７４．７
(６２７，１４ｐ ２２ｃｍ) (１０，１０１９，１０１ｐ ２７ｃｍ)
財政の本質(時子山常三郎) 財政における政治と経済(鈴木武雄 醸造
) 財政における政治性(松野賢吾) 現代財政学の基本的課題に OH/34/50 1109142495
関する若干の疑問(高木寿一) 財政学における「基準」または
「尺度」について(武田隆夫) ハラーの財政政策理論の性格(山
口忠夫) 「財政社会学」の意義および方法(山下覚太郎) 財政 ◆OH
社会学ということ(加藤芳太郎) 現代の予算・財政論における 酒造組合中央会沿革史 第１編
問題点(井手文雄) 租税目的論と租税・財政政策原理(花戸竜蔵 日本酒造組合中央会／編
) 稿本「紙幣消却説」の主張(高垣寅次郎) わが国におけるタ 日本酒造組合中央会 １９７２．１０
バコ製造専売成立の政治過程(遠藤湘吉) 「準備金」をめぐる (３９７ｐ ２７ｃｍ)
明治前期の財政・金融政策(肥後和夫) 旧藩債処分と新・旧公 醸造
債の交付(池田浩太郎) 帝国議会開設前後の租税論争(大川政三 OH/34/48 1109142479
) 古代の租税(大畑文七) イギリスの所得税とプロイセンの所
得税についての覚書(佐藤進)

OH/34/20 1109142370 ◆OH
昭和財政史 -終戦から講和まで- 第４巻
大蔵省財政史室／編

◆OH 東洋経済新報社 １９７７．５
財政雑話 (２６，７４１，２８ｐ ２２ｃｍ)
大蔵財務協会 １９５０．８ 日本－財政－歴史－昭和時代
(４６７ｐ １９ｃｍ) OH/34/51 1109167203
財政

OH/34/10 1109142271
◆OH

昭和財政史 -終戦から講和まで- 第１４巻
◆OH 大蔵省財政史室／編

財政新時代 東洋経済新報社 １９７９．３
大蔵省大臣官房文書課／編 (２１，５０４ｐ ２２ｃｍ)
大蔵省 １９６６．３ 日本－財政－歴史－昭和時代 保険 証券
(３１１ｐ １９ｃｍ) OH/34/55 1109169944
財政政策

OH/34/2 1109142206
◆OH

昭和財政史 -終戦から講話まで- 第１６巻
◆OH 東洋経済新報社 １９７８．８

財政つれづれ草 (１６，５８９ｐ ２２ｃｍ)
大平正芳／著 日本－財政－歴史－昭和時代 地方財政－歴史
如水書房 １９５３．１０ OH/34/56 1109169951
(２２０ｐ １９ｃｍ)

OH/34/1 1109142198
◆OH

昭和財政史 -終戦から講和まで　第７巻租税１- 第７巻
◆OH 大蔵省財政史室／編

財政投融資 東洋経済新報社 １９７７．２
澄田智・鈴木秀雄／共編 (１８，６５９ｐ ２２ｃｍ)
財務出版 １９５７．１０ 租税１
(８２６ｐ ２２ｃｍ) 財政－日本
財政投融資 OH/34/52 1109169910

OH/34/17 1109142347

◆OH
◆OH 昭和財政史 -終戦から講和まで- 第８巻

十年の歩み 大蔵省財政史室／編
日本専売公社十年史編集室／編 東洋経済新報社 １９７７．１１
日本専売公社 １９５９．６ (２４，５９８，１３３ｐ ２２ｃｍ)
(１０，４４５，３６ｐ　図版８枚 ２７ｃｍ) 財政－日本
日本専売公社－歴史 OH/34/53 1109169928

OH/34/22 1109142446

◆OH
◆OH 昭和財政史 -終戦から講和まで- 第１０巻

酒造組合中央会沿革史 第２編 大蔵省財政史室／編
日本酒造組合中央会／編 東洋経済新報社 １９８０．５
日本酒造組合中央会 １９７２．１１ (３６，９１７ｐ ２２ｃｍ)
(４８５，１５，２６ｐ ２７ｃｍ) 巻末：物価統制令，臨時物質需給調整法
醸造 財政－日本－歴史

OH/34/49 1109142487 OH/34/54 1109169936

◆OH ◆OH
酒造組合中央会沿革史 第３編 新財政事情 -大蔵官僚が見た国家財政の実像-
酒造組合中央会沿革史編集室／編 橋口収／著
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サイマル出版会 １９７７ OH/34/32 1109167054
(２８４ｐ １９ｃｍ)

OH/34/62 1109336220
◆OH

税金の基礎知識
◆OH 平田敬一郎／著

素顔の日本財政 財務出版 １９５４．４
長岡実／著 (３５５ｐ １９ｃｍ)
金融財政事情研究会 １９８１．８ 租税
(２２３ｐ ２０ｃｍ) OH/34/11 1109142289
実践的財政論-財政の現状と財政再建へのアプローチ.体験的主
計官僚論-現代予算編成事情と主計官僚の行動. 付表:p193～22
3. ◆OH

OH/34/45 1109167179 ゼイキン報告
邱永漢／著
日本経済新聞社 １９６６．１１

◆OH (２５７ｐ １８ｃｍ)
図説日本の財政 昭和３５年度版 日経新書
堀込聡夫，大蔵省大臣官房調査課／編 租税
東洋経済新報社 １９６０．７ OH/34/26 1109166999
(３７１ｐ １９ｃｍ)
日本－財政

OH/34/5 1109142230 ◆OH
税の相談 -日常生活の税金-
庭山慶一郎／著

◆OH 同文館 １９５５．２
図説日本の財政 昭和３１年度版 (１６７ｐ １８ｃｍ)
大蔵省大臣官房調査課／編 租税
東洋経済新報社 １９５６．６ OH/34/24 1109166981
(１３，３６４ｐ １９ｃｍ)
日本－財政

OH/34/3 1109142214 ◆OH
税務大学校論叢 １
税務大学校 １９６８．４

◆OH (４２４ｐ ２１ｃｍ)
図説日本の財政 昭和４９年度版 OH/34/27 1109167005
大蔵省大臣官房調査課／編
東洋経済新報社 １９７４．９
(３８９ｐ １９ｃｍ) ◆OH

OH/34/38 1109167112 続外地財政金融史
大蔵省大臣官房調査企画課／編
大蔵省大臣官房調査企画課 ［１９８０］

◆OH (５，３６９ｐ ２２ｃｍ)
図説日本の財政 昭和３３年度版 昭和財政史史談会記録 
中島晴雄，大蔵省大臣官房調査課／共編 OH/34/42 1109167146
東洋経済新報社 １９５８．６
(１４，３６０ｐ　図版２枚 １９ｃｍ)
日本－財政 ◆OH

OH/34/4 1109142222 租税国家の危機
Ｊ．Ａ．シュムペータ／著 木村元一／訳
勁草書房 １９５１．５

◆OH (２，８，１，１４４ｐ １８ｃｍ)
図説日本の財政 昭和４０年度版 租税
大蔵省大臣官房調査課／編 OH/34/12 1109142297
東洋経済新報社 １９６５．８
(３９３ｐ １９ｃｍ)

OH/34/7 1109142255 ◆OH
地方財政の状況 昭和３９年３月
［出版者不明］ １９６４．３

◆OH (１２，４２５ｐ ２１ｃｍ)
図説日本の財政 昭和３９年度版 地方財政
大蔵省大臣官房調査課／編 OH/34/13 1109142305
東洋経済新報社 １９６４．７
(３６２ｐ １９ｃｍ)
日本－財政 ◆OH

OH/34/6 1109142248 地方財政の状況 昭和４０年３月
［出版者不明］ １９６５．３
(１２，４４７ｐ ２１ｃｍ)

◆OH OH/34/43 1109167153
税界清話
日比野久和司／編
日本税法学院事業部 １９７８．６ ◆OH
(４００ｐ １９ｃｍ) 転換期の財政
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越智通雄／著 OH/34/40 1109167138
金融財政事情研究会 １９７２．４
(２０３ｐ ２２ｃｍ)
日本－財政 ◆OH

OH/34/37 1109167104 宮澤喜一の「資産倍増論」 -全国民に『新しい経済政策』を問
う-
丸亀弘明／著

◆OH 経済界 １９８４．１１
にっぽんの予算 昭和５２年度 (２０５ｐ １９ｃｍ)
自由民主党政務調査会／編 経済政策－日本
１９７７．４ 4-7667-8003-5
(７４９ｐ ２０ｃｍ) OH/34/58 1109163335

OH/34/47 1109167195

◆OH
◆OH 予算編成大綱　税制改正大綱 昭和６１年度

日本国勢図会 -年刊・国のすがた- １９６１ 自由民主党政務調査会／編
矢野恒太記念会／編 自由民主党広報委員会 １９８６．１
国勢社 １９６１．５ (１４５ｐ ２６ｃｍ)
(４０，４５３ｐ １９ｃｍ) OH/34/61 1109317204
日本－統計

OH/34/9 1109142263
◆OH

私の税理士試験合格作戦 -こうすればあなたも合格する・体験
◆OH 手記集- ’７７年版

日本資本主義の思想像 エール出版社／編
内田義彦／著 エール出版社 １９７７
岩波書店 １９６７．１０ (１９６ｐ １８ｃｍ)
(３６８ｐ １９ｃｍ) OH/34/33 1109167062

OH/34/31 1109167047

◆OH
◆OH Ｊａｐａｎ’ｓ　ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　ｆｉｎａｎｃ

日本の国会 ｅ -Ｔｏｄａｙ　ａｎｄ　ｔｏｍｏｒｒｏｗ-
佐藤功／著 写真：久保田富弘 ｂｙ　Ｍａｓａｏ　Ｆｕｊｉｏｋａ
毎日映画社 １９７６ Ｔｈｅ　Ｊａｐａｎ　Ｔｉｍｅｓ １９７９．１２
(２５６ｐ（図共） ３１ｃｍ) (１５，２７７ｐ ２２ｃｍ)
年表：ｐ．１９０－２５５ OH/34/36 1109167096
国会

OH/34/8 1109142438

◆OH
法人・個人をめぐる借地権の税務 -問答式解説と裁判例の紹介
-
高木文雄／著
清文社 １９７３．６
(６４６ｐ ２２ｃｍ)

OH/34/46 1109167187

◆OH
補助金便覧 昭和４０年度
財政調査会／編
計友協会 １９６５．５
(９，４５６，４２ｐ ２６ｃｍ)

OH/34/25 1109142453

◆OH
補助金便覧 昭和４６年度
財政調査会／編
計友協会 １９７１．６
(５１３，３７ｐ ２６ｃｍ)

OH/34/25-2 1109318483

◆OH
右山昌一郎論文集 第１集
右山昌一郎／著
［出版者不明］ １９７７．４
(５９２ｐ ２２ｃｍ)
租税
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◆OH 総理府統計局 １９６８．３
国勢調査報告 昭和４０年第６巻 (２５，２２９ｐ ２６ｃｍ)
総理府統計局／編 内容：滋賀県
総理府統計局 １９６８．３ 日本－国勢調査
(２５，３３８ｐ ２６ｃｍ) OH/35/5 1109170009
内容：神奈川県
日本－国勢調査

OH/35/3 1109169985 ◆OH
国会地域統計提要 昭和５４年版
国立国会図書館調査立法考査局 １９７９．３

◆OH (２４９ｐ ２１ｃｍ)
国勢調査報告 昭和４０年第６巻 日本－統計
総理府統計局／編 OH/35/42 1109180123
総理府統計局 １９６８．２
(２５，２９１ｐ ２６ｃｍ)
内容：茨城県 ◆OH
日本－国勢調査 国会地域統計提要 昭和５５年版

OH/35/1 1109169969 国立国会図書館調査立法考査局 １９８０．３
(２４７ｐ ２１ｃｍ)
日本－統計

◆OH OH/35/30 1109170405
国勢調査報告 昭和４０年第６巻
総理府統計局／編
総理府統計局 １９６８．３ ◆OH
(２５，２４２ｐ ２６ｃｍ) 国会統計提要 昭和３６年版
内容：栃木県 国立国会図書館調査立法考査局 １９６１．１
日本－国勢調査 (３６８ｐ １８ｃｍ)

OH/35/2 1109169977 OH/35/15 1109170082

◆OH ◆OH
国勢調査報告 昭和４０年第６巻 国会統計提要 昭和４１年版
総理府統計局／編 国立国会図書館調査立法考査局 １９６６．２
総理府統計局 １９６８．３ (３７３ｐ １８ｃｍ)
(２５，２３１ｐ ２６ｃｍ) OH/35/16 1109170090
内容：和歌山県
日本－国勢調査

OH/35/8 1109170033 ◆OH
国会統計提要 昭和３９年版
国立国会図書館調査立法考査局 １９６４．３

◆OH (４２９ｐ １８ｃｍ)
国勢調査報告 昭和４０年第６巻 OH/35/21 1109170140
総理府統計局／編
総理府統計局 １９６８．２
(２５，３１７ｐ ２６ｃｍ) ◆OH
内容：京都府 国会統計提要 昭和５０年版
日本－国勢調査 国立国会図書館調査立法考査局 １９７５．３

OH/35/6 1109170017 (４２８ｐ １８ｃｍ)
日本－統計

OH/35/31 1109170413
◆OH

国勢調査報告 昭和４０年第６巻
総理府統計局／編 ◆OH
総理府統計局 １９６８．３ 国会統計提要 昭和５１年版
(２５，２６３ｐ ２６ｃｍ) 国立国会図書館調査立法考査局 １９７６．３
内容：三重県 (４２６ｐ １８ｃｍ)
日本－国勢調査 日本－統計

OH/35/4 1109169993 OH/35/32 1109170421

◆OH ◆OH
国勢調査報告 昭和４０年第６巻 国会統計提要 昭和５２年版
総理府統計局／編 国立国会図書館調査立法考査局 １９７７．３
総理府統計局 １９６８．３ (４２２ｐ １８ｃｍ)
(２５，２３２ｐ ２６ｃｍ) 日本－統計
内容：奈良県 OH/35/33 1109170439
日本－国勢調査

OH/35/7 1109170025
◆OH

国会統計提要 昭和５３年版
◆OH 国立国会図書館調査立法考査局 １９７８．３

国勢調査報告 昭和４０年第６巻 (４２２ｐ １８ｃｍ)
総理府統計局／編 日本－統計
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OH/35/34 1109170447 (２００ｐ １９ｃｍ)
OH/35/11 1109170066

◆OH
事業所統計調査報告 昭和３５年　第２巻 ◆OH
総理府統計局／編 統計学古典選集 第２巻
１９６２ 大原社会問題研究所／編
(３６７ｐ ２６ｃｍ) 栗田書店 １９４２．２

OH/35/23 1109170165 (３３０ｐ １９ｃｍ)
OH/35/12 1109170074

◆OH
事業所統計調査報告 昭和４１年　第４巻 ◆OH
総理府統計局／編 統計学古典選集 第６巻
１９６８ 大原社会問題研究所／編
(９，４５４ｐ ２６ｃｍ) 栗田書店 １９４２．１２

OH/35/25 1109170181 (３２７ｐ １９ｃｍ)
OH/35/18 1109170116

◆OH
事業所統計調査報告 昭和３８年　第２巻 ◆OH
総理府統計局／編 統計学古典選集 第３巻
１９６５ 大原社会問題研究所／編
(２５２ｐ ２６ｃｍ) 栗田書店 １９４１．１０

OH/35/24 1109170173 (４６５ｐ １９ｃｍ)
OH/35/19 1109170124

◆OH
地域統計提要 昭和５３年版 ◆OH
国立国会図書館調査立法考査局 １９７８．５ 統計学古典選集 第９巻
(４５１ｐ １８ｃｍ) 大原社会問題研究所／編
日本－統計 栗田書店 １９４３．２

OH/35/36 1109178564 (２７３ｐ １９ｃｍ)
OH/35/20 1109170132

◆OH
地域統計提要 昭和５１年版 ◆OH
国立国会図書館調査立法考査局／編 統計要覧 １９７６年版
国立国会図書館調査立法考査局 １９７６．３ 日本開発銀行調査部／編
(４２９ｐ １８ｃｍ) 日本開発銀行調査部 １９７６．１１

OH/35/35 1109170454 (５００ｐ １６ｃｍ)
OH/35/43 1109180131

◆OH
統計学概論 ◆OH
蜷川虎三／著 日本国勢図会 -年刊・国のすがた- １９７６
岩波書店 １９３４．１０ 国勢社 １９７６．５
(３２９，１２ｐ １８ｃｍ) (５４３ｐ １９ｃｍ)
岩波全書 日本－統計
統計学 OH/35/28 1109170215

OH/35/17 1109170108

◆OH
◆OH 日本国勢図会 -年刊・国のすがた- １９７４

統計学古典選集 第５巻 矢野恒太記念会／編
大原社会問題研究所／編 国勢社 １９７４．５
栗田書店 １９４２．８ (５３５ｐ １９ｃｍ)
(４６１ｐ １９ｃｍ) 日本－統計

OH/35/9 1109170041 OH/35/26 1109170199

◆OH ◆OH
統計学古典選集 第８巻 日本国勢図会 １９７９年版
大原社会問題研究所／編 矢野恒太記念会／編
栗田書店 １９４３．６ 国勢社 １９７９．５
(４６８ｐ １９ｃｍ) (５４３ｐ １９ｃｍ)

OH/35/10 1109170058 日本－統計
OH/35/29 1109170223

◆OH
統計学古典選集 第１巻 ◆OH
大原社会問題研究所／編 日本国勢図会 -年刊・国のすがた- １９７５年
栗田書店 １９４１．４ 国勢社 １９７５．６
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(５３５ｐ １９ｃｍ) ａｐａｎ- １９７９／８０
日本－統計 ｅｄｉｔｅｄ　ｂｙ　ｔｈｅ　Ｔｓｕｎｅｔａ　Ｙａｎｏ　Ｍ

OH/35/27 1109170207 ｅｍｏｒｉａｌ　Ｓｏｃｉｅｔｙ
Ｋｏｋｕｓｅｉｓｈａ １９７９．８
(３３９ｐ ２２ｃｍ)

◆OH OH/35/41 1109180115
日本統計年鑑 第１２回　昭和３６年
総理府統計局／編
日本統計協会 １９６２．４ ◆OH
(１９，５５７ｐ ２７ｃｍ) ＮＩＰＰＯＮ -ａ　ｃｈａｒｔｅｄ　ｓｕｒｖｅｙ　ｏｆ　Ｊ

OH/35/14 1109142511 ａｐａｎ- １９７６／７７
ｅｄｉｔｅｄ　ｂｙ　ｔｈｅ　Ｔｓｕｎｅｔａ　Ｙａｎｏ　Ｍ
ｅｍｏｒｉａｌ　Ｓｏｃｉｅｔｙ

◆OH Ｋｏｋｕｓｅｉｓｈａ １９７６．９
日本統計年鑑 第１１回　昭和３５年 (３２５ｐ ２２ｃｍ)
総理府統計局／編 OH/35/38-2 1109317501
日本統計協会 １９６１．３
(１９，５５３ｐ ２７ｃｍ)

OH/35/13 1109142503 ◆OH
Ｐａｃｉｆｉｃ　Ｅｃｏｎｏｍｉｃ　Ｃｏｍｍｕｎｉｔｙ　Ｓ
ｔａｔｉｓｔｉｃｓ １９８２

◆OH Ｐａｃｉｆｉｃ　Ｂａｓｉｎ　Ｅｃｏｎｏｍｉｃ　Ｃｏｕｎｃ
ＮＩＰＰＯＮ -ａ　ｃｈａｒｔｅｄ　ｓｕｒｖｅｙ　ｏｆ　Ｊ ｉｌ １９８２．３
ａｐａｎ- １９７２ (１７５ｐ ３０ｃｍ)
ｅｄｉｔｅｄ　ｂｙ　ｔｈｅ　Ｔｓｕｎｅｔａ　Ｙａｎｏ　Ｍ OH/35/44-1 1109261386
ｅｍｏｒｉａｌ　Ｓｏｃｉｅｔｙ
Ｋｏｋｕｓｅｉ－Ｓｈａ １９７２．８
(３７５ｐ ２２ｃｍ) ◆OH

OH/35/22 1109170157 Ｐａｃｉｆｉｃ　Ｅｃｏｎｏｍｉｃ　Ｃｏｍｍｕｎｉｔｙ　Ｓ
ｔａｔｉｓｔｉｃｓ １９８６
Ｐａｃｉｆｉｃ　Ｂａｓｉｎ　Ｅｃｏｎｏｍｉｃ　Ｃｏｕｎｃ

◆OH ｉｌ １９８６．３
ＮＩＰＰＯＮ -ａ　ｃｈａｒｔｅｄ　ｓｕｒｖｅｙ　ｏｆ　ｊ (２１１ｐ ３０ｃｍ)
ａｐａｎ- １９７４／７５ OH/35/44-3 1109261402
ｅｄｉｔｅｄ　ｂｙ　ｔｈｅ　Ｔｓｕｎｅｔａ　Ｙａｎｏ　Ｍ
ｅｍｏｒｉａｌ　Ｓｏｃｉｅｔｙ
Ｋｏｋｕｓｅｉｓｈａ １９７４．８
(３５７ｐ ２２ｃｍ)

OH/35/37 1109178572

◆OH
ＮＩＰＰＯＮ -ａ　ｃｈａｒｔｅｄ　ｓｕｒｖｅｙ　ｏｆ　ｊ
ａｐａｎ- １９７５／７６
ｅｄｉｔｅｄ　ｂｙ　ｔｈｅ　Ｔｓｕｎｅｔａ　Ｙａｎｏ　Ｍ
ｅｍｏｒｉａｌ　Ｓｏｃｉｅｔｙ
Ｋｏｋｕｓｅｉ－ｓｈａ １９７５．９
(３４６ｐ ２２ｃｍ)

OH/35/38 1109178580

◆OH
ＮＩＰＰＯＮ -ａ　ｃｈａｒｔｅｄ　ｓｕｒｖｅｙ　ｏｆ　ｊ
ａｐａｎ- １９７７／７８
ｅｄｉｔｅｄ　ｂｙ　ｔｈｅ　Ｔｓｕｎｅｔａ　Ｙａｎｏ　Ｍ
ｅｍｏｒｉａｌ　Ｓｏｃｉｅｔｙ
Ｋｏｋｕｓｅｉｓｈａ １９７７．９
(３３２ｐ ２２ｃｍ)

OH/35/39 1109178598

◆OH
ＮＩＰＰＯＮ -ａ　ｃｈａｒｔｅｄ　ｓｕｒｖｅｙ　ｏｆ　ｊ
ａｐａｎ- １９７８／７９
ｅｄｉｔｅｄ　ｂｙ　ｔｈｅ　Ｔｓｕｎｅｔａ　Ｙａｎｏ　Ｍ
ｅｍｏｒｉａｌ　Ｓｏｃｉｅｔｙ
Ｋｏｋｕｓｅｉ－ｓｈａ １９７８．８
(３３１ｐ ２２ｃｍ)

OH/35/40 1109178606

◆OH
ＮＩＰＰＯＮ -ａ　ｃｈａｒｔｅｄ　ｓｕｒｖｅｙ　ｏｆ　ｊ
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◆OH OH/36/24 1109149813
愛と死 -その現場証人-
松山善三／著
潮出版社 １９８０．７ ◆OH
(２５４ｐ ２０ｃｍ) 新しい社会
倫理学 Ｅ．Ｈ．カ－／著 清水幾太郎／訳

OH/36/141 1109150993 岩波書店 １９５３．４
(１７６ｐ １８ｃｍ)
岩波新書

◆OH OH/36/143 1109151017
アウトサイダー
コリン・ウイルソン／著 福田恒存，中村保男／訳
紀伊国屋書店 １９５７．５ ◆OH
(３３３ｐ １９ｃｍ) 新しい労使関係のために

OH/36/83 1109150357 大河内一男／著
有信堂 １９５９．８
(２４４ｐ １８ｃｍ)

◆OH 文化新書
アウトサイダー 続 労働問題
Ｃ・ウィルソン／著 中村保男／訳 OH/36/33 1109149904
紀伊国屋書店 １９５８．５
(２３０ｐ １９ｃｍ)

OH/36/84 1109150365 ◆OH
新しい労働政策の確立 -七〇年代労働力不足をいかに克服する
か-

◆OH 原健三郎／著
アオザイ女房 -ベトナム式女の生き方- 自由民主党広報委員会出版局 １９７０．１０
近藤ナウ／著 (２１８ｐ １９ｃｍ)
文化出版局 １９７８．１０ 労働政策
(２３０ｐ １９ｃｍ) OH/36/148 1109151140
内容：サイゴンのめぐり逢い〔ほか１３編〕

OH/36/130 1109150902
◆OH

あなたの年金
◆OH 渡辺俊介／著

アジアの共産主義 欅出版 １９７６．６
Ｒ．Ａ．スカラピーノ／編 鎌田光登／訳 (２７８ｐ １９ｃｍ)
鹿島研究所出版会 １９６７．１ OH/36/168 1109151256
(３６９ｐ １９ｃｍ)
共産主義－アジア

OH/36/60 1109150142 ◆OH
アメリカの労働組合 -経済発展と労働運動-
レイ・マーシャル／著 ブライアン・ランゲリング／著 山本隆

◆OH 道／訳
アジアの児童とともに -アジアのユニセフ日記- サイマル出版会 １９７９．１
Ｓ．Ｍ．キーニー／著 春木猛／訳 (２３５ｐ １９ｃｍ)
日本ユニセフ協会 １９６７．３ 参考文献：ｐ２３０～２３５
(２２６ｐ ２２ｃｍ) 労働運動－アメリカ合衆国 労働組合－アメリカ合衆国
児童福祉 OH/36/147 1109151132

OH/36/157 1109151215

◆OH
◆OH 生きがいとバイタリティーのある福祉社会トータルプラン -公

明日の社会 明党の国民福祉中期計画-
Ｍ．ドローク／著 岩男寿美子／訳 公明党総合政策研究委員会 ／編
論争社 １９６０．１０ 公明党機関紙局 １９７６．１０
(２５３ｐ １９ｃｍ) (５８１ｐ １９ｃｍ)

OH/36/70 1109150241 OH/36/120 1109150795

◆OH ◆OH
遊びと人間 イギリス労働運動史 ３
Ｒ．カイヨワ／著 清水幾太郎，霧生和夫／訳 Ｇ．Ｄ．Ｈ．コール／著 林健太郎，河上民雄，嘉治元郎／共
岩波書店 １９７０．１０ 訳
(２９２ｐ １９ｃｍ) 岩波書店 １９５７．８

OH/36/106 1109150670 (４，３７９，３５ｐ １９ｃｍ)
岩波現代叢書
労働運動－イギリス－歴史

◆OH OH/36/39 1109149961
あたらしい階級社会 -その問題点と方向-
テオドール・ガイガー／著 鈴木幸壽／訳
誠信書房 １９５７．１０ ◆OH
(２３３，３ｐ １９ｃｍ) イギリス労働運動史 ２
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ジョージ・ダグラス，ハワード・コール／著 林健太郎，河上
民雄，嘉冶元郎／訳
岩波書店 １９５３．１ ◆OH
(２４１，４ｐ １９ｃｍ) 賭け事に関する英国王室委員会報告書
岩波現代叢書 全国競輪施行者協議会／編
労働運動－歴史－イギリス 全国競輪施行者協議会 １９６８．３

OH/36/38 1109149953 (２９１ｐ ２１ｃｍ)
OH/36/54 1109150100

◆OH
イギリス労働運動史 １ ◆OH
ジョージ・ダグラス，ハワード・コール／著 林健太郎，河上 価値の社会学
民雄，嘉冶元郎／共訳 作田啓一／著
岩波書店 １９５２．１ 岩波書店 １９７２．８
(２２９，７ｐ １９ｃｍ) (４５０，１１ｐ １９ｃｍ)
岩波現代叢書 価値体系
労働運動－歴史－イギリス OH/36/160 1109151058

OH/36/37 1109149946

◆OH
◆OH 神の子ら -忘れられた差別社会-

石田労政 -その足跡と展望- Ｈ．Ｒ．アイザックス／著 我妻洋・佐々木譲／訳
労政研究会／編著 新潮社 １９７０．７
労務行政研究所 １９７８．６ (２３６ｐ １９ｃｍ)
(３５０ｐ １９ｃｍ) 新潮選書
労働行政 カースト－インド

OH/36/139 1109150977 OH/36/90 1109150423

◆OH ◆OH
色めがね西洋草紙 官公労働法上の諸問題
木村尚三郎／著 秋山昭八／著
ダイヤモンド社 １９７７．７ 日本経営教育センター １９７７．４
(２２３ｐ １９ｃｍ) (３１５ｐ ２２ｃｍ)

OH/36/133 1109150936 OH/36/127 1109150845

◆OH ◆OH
美しさは女の条件でない 菊と刀 -日本文化の型　定訳-
長谷川鏡次／著 ルース・ベネディクト／〔著〕 長谷川松治／訳
新恩社 １９６１．６ 社会思想社 １９６７．１
(２５６ｐ １９ｃｍ) (３９８ｐ ２２ｃｍ)

OH/36/68 1109150225 日本人
OH/36/88 1109150407

◆OH
ウルからユートピアまで -都市発達の物語- ◆OH
ウォルフ・シュナイダー／著 志鎌一之／訳 菊と刀 -日本文化の型- 上巻
時事通信社 １９６１．７ ルース・ベネディクト／著 長谷川松治／訳
(６５８，１４ｐ　図版１６枚 ２２ｃｍ) 社会思想社 １９５１．７
参考文献：ｐ６４７～６５６ (１８２ｐ １５ｃｍ)
都市－歴史 現代教養文庫

OH/36/2 1109180156 OH/36/110 1109150704

◆OH ◆OH
女は風のなかで 菊と刀 下巻
佐藤欣子／著 ルース・ベネディクト／著 長谷川松治／訳
中央公論社 １９８６．４ 社会思想社 １９５１．７
367.1 (２３１ｐ １５ｃｍ)
(２８２ｐ ２０ｃｍ) 現代教養文庫
女性問題 OH/36/111 1109150712
4-12-001470-3

OH/36/172 1109339224
◆OH

機能的社会主義 -中道経済への道 -
◆OH グンナー・アドラー=カールソン ／著 丸尾直美 永山泰彦／訳

学歴社会新しい文明病 ダイヤモンド社 １９７４．７
Ｒ．Ｐ．ドーア／著 松居弘道／訳 (２２８Ｐ １９ｃｍ)
岩波書店 １９７８．５ ダイヤモンド現代選書
(２８４，１１ｐ １９ｃｍ) OH/36/170 1109339117
岩波現代選書

OH/36/138 1109150969
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◆OH 婦人－歴史
共済組合連盟十年史 OH/36/98 1109150506
共済組合連盟／編
共済組合連盟 １９６１．１２
(４１２ｐ ２２ｃｍ) ◆OH

OH/36/96 1109150472 近代日本女性史 第６
鹿島研究所出版会 １９７０
(２５１，３ｐ １９ｃｍ)

◆OH 付：参考文献
共済組合連盟二十年史 婦人－歴史
共済組合連盟 １９７０．９ OH/36/89 1109150415
(８５１ｐ ２２ｃｍ)

OH/36/78 1109150308
◆OH

近代日本の農村的起源
◆OH トマス・Ｃ．スミス／〔著〕 大塚久雄／監訳

共産主義の虚像と実像 岩波書店 １９７０．６
尾上正男／著 612.1
永田書房 １９７１．１ (３４３，２５ｐ １９ｃｍ)
(２３０ｐ １９ｃｍ) 農村－日本－歴史
共産主義 OH/36/108 1109150696

OH/36/104 1109150654

◆OH
◆OH 倉石労政の歩み

共産主義の白書 第１巻 国政研究会／編
アメリカ合衆国議会下院非米活動委員会／編 猪間驥一／訳 労働法令協会 １９６０．３
自由アジア社 １９６０．１２ (５１２ｐ ２２ｃｍ)
(２５５ｐ １８ｃｍ) 労働問題－日本
共産主義 OH/36/45 1109150027

OH/36/49 1109150068

◆OH
◆OH 群衆と権力 上

共産党宣言小史 エリアス・カネッティ／著 岩田行一／訳
Ｈ．Ｊ．ラスキ／［著］ 山村喬／訳 法政大学出版局 １９７１．３
法政大学出版局 １９６７．４ (４２２ｐ ２０ｃｍ)
(１６５，５ｐ ２０ｃｍ) 叢書・ウニベルシタス

OH/36/61 1109150159 OH/36/91 1109150431

◆OH ◆OH
共産党と青年 激動期の日本社会運動史 -賀川豊彦・麻生久・浅沼稲次郎の軌
渡辺銕蔵／著 跡-
自由アジア社 １９６２．１２ 三宅正一／著
(１４５ｐ １９ｃｍ) 現代評論社 １９７３．２
思潮講座 (２９３ｐ ２０ｃｍ)

OH/36/101 1109150639 OH/36/150 1109151033
OH/36/131 1109150910

◆OH
近代社会成立史論 -欧洲経済史研究- ◆OH
高橋幸八郎／著 結婚愛
新装版 ストープス／著 平井潔／訳
御茶の水書房 １９５３．９ 理論社 １９７０．１０
(２２６ｐ ２２ｃｍ) (１８９ｐ １９ｃｍ)

OH/36/163 1109151223 OH/36/97 1109150498

◆OH ◆OH
近代的労使関係 結婚入門
宮家愈／著 Ｊ．Ｊ．レイナー／著 石川弘義／訳
近代的労使関係研究協会 １９５９．６ 光文社 １９６０．９
(１４，３５６ｐ ２２ｃｍ) (２２９ｐ １８ｃｍ)
労使関係 OH/36/16 1109144582

OH/36/9 1109149755

◆OH
◆OH 現代社会の官僚制

近代日本女性史 第１ Ｐ．Ｍ．ブラウ／著 阿利莫二／訳
鹿島研究所出版会 １９７０ 岩波書店 １９５８．４
(２８３，４ｐ １９ｃｍ) (１５６ｐ １９ｃｍ)
参考文献：ｐ２７９－２８３ 岩波現代叢書
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◆OH
官僚制 国民健康保険の実態 昭和４２年度版

OH/36/29 1109149862 国民健康保険中央会／編集
国民健康保険中央会 １９６７．１２
(３０６ｐ ２７ｃｍ)

◆OH 健康保険
「現代先進社会の諸問題」調査団報告 OH/36/161 1109251254
外務省経済局 １９７３．６
(２７０ｐ ２１ｃｍ)

OH/36/156 1109151207 ◆OH
国民年金法と改正
野田卯一／著

◆OH 日本国民年金協会 １９６３．１０
現代日本の革命と反抗 (４１５ｐ １９ｃｍ)
武藤光朗／著 OH/36/52 1109150092
創文社 １９６２．４
(２３０ｐ ２０ｃｍ)

OH/36/93 1109150456 ◆OH
これがアメリカだ
読売新聞社／編

◆OH 読売新聞社 １９６７．３
現代の社会学 (２７８ｐ １９ｃｍ)
尾高邦雄／著 OH/36/100 1109150621
岩波書店 １９５８．７
(３３７，１９ｐ １８ｃｍ)
岩波全書 ◆OH

OH/36/20 1109149771 今日の福祉社会 -地域参加をめざす各地の障害者の姿-
半沢蕗子，山田実／共編
香川新聞社 １９８４．４

◆OH (２６４ｐ ３１ｃｍ)
現代の新中間層 -イギリスのサラリーマン- OH/36/57 1109142552
Ｄ．ロックウッド／著 寿里茂／訳
ダイヤモンド社 １９６４．９
(３３８ｐ １９ｃｍ) ◆OH
中間階級－イギリス コンピュートピア -エグゼクティブブックス-

OH/36/107 1109150688 増田米二／著
ダイヤモンド社 １９６７．５
(２０２ｐ １８ｃｍ)

◆OH 経営
現代の煩悶 -社会主義の現実から何を学ぶか- OH/36/94 1109150464
高橋正雄／著
番町書房 １９６６．７
(２３８ｐ １９ｃｍ) ◆OH

OH/36/87 1109150399 サクラと沈黙 -日本人の心理をさぐる-
フセヴォロド・オフチンニコフ／著 石黒寛／訳
徳間書店 １９７１．５

◆OH (２５６ｐ ２０ｃｍ)
健保連二十五年の歩み OH/36/102 1109150647
健康保険組合連合会 １９６９
(８４６ｐ　図 ２７ｃｍ)
健康保険組合連合会 ◆OH

OH/36/76 1109142560 産業平和論 -労働問題の基本理念-
本田栄一／著
改訂版

◆OH 公共企業調査会 １９５８．７
公的扶助 -貧乏とその対策- (２８５ｐ １９ｃｍ)
小倉襄二／著 労働問題
ミネルヴァ書房 １９６２．８ OH/36/27 1109149847
(２３８ｐ １８ｃｍ)
社会事業新書
社会保障 ◆OH

OH/36/149 1109151157 サンダカン八番娼館 -底辺女性史序章-
山崎朋子／著
筑摩書房 １９７２．５

◆OH (２８１ｐ ２０ｃｍ)
国民健康保険四十年史 売春
厚生省保険局国民健康保険課，国民健康保険中央会／編 OH/36/144 1109151025
ぎょうせい １９７９．３
(７６５ｐ ２２ｃｍ)
健康保険 ◆OH

OH/36/124 1109150811 実感女性論
小島信夫／著
講談社 １９６５．１２
(１９２ｐ ２０ｃｍ)
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◆OH
OH/36/69 1109150233 社会学

Ｗ．Ｊ．Ｈ．シュプロット／著 日高六郎・城戸浩太郎／訳
岩波書店 １９５６．１２

◆OH (２３２ｐ １９ｃｍ)
児童福祉施設一覧 保育所篇 OH/36/22 1109149797
日本保育協会／編
日本保育協会 １９７５
(４０８ｐ ２６ｃｍ) ◆OH
保育所－名簿 社会学講義

OH/36/114 1109142586 清水幾太郎／著
岩波書店 １９５０．６
(３３１，５ｐ ２２ｃｍ)

◆OH OH/36/18 1109144608
支那家族の構造
清水盛光／著
岩波書店 １９４２．６ ◆OH
(５８２ｐ ２２ｃｍ) 社会学入門
家族制度 清水幾太郎／著

OH/36/4 1109180172 光文社 １９５９．６
(２６１ｐ １８ｃｍ)
カッパ・ブックス

◆OH OH/36/21 1109149789
支那社会研究
橘樸／著
日本評論社 １９３６．６ ◆OH
(５８８，１６ｐ ２３ｃｍ) 社会思想

OH/36/5 1109149714 大塚金之助／編
岩波書店 １９５６．１２
(２１９ｐ １８ｃｍ)

◆OH 岩波小辞典
支那社会の科学的研究 社会思想－辞典
ウィットフォーゲル／著 平野義太郎，宇佐美誠二郎／訳 OH/36/28 1109149854
岩波書店 １９３９．６
(１９２ｐ，１１ｐ １８ｃｍ)
岩波新書 ◆OH

OH/36/32 1109149896 社会思想概論
平井新／著
塙書房 １９５０．９

◆OH (４，６，４２９，１２ｐ ２２ｃｍ)
資本論物語 -マルクス経済学の原点をさぐる- 社会思想－論説
杉原四郎，佐藤金三郎／編 OH/36/10 1109144533
有斐閣 １９７５．９
(２９２，１０ｐ ２２ｃｍ)
有斐閣ブックス ◆OH

OH/36/136 1109150944 社会思想史概論
高島善哉／［ほか］著
岩波書店 １９６２．４

◆OH (３８７，６１ｐ ２２ｃｍ)
市民社会と社会主義 巻末：年表・参考文献
平田清明／著 社会思想－歴史
岩波書店 １９６９．１０ OH/36/11 1109144541
(３４５ｐ １９ｃｍ)
社会主義

OH/36/92 1109150449 ◆OH
社会思想読本
木村健康／編

◆OH 東洋経済新報社 １９５８．３
社屋を占拠され苦しい労働争議に直面して (２７８，４ｐ ２１ｃｍ)
久田忠守／著 東洋経済読本シリーズ
［内田洋行］ １９６３．２ OH/36/81 1109150332
(２２８ｐ １９ｃｍ)

OH/36/44 1109150019
◆OH

社会心理学
◆OH 清水幾太郎

社会学 岩波書店 １９６７．１０
米山桂三／著 (２２５，６ｐ １８ｃｍ)
慶応義塾大学通信教育部 １９５７．４ 岩波全書
(２７４ｐ ２１ｃｍ) OH/36/80 1109150324

OH/36/19 1109149763

◆OH
社会人類学
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リーンハート・ゴドフリー／著 増田義郎・長島信弘／訳 (１９０ｐ ３１ｃｍ)
岩波書店 １９６７．６ 社会福祉
(２５４，１９ｐ １９ｃｍ) OH/36/77 1109142578
文化人類学

OH/36/75 1109150290
◆OH

社会変動の理論 -経済社会学的研究-
◆OH 富永健一／著

社会政策 総論 岩波書店 １９６６．１０
大河内一男／著 (３２８，１２ｐ ２２ｃｍ)
改訂版 OH/36/6 1109149722
有斐閣 １９６３
(２９４ｐ １９ｃｍ)
有斐閣全書 ◆OH
社会政策 社会保険

OH/36/165 1109151066 近藤文二／著
岩波書店 １９６３．５
(４０２，２４ｐ ２２ｃｍ)

◆OH 社会保険
社会政策入門 OH/36/14 1109144574
岸本英太郎／編
有斐閣 １９６７．１
(２８０ｐ １９ｃｍ) ◆OH
有斐閣叢書 社会保障と財政

OH/36/140 1109150985 佐藤吉男／著
財務出版 １９５９．１０
(６９２ｐ ２１ｃｍ)

◆OH OH/36/13 1109144566
社会政策の基本問題 -井藤半弥博士退官記念論文集-
井藤半弥博士退官記念事業会記念論文集編集委員会／編
東京 １９６０．１１ ◆OH
(５８６，１４ｐ ２２ｃｍ) 職業社会学
社会政策 尾高邦雄／著

OH/36/1 1109180149 岩波書店 １９４１．７
(４９７ｐ ２２ｃｍ)

OH/36/8 1109149748
◆OH

社会と文化の諸相
上原専禄／編 ◆OH
如水書房 １９５３．１ 資料　国際労働条約第８７号批准史
(４３４ｐ ２２ｃｍ) 労働省／編
一橋大学社会学部論文集 日刊労働通信社 １９６６．１
「社会と文化の諸相」発刊の辞(上原専禄) 市民社会文学の一 (９８２ｐ ２７ｃｍ)
形態(上田辰之助) 社会主義社会と価値計算の問題(大陽寺順一 OH/36/15 1109142529
) 古代貨幣経済の衰頽過程(牧野巽) 侯官厳幾道先生生涯事略
考(熊野正平) ソプスト・アンティプォンについて(藤井義夫) 
ロックの自由の思想(太田可夫) 職業教育の意味(多田鉄雄) 西 ◆OH
洋古典語教育について(大村雄治) イギリス小説史序説(海老池 新時代の老人産業
俊治) グレアム・グリーン小論(青木雄造) 若きゲーテの社会 武井一夫／著
観(大畑末吉) 毎日新聞社 １９７６．９

OH/36/17 1109144590 (１８２ｐ １９ｃｍ)
OH/36/113 1109150738

◆OH
社会福祉事業概説 ◆OH
日本社会事業研究会／編 スウェーデンの共産主義
ミネルヴァ書房 １９６４．５ オオケ・スパーリング／著 鹿島平和研究所／訳
(１２，２６２ｐ １８ｃｍ) 鹿島研究所出版会 １９６８．１２
社会福祉 (３０４ｐ １９ｃｍ)

OH/36/119 1109150787 スウェーデン－政治
OH/36/99 1109150613

◆OH
社会福祉事業振興会２０年史 ◆OH
社会福祉事業振興会 １９７５．３ 図説戦後世論史
(５２９ｐ ２７ｃｍ) ＮＨＫ放送世論調査所／編

OH/36/159 1109251247 日本放送出版協会 １９７５．１１
(２７８ｐ １９ｃｍ)
世論

◆OH OH/36/126 1109150837
社会福祉大鑑
日本社会福祉対策研究会／編
日本社会福祉対策研究会 １９７０．４
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◆OH
住みよい日本 -国民生活の診断- 筑摩叢書
伊東光晴／［ほか］著 地域主義
岩波書店 １９６４．６ OH/36/171 1109336105
(ｘ，４２０ｐ １９ｃｍ)

OH/36/105 1109150662
◆OH

智慧の部隊 -一広報宣伝部員の記録-
◆OH 高野龍雄／著

成熟技術の活路 三笠書房 １９７９．６
合田周平／著 (２８６ｐ ２０ｃｍ)
ＰＨＰ研究所 １９７８．４ OH/36/167 1109151249
(２６０ｐ ２０ｃｍ)

OH/36/152 1109151173
◆OH

中国とその周辺
◆OH Ｈ・Ｅ・ソールスベリー／著 岡部達味／訳

世界のサラリーマン -先進国の暮らし- 経済往来社 １９６８．２
矢野智雄／編 (３０９ｐ １９ｃｍ)
日本経済新聞社 １９６４．１０ OH/36/86 1109150381
(２３０ｐ １８ｃｍ)
日経新書

OH/36/65 1109150191 ◆OH
中国の寓話 笑話篇
村山孚／編

◆OH 宝文館 １９５９．８
疎外と工業社会 (２４７ｐ ２０ｃｍ)
フランソワ・ペルー／著 森本和夫／訳 寓話 諺
紀伊国屋書店 １９７１．６ OH/36/41 1109149987
(１６２ｐ ２０ｃｍ)

OH/36/166 1109151074
◆OH

中年革命 -高齢化社会をどう生きるか-
◆OH 朝日新聞社会部／編

大航海時代へのイベリア -スペイン植民地主義の形成- 大陸書房 １９７７．７
飯塚一郎／著 (２３６ｐ １７ｃｍ)
中央公論社 １９８１．２ ムーブックス
236.04 高齢化社会
(２１８ｐ １８ｃｍ) OH/36/151 1109151165
中公新書
スペイン－歴史 大航海時代
4-12-100603-8 ◆OH

OH/36/116 1109150753 長寿村・棡原
古守豊甫／著
三滝社 １９７５．９

◆OH (６１０ｐ ２０ｃｍ)
第５２回国際ロータリー年次大会記念写真帖 OH/36/125 1109150829
東京ロータリー倶楽部／編
東京ロータリー倶楽部 １９６２．１
(１７０ｐ（図版解説共） ３３ｃｍ) ◆OH

OH/36/109 1109253920 天下一家物語 - 行動する"救け合い運動"の思想と真相-
鶴蒔靖夫／著
20世紀企画 １９７１．３

◆OH (２４７ｐ １８ｃｍ)
大衆 現代組織を考える
エリック・ホッファー／著 高根正昭／訳 OH/36/95 1109150480
紀伊国屋書店 １９６１．１２
(１９２ｐ ２０ｃｍ)

OH/36/85 1109150373 ◆OH
統計学古典選集 第１２巻
大原社会問題研究所／編

◆OH 栗田書店 １９４１．１
団結権擁護論 上巻 (４４０ｐ １９ｃｍ)
沼田稲次郎／著 OH/36/42 1109149995
勁草書房 １９５２．７
(１９８ｐ ２２ｃｍ)

OH/36/47 1109150043 ◆OH
統計学古典選集 第１０巻
大原社会問題研究所／編

◆OH 栗田書店 １９４４．５
地域の思想 (６４７ｐ １９ｃｍ)
増田四郎／著 OH/36/3 1109180164
筑摩書房 １９８０．４
(２６３ｐ １９ｃｍ)

- 7 -－326－



◆OH 碓井隆次／著
東南アジアの弟たち -素顔の南方特別留学生- 教育タイムス社 １９６６．６
上遠野寛子／著 (２７２ｐ １９ｃｍ)
三交社 １９８５．７ 児童福祉 貧困児童
(２７９ｐ　図版８枚 １９ｃｍ) OH/36/51 1109150084
留学 外国人（日本在留）

OH/36/30 1109149870
◆OH

なぜ聞いてくれないのか -人を動かすコミュニケーション-
◆OH Ｒ．Ｅ．ムーア／著 川勝久／訳

同盟１５年の歩み ダイヤモンド社 １９６９．１１
公江喜市郎，久山康／編 (２４２ｐ １９ｃｍ)
全関西私立大学国庫補助促進同盟 １９７９．６ OH/36/129 1109150860
(２８６ｐ ２２ｃｍ)

OH/36/117 1109150761
◆OH

なぜ社会主義をえらぶか
◆OH ジョン・ストレイチイ／著 宮地健次郎／訳

東洋的社会の理論 岩波書店 １９５３．９
ウィットフォーゲル／著 森谷克巳・平野義太郎／訳編 (１０，１９８ｐ １８ｃｍ)
日本評論社 １９３９．６ 岩波新書
(３２２，５４ｐ　図版 ２３ｃｍ) 社会主義
東洋的社会の理論(森谷克巳,平野義太郎共訳) 支那経済史の諸 OH/36/50 1109150076
基礎並びに諸段階(森谷克巳訳) 家族権威発達の経済史的基礎(
平野義太郎訳) 経済史の自然的諸基礎(宇佐美誠次郎,山本鉞治
共訳) ◆OH

OH/36/12 1109144558 ２１世紀の日本 -その国土と国民生活の未来像-
２１世紀の日本研究会／著
新建築社 １９７１．７

◆OH (３４３ｐ ３０ｃｍ)
都市 -その根底にあるもの- OH/36/121 1109192961
増田四郎／著
如水書房 １９５２．１２
(２０３ｐ １９ｃｍ) ◆OH

OH/36/26 1109149839 ２０世紀のマルクス主義
Ｒ・ガロディ／著 竹内良和／訳
紀伊国屋書店 １９６８．１０

◆OH (２７５ｐ ２０ｃｍ)
都市ゲリラ -７０年への暴動- 共産主義
市川宗明／著 OH/36/63 1109150175
原書房 １９６９．２
(２４９ｐ １８ｃｍ)

OH/36/73 1109150274 ◆OH
二十五年史
国家公務員共済組合連合会／編さん

◆OH 国家公務員共済組合連合会 １９７６．３
都市の日本人 (２９，１４５９ｐ ２６ｃｍ)
Ｒ．Ｐ．ド－ア／著 青井和夫，塚本哲人／共訳 OH/36/134 1109142602
岩波書店 １９６２．４
(３５６ｐ １９ｃｍ)
社会集団 ◆OH

OH/36/25 1109149821 二十五年史 資料編
国家公務員共済組合連合会／編さん
国家公務員共済組合連合会 １９７６．３

◆OH (１６，５８５，１５１ｐ ２６ｃｍ)
都市の理念 -都市計画法制定５０年記念- OH/36/135 1109144418
飯沼一省／著
都市計画法制定５０年・新法施行記念事業委員会 １９６９．
６ ◆OH
(４１０ｐ ２７ｃｍ) 日本がもし共産化したら
都市計画 高谷覚蔵／著

OH/36/53 1109142537 国民協会 １９６５．６
(８１ｐ １７ｃｍ)
国民協会シリーズ

◆OH OH/36/23 1109149805
ともに生きる -身障に正しい理解を-
身障友の会 １９７６．９
(２５１ｐ １５×１３ｃｍ) ◆OH

OH/36/128 1109150852 日本近代社会思想史
岸本英太郎・小山弘健／編著
青木書店 １９５９．１０

◆OH (３８０ｐ １９ｃｍ)
どんぞこのこども -釜ケ崎の徳風学校記- 社会思想－歴史
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OH/36/40 1109149979
◆OH

人間と社会と労働 -ライフサイクルとしての労働の探求-
◆OH 中山太郎／著

日本社会運動史 日本生産性本部 １９７２．８
赤松克麿／著 (３３５ｐ ２２ｃｍ)
岩波書店 １９５２．１ OH/36/137 1109150951
(１０，３３０ｐ　図版１枚 １８ｃｍ)
岩波新書
社会運動－歴史 ◆OH

OH/36/35 1109149920 長谷川労政
労働事情研究会／編
労務行政研究所 １９７６．１０

◆OH (２８５ｐ １８ｃｍ)
日本社会党史 労働行政
矢尾喜三郎／編 OH/36/146 1109151124
日本社会党史編纂会 １９６２．５
(６９，６４ｐ　図版 ３１ｃｍ)

OH/36/56 1109142545 ◆OH
福祉国家亡国論 -自由社会における福祉の限界-
山本勝市／著

◆OH 保険福祉開発研究財団 １９７５．１２
日本就職史 (２９８ｐ １９ｃｍ)
尾崎盛光／著 OH/36/112 1109150720
文芸春秋 １９６７．７
(３３３ｐ １９ｃｍ)
就職－歴史 ◆OH

OH/36/58 1109150126 福祉事業の現状
日本社会福祉対策研究会／編纂
日本社会福祉対策研究会 １９７６．１０

◆OH (３３５ｐ ３０ｃｍ)
日本人は変わったか 社会福祉
志水速雄／著 OH/36/158 1109144426
日本経済新聞社 １９７４．６
(１８６ｐ １８ｃｍ)
日経新書 ◆OH

OH/36/174 1109336303 福祉社会の展望
日本社会福祉対策研究会／編
日本社会福祉対策研究会 １９７５．１

◆OH (３３５ｐ ３１ｃｍ)
日本の自殺 OH/36/122 1109142594
グループ１９８４年／共同執筆
久野桂 ［出版年不明］
(８８ｐ ２９ｃｍ) ◆OH

OH/36/145 1109151116 福利厚生の話
高須裕三／著
日本経済新聞社 １９６８．７

◆OH (２２０ｐ １８ｃｍ)
日本の福祉 日経文庫
日本社会福祉対策研究会／編 福利厚生
日本社会福祉対策研究会 １９７４．２ OH/36/154 1109151181
(３０７ｐ ３０ｃｍ)
社会福祉

OH/36/162 1109144434 ◆OH
婦人論 上巻
ベーベル／著 伊東勉，土屋保男／共訳

◆OH 大月書店 １９５８．５
人間拡張の原理 -メディアの理解- (２５５ｐ １９ｃｍ)
マーシャル・マクルーハン／著 後藤和彦，高儀進／訳 婦人問題
竹内書店新社 １９６７．１１ OH/36/66 1109150209
(９，４６８ｐ １９ｃｍ)

OH/36/82 1109150340
◆OH

文明としてのイエ社会
◆OH 村上泰亮／〔ほか〕著

人間動物園 中央公論社 １９７９．８
デスモンド・モリス／著 矢島剛一／訳 (６１２ｐ ２２ｃｍ)
新潮社 １９７０．１１ 内容：多系的発展の一般図式，日本社会の組織原則，イエ社会
(２６４ｐ １９ｃｍ) の進化，イエ社会の展望と選択
新潮選書 社会組織－日本 日本－歴史
行動 比較心理学 人間生態学 OH/36/118 1109150779

OH/36/123 1109150803
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◆OH ロシア－政治－歴史－１９１７～１９３６
マーシャル・マルクス・現代 -多次元の社会- OH/36/62 1109150167
クラーク・カー／著 宮崎犀一／訳
東洋経済新報社 １９７３．４
(２３３，１１ｐ １９ｃｍ) ◆OH

OH/36/155 1109151199 恋愛論
スタンダール／著 生島遼一／訳 鈴木昭一郎／訳
人文書院 １９６３．１１

◆OH (４１４ｐ　図版 ２０ｃｍ)
民族心理より見たる政治的社会 恋愛
ヴント・ヴィルヘルム／著 平野義太郎／訳 OH/36/72 1109150266
日本評論社 １９３８．１２
(４００，２７ｐ ２３ｃｍ)
民族心理学 社会－歴史 政治－歴史 ◆OH

OH/36/7 1109149730 労資問題の将来 -附国鉄の再建について-
末弘巌太郎，藤原銀次郎／著
講談社 １９５２．１

◆OH (１９２ｐ １９ｃｍ)
ゆたかな社会 労働問題
ジョン・ケネス・ガルブレイス／著 鈴木哲太郎／訳 OH/36/34 1109149912
岩波書店 １９６０．５
(３４１ｐ １９ｃｍ)
社会学 アメリカ合衆国－社会 ◆OH

OH/36/79 1109150316 労働組合運動の歴史 上巻
シドニー・ウエップ，ピアトリス・ウエップ／著 飯田鼎，高
橋洸／訳

◆OH 日本労働協会 １９７３．３
ゆるぎなき結婚 (２３，４８５ｐ ２２ｃｍ)
マックス・ピカート／著 佐野利勝／訳 労働組合－イギリス－歴史
みすず書房 １９５７．６ OH/36/115 1109150746
(２３６ｐ １９ｃｍ)
結婚

OH/36/59 1109150134 ◆OH
労働者
Ｇ．Ｄ．Ｈ．コール／著 和田耕作／訳

◆OH 紀伊国屋書店 １９５７．１１
ようこそアメリカへ -生活習慣から文化理解まで- (１４６ｐ １９ｃｍ)
ジャン・ウィルト／著 サイマル・アカデミー翻訳科／訳 OH/36/36 1109149938
サイマル出版会 １９８６．７
(３１９ｐ １９ｃｍ)

OH/36/48 1109150050 ◆OH
労働白書 昭和４３年版
労働省／編

◆OH 大蔵省印刷局 １９６８．７
ヨーロッパからの発想 (３０５ｐ ２１ｃｍ)
木村尚三郎／著 OH/36/64 1109150183
講談社 １９７８．９
(２７０ｐ ２０ｃｍ)
ヨーロッパ－社会 ◆OH

OH/36/173 1109329274 労働法概論
林信雄／著
三笠書房 １９６０．１２

◆OH (３３１ｐ ２２ｃｍ)
世論と群集 労働法
Ｇ．タルド／著 稲葉三千男／訳 OH/36/43 1109150001
未来社 １９６４．３
(２６６ｐ １９ｃｍ)

OH/36/31 1109149888 ◆OH
勞働法研究
末弘厳太郎／著

◆OH 改造社 １９２６．１０
留学生が見た日本 -１０年目の魅力と批判- (５４１ｐ ２０ｃｍ)
岩男寿美子・萩原滋／著 労働法
サイマル出版会 １９８７．２ OH/36/46 1109150035
(２６０ｐ １９ｃｍ)

OH/36/71 1109150258
◆OH

労働問題と共産主義
◆OH 木下広居／著

レーニンの最後の闘争 日本民主協会 １９７４．３
モッシェ・レヴィン／著 河合秀和／訳 (１７９ｐ １９ｃｍ)
岩波書店 １９６９．１０ 共産主義
(２０８ｐ １９ｃｍ) OH/36/142 1109151009

- 10 -－329－



◆OH
わが国の公的年金 -国民年金を中心にして-
野田卯一／著
日本国民年金協会 １９６６．１２
(５１２ｐ １９ｃｍ)

OH/36/153 1109151041

◆OH
私の福祉社会論 -あすの世代へのメッセージ-
染谷誠／著
思学社 １９７８．６
(１７４ｐ １９ｃｍ)
社会福祉

OH/36/132 1109150928

◆OH
私はこう思う -アメリカ労働組合員の意見-
シオドア・Ｖ・パーセル／著 稲本国雄／訳
時事通信社 １９６０．７
(２７０ｐ １８ｃｍ)
時事新書

OH/36/55 1109150118

◆OH
ＥＮＧＬＩＳＨ　ＣＨＡＲＡＣＴＥＲＩＳＴＩＣＳ
ｂｙ　Ｗｉｌｈｅｌｍ　Ｄｉｂｅｌｉｕｓ　 ｅｄｉｔｅｄ　
ｗｉｔｈ　ｉｎｔｒｏｄｕｔｉｏｎ　ａｎｄ　ｎｏｔｅｓ　ｂ
ｙ　Ｋ．Ｍｉｔｓｕｉ
成美堂 １９６０．９
(８１ｐ １９ｃｍ)

OH/36/74 1109150282

◆OH
Ｉｎｄｕｓｔｒｉａｌｉｚａｔｉｏｎ　ａｎｄ　Ｌａｂｏｒ－
Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ　Ｒｅｌａｔｉｏｎｓ　ｉｎ　Ｊａｐａ
ｎ
ｂｙ　Ｎａｋａｙａｍａ　Ｉｃｈｉｒｏ
Ｔｈｅ　Ｊａｐａｎ　Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ　ｏｆ　Ｌａｂｏｕ
ｒ １９７５
(３９０ｐ ２４ｃｍ)

OH/36/164 1109151231

◆OH
Ｍａｒｒｉｅｄ　ｌｏｖｅ -ａ　ｎｅｗ　ｃｏｎｔｒｉｂｕｔ
ｉｏｎ　ｔｏ　ｔｈｅ　ｓｏｌｕｔｉｏｎ　ｏｆ　ｓｅｘ　ｄ
ｉｆｆｉｃｕｌｔｉｅｓ-
ｂｙ　Ｍａｒｉｅ　Ｃａｒｍｉｃｈａｅｌ　Ｓｔｏｐｅｓ
１０ｔｈ　ｅｄ．
Ｇ．Ｐ．Ｐｕｔｎａｍ’ｓ　Ｓｏｎｓ １９２２．６
(１９１ｐ １９ｃｍ)

OH/36/67 1109150217
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◆OH 岩波書店 １９６６．７
遊びと勉強 -子どもはどう変ったか- (２０６ｐ １８ｃｍ)
深谷昌志，深谷和子／著 岩波新書
中央公論社 １９７６ 育児
(１８２ｐ １８ｃｍ) OH/37/16 1109151389
中公新書
児童文化

OH/37/54 1109151710 ◆OH
会員名簿 昭和３２年７月
香川大学学芸学部／編

◆OH 香川大学学芸学部同窓会 １９５７．１０
新しい学風を興すために -大学生による阿蘇合宿教室の記録よ (３７８，９７ｐ ２２ｃｍ)
り - OH/37/81 1109317220
大学教官有志協議会国民文化研究会／編
国民文化研究会 １９６３．５
(２４８ｐ １８ｃｍ) ◆OH

OH/37/82 1109311108 学習指導の最低必要量
松永健哉／著
同学社 １９５７．３

◆OH (２１４ｐ １８ｃｍ)
新しい教育課程 -小・中学校- OH/37/21 1109151421
文部省／著
７版
大日本図書 １９６０．２ ◆OH
(１８４ｐ １８ｃｍ) 学制八十年史
広報資料 文部省／編

OH/37/15 1109151371 大蔵省印刷局 １９５４．３
(１９，１１８２，３８ｐ　図版４枚 ２２ｃｍ)
日本－教育－歴史

◆OH OH/37/1 1109151264
新しい消費者教育を求めて
生命保険文化センター／編
家政教育社 １９８１．８ ◆OH
(２７９ｐ ２２ｃｍ) 官学と私学

OH/37/70 1109152270 早川広正／著
永田書房 １９７４．４
(２５６ｐ １９ｃｍ)

◆OH OH/37/45 1109151637
生けるペスタロッチー -三つの社会教育学的省察-
テオドール・リット／著 柴谷久雄・杉谷雅文／共訳
理想社 １９６０．６ ◆OH
(１７０ｐ １９ｃｍ) 教育哲学 -教育学はどこへゆく-

OH/37/40 1109151587 長田新／著
岩波書店 １９５９．８
(１１，３０４ｐ ２２ｃｍ)

◆OH 教育哲学
動きはじめた大学改革 OH/37/4 1109151298
天城勲／編
サイマル出版会 １９７９．３
(２４４ｐ １９ｃｍ) ◆OH
大学から高等教育へ 教育の仕方

OH/37/62 1109151793 カール・ヒルティ／著 守谷英次／訳
訂再版
近藤書店 １９４２．９

◆OH (３００ｐ １９ｃｍ)
英語教育大論争 OH/37/5 1109151306
平泉渉，渡部昇一／著 渡部昇一
文藝春秋 １９７５．１１
(２３７ｐ ２０ｃｍ) ◆OH
英語教育 教育の未来像 -伊瀬仙太郎先生教育論集-

OH/37/56 1109151736 伊瀬仙太郎／著
伊瀬仙太郎先生退官記念の会 １９７７．６
(３２８ｐ ２２ｃｍ)

◆OH OH/37/83 1109315463
大阪大学工学部溶接工学科創設三十年誌
大阪大学工学部溶接工学教室 １９７５．３
(１４６ｐ ２７ｃｍ) ◆OH

OH/37/65 1109152221 教育百年史 -写真集-
国勢研究所／編
日本教育振興会 １９６７．４

◆OH (１５８ｐ（おもに図版） ２７×３７ｃｍ)
おやじ対こども OH/37/18 1109253938
松田道雄／著
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◆OH
◆OH 効果的な学習法による教職教養総点検

教育論 高橋鉄雄／編著
アラン／著 水野成夫，矢島剛一／共訳 自由現代社 ［１９８０］
再版 (２８９ｐ １９ｃｍ)
酣燈社 １９４９．１０ OH/37/61 1109151785
(３９０ｐ １９ｃｍ)
教育学

OH/37/6 1109151082 ◆OH
高校生手帳 １
「高校生手帳」編集委員会／編

◆OH 三一書房 １９６１．１
教科書の変遷 -東京書籍五十年の歩み- (２２０ｐ １８ｃｍ)
東京書籍株式会社々史編集委員会／編 高等学校
東京書籍 １９５９．１１ OH/37/9 1109151314
(５９１ｐ　図版９枚 ２２ｃｍ)
東京書籍株式会社－歴史 教科書－歴史

OH/37/3 1109151280 ◆OH
高校生手帳 ２
「高校生手帳」編集委員会／編

◆OH 三一書房 １９６１．２
慶応義塾百年史 下巻 (１９２ｐ １８ｃｍ)
慶応義塾／編 高等学校
慶応義塾 １９６８．１２ OH/37/10 1109151322
(８２４ｐ　図版 ２２ｃｍ)
慶応義塾

OH/37/33 1109151512 ◆OH
高校生手帳 ３
「高校生手帳」編集委員会／編

◆OH 三一書房 １９６１．３
慶応義塾百年史 中巻（後） (２２２ｐ １８ｃｍ)
慶応義塾／編 高等学校
慶応義塾 １９６４．１０ OH/37/11 1109151330
(１０，１０６５ｐ ２２ｃｍ)
慶応義塾－歴史

OH/37/31 1109151496 ◆OH
高校生手帳 ４
「高校生手帳」編集委員会／編

◆OH 三一書房 １９６１．４
慶応義塾百年史 上巻 (２１４ｐ １８ｃｍ)
慶応義塾／編 高等学校
慶応義塾 １９５８．１１ OH/37/12 1109151348
(６，７，８１９ｐ ２２ｃｍ)
慶応義塾－歴史

OH/37/29 1109151470 ◆OH
高校生手帳 ５
「高校生手帳」編集委員会／編

◆OH 三一書房 １９６１．５
慶応義塾百年史 別巻 (２０７ｐ １８ｃｍ)
慶応義塾／編 高等学校
慶応義塾 １９６２．８ OH/37/13 1109151355
(９１１ｐ ２２ｃｍ)
慶応義塾－歴史

OH/37/32 1109151504 ◆OH
高次元の人間教育 -今までの教育・これからの教育　学校・家
庭・社会教育-

◆OH 小比賀秀孝／著
慶応義塾百年史 中巻（前） ［小比賀秀孝］ １９８０．３
慶応義塾／編 (１６２ｐ １９ｃｍ)
慶応義塾 １９６０．１２ OH/37/50 1109151686
(１０，８６０ｐ　図版１枚 ２２ｃｍ)
慶応義塾－歴史

OH/37/30 1109151488 ◆OH
国民のための大学 -文教制度調査会中間報告案-
自由民主党政務調査会／編

◆OH 自由民主党広報委員会出版局 １９６９．３
経済発展と教育 -現代教育改革の方向- (３５４，７３ｐ ２１ｃｍ)
Ａ．Ｈ．ハルゼー／他編 清水義弘／監訳 OH/37/19 1109151405
東京大学出版会 １９６３．３
(２６６ｐ ２２ｃｍ)

OH/37/67 1109152247 ◆OH
子どものしつけと学校生活
清水義弘／著
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東京大学出版会 １９８３．１２ ◆OH
(２５７ｐ １９ｃｍ) 青年運動の諸問題 -働く若人事務局長を辞任するにあたって-
ＵＰ選書 大西英司／著

OH/37/79 1109152320 「青年運動の諸問題」出版委員会 １９６７．７
(１７６ｐ １８ｃｍ)

OH/37/37 1109151553
◆OH

子供は知っている
竹田敏彦／著 ◆OH
講談社 １９５８．５ 青年と教養
(２２０ｐ １８ｃｍ) 安倍能成／著
ロマン・ブックス 岩波書店 １９４０．１１

OH/37/26 1109151447 (４０６ｐ ２０ｃｍ)
OH/37/7 1109151090

◆OH
コンピュータ教育に関する報告書 第１集（昭和４４年度分） ◆OH
日本経営情報開発協会／［編］ 教育問題研究委員会／［編］ 世界新教育会議報告書
日本経営情報開発協会 １９７０．５ 世界教育日本協会 １９７４．１１
(５８０ｐ ２５ｃｍ) (５１５ｐ ２７ｃｍ)
経情協 OH/37/64 1109152213

OH/37/60 1109151777

◆OH
◆OH 世田谷の私立幼稚園 -協会結成２５周年社団法人設立記念-

財団法人島岡教育基金十年を省みて 世田谷区私立幼稚園協会 ［出版年不明］
島岡教育基金／編 (１冊 ３８ｃｍ)
島岡教育基金 １９７７．２ OH/37/76 1109253946
(１５４ｐ ２２ｃｍ)

OH/37/75 1109152379
◆OH

０歳からの母親作戦
◆OH 井深大／著

十年の歩み ごま書房 １９７９．１
サン・パウロ学生会／［編］ (２１８ｐ １９ｃｍ)
サン・パウロ学生会 １９６５．１ ゴマブックス
(１５９ｐ ２４ｃｍ) 家庭教育

OH/37/86 1109339232 OH/37/46 1109151645

◆OH ◆OH
新樹 全国教科書供給協会二十年史
新樹編集部員／共編 全国教科書供給協会 １９６８．１１
森村学園男子部ＰＴＡ １９６０．９ (４５８ｐ ２２ｃｍ)
(２１３ｐ ２０ｃｍ) OH/37/71 1109152338

OH/37/28 1109151462

◆OH
◆OH 全国定通教育三十周年記念誌

尋常小学国語読本 巻４ 全国高等学校定時制教育通信制教育３０周年記念会・記念誌編
［出版者不明］ ［出版年不明］ 集委員会／編
(９６ｐ ２３ｃｍ) 全国高等学校定時制教育通信制教育３０周年記念会 １９７７
教科書 ．９

OH/37/48 1109151660 (２，３，２５０ｐ ２２ｃｍ)
通信教育 定時制高等学校

OH/37/68 1109152254
◆OH

人類への一里塚 -文化交流と教育改革-
永井道雄／著 ◆OH
日本放送出版協会 １９７６．３ 戦後日本に教育はなかった -誰にも不愉快な教育論-
(２５２ｐ ２０ｃｍ) 志水速雄／著

OH/37/69 1109152262 講談社 １９７７．９
(２６３ｐ ２０ｃｍ)

OH/37/84 1109339182
◆OH

スパルタ教育 -強い子どもに育てる本-
石原慎太郎／著 ◆OH
光文社 １９６９．１１ 先生へ、愛情をこめて
(２３１ｐ １８ｃｍ) Ｅ．Ｒ．ブレイスウェイト／著 マックリーヴェ阿矢子／訳
カッパ・ホ－ムス 毎日新聞社 １９６０．８

OH/37/25 1109151439 (３０４ｐ ２０ｃｍ)
OH/37/38 1109151561
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桐陰会名簿発行委員会 １９６１．１１
◆OH (３２２ｐ ２１ｃｍ)

創造性を開発する授業 -発散と自己制御の学習- OH/37/14 1109151363
香川大学教育学部付属坂出中学校／編
明治図書出版 １９６７．１０
(１９９ｐ ２２ｃｍ) ◆OH
教育指導 二十年史

OH/37/73 1109152353 日本私立中学高等学校連合会／編
日本私立中学高等学校連合会 １９６７．１１
(７３５ｐ ２２ｃｍ)

◆OH OH/37/52 1109151694
創造性を育てる学習過程
香川大学学芸学部附属坂出小学校／著
明治図書出版 １９６８．５ ◆OH
(２９３ｐ ２２ｃｍ) 日本育英会二十年記念誌

OH/37/66 1109152239 日本育英会／編
日本育英会 １９６４．３
(４５６ｐ　図版４枚 ２６ｃｍ)

◆OH 育英事業
大学改造の針路 -明日の大学の未来像を語る- OH/37/22 1109144442
松下国際政治研究所 １９６９．３
(１０６ｐ １８ｃｍ)
現代への提言シリーズ ◆OH
大学改造のシンポジューム(石川忠雄等) 現代における大学問 日本教育の進路 -道徳教育の根本問題-
題の基本的考察(松下正寿) 東大紛争に現われた精神構造の病 平塚益徳／著
理(松下正寿) ６版

OH/37/59 1109151769 広池学園出版部 １９６６．１０
(１冊 １９ｃｍ)
ＲＥＩＲＯ－ＢＯＯＫＳ

◆OH 道徳教育
大学とは何か -世界の大学・日本の大学・関西学院- OH/37/27 1109151454
関西学院広報委員会／編
関西学院 １９７５．８
(４６６ｐ １９ｃｍ) ◆OH
関西学院を考えるシリーズ 日本私立大学連盟・二十年史

OH/37/43 1109151611 日本私立大学連盟／編
日本私立大学連盟 １９７２．１
(６４８Ｐ ２２ｃｍ)

◆OH 私立大学
大学はかくありたい -別冊塾生案内- OH/37/39 1109151579
慶應義塾大学 １９６５．４
(１８０ｐ １７ｃｍ)

OH/37/17 1109151397 ◆OH
日本大学七十年略史
日本大学 １９５９．１０

◆OH (１１，５０７，４４ｐ ２２ｃｍ)
玉川教育 １９７３年版 OH/37/2 1109151272
玉川大学出版部 １９７３．７
(１２７ｐ ２８ｃｍ)

OH/37/58 1109151751 ◆OH
日本大学創立７０年記念論文集 第４巻　自然科学編
日本大学／編

◆OH 日本大学 １９６０．１０
中国社会主義教育の発展 (６０２ｐ ２７ｃｍ)
小林文男／編 OH/37/24 1109144467
アジア経済研究所 １９７５．２
(２３３ｐ ２２ｃｍ)
アジア経済調査研究双書 ◆OH
中国－教育 日本大学創立７０年記念論文集 第３巻　自然科学編

OH/37/63 1109151801 日本大学／編
日本大学 １９６０．１０
(６５３ｐ ２７ｃｍ)

◆OH OH/37/23 1109144459
朝会・校長の話 -朝の小鳥-
大沼紋哉／著
新紀元社 １９７４．１１ ◆OH
(３３０ｐ ２０ｃｍ) 日本電子工学院三十年史

OH/37/53 1109151702 日本工学院三十年史編纂委員会／編
日本電子工学院 １９７７．５
(３１５ｐ ２７ｃｍ)

◆OH OH/37/51 1109144475
桐陰会名簿 昭和３６・３７年度
西園寺不二男／編
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◆OH 長尾茂／著
日本の教育 -戦後３５年の光と陰「ドキュメント」- ｐａｒｔ 上田書店 １９７４．１
　１ (２８０ｐ １９ｃｍ)
角間隆／著 家庭教育
佼成出版社 １９８０．１ OH/37/44 1109151629
(３３４ｐ ２０ｃｍ)
日本－教育－歴史－昭和時代（１９４５年以後）

OH/37/55 1109151728 ◆OH
名城大学創立二十周年記念論文集 法学編
法律文化社 １９６６．１２

◆OH (３１３ｐ ２２ｃｍ)
日本の教育を考える -新しい世紀を開く教育への提言- 村と町(西本頴) 近世における所持(浜口秀夫) 黎明期の不能犯
有田一寿／著 判例史(西山富夫) 公共組合の法理(矢野勝久) ギアコメティ法
第一法規出版 １９７６．５ 治国行政と公法契約(長尾久衛) 教科書の検定は違憲か(中山健
(２７６ｐ １９ｃｍ) 男) 課税の平等性の原則(波多野弘) イギリスの公社制度にお

OH/37/36 1109151546 ける労働者および消費者の利益保護(柏木駿) 組合員の権利義
務(序論)(土生滋穂) 権利の不行使について(本城武雄) Hire-P
urchaseの意義(村井藤十郎) 議決権の不統一行使(高橋正蔵) 

◆OH 訴訟抗弁,ビューローのexceptio praeiudicii論とゴールドシ
日本の高校 -成功と代償- ュミットによるその批判について(坂口裕英) ロンドンのグリ
トーマス・ローレン／著 友田泰正／訳 ーン・ベルト(清水英男)
サイマル出版会 １９８８．３ OH/37/57 1109151744
(３８１ｐ １９ｃｍ)
引用・参考文献：ｐ３６７～３８１
高等学校－日本 ◆OH
4-377-10777-1 森村学園六十年史

OH/37/78 1109261097 森村学園同窓会学園史編纂委員会／編
森村学園 １９７０．１０
(３７４ｐ ２１ｃｍ)

◆OH OH/37/42 1109151603
人をつくる科学教育
河野宗一／著
醇和同窓会 １９６５．１１ ◆OH
(１９０ｐ １９ｃｍ) 山梨学院大学三十年史

OH/37/8 1109151108 山梨学院大学 １９７７．２
(７２６ｐ ２２ｃｍ)

OH/37/72 1109152346
◆OH

一橋人脈譜
杉本泰三／編 ◆OH
財界評論社 １９６９．５ 幼稚園では遅すぎる -真の幼児教育とは何か-
(４５９ｐ ２２ｃｍ) 井深大／著

OH/37/34 1109151520 ごま書房 １９７１．６
(２５４ｐ １９ｃｍ)
ゴマブックス

◆OH OH/37/47 1109151652
藤村学園八十年のあゆみ
藤村学園 １９８３．５
(２０５ｐ ２７ｃｍ) ◆OH
藤村学園八十年の年譜：ｐ１９９～２０３ よみがえれ教育の心
藤村学園 貞広保雄／著

OH/37/35 1109151538 貞広保雄 １９７６．９
(３０３ｐ １９ｃｍ)

OH/37/49 1109151678
◆OH

文苑 -卒業記念-
暁星中学校 １９５３．３ ◆OH
(１８１ｐ ２１ｃｍ) わが子の顔が見られるか -川上源太郎教育対談-

OH/37/80 1109311090 川上源太郎／著
講談社 １９７７．５
(２２３ｐ １８ｃｍ)

◆OH 教育
へき地教育の振興 OH/37/85 1109336154
全国へき地教育研究連盟／編
東洋館出版社 １９６５．１
(２５６ｐ ２２ｃｍ) ◆OH
講座・へき地の教育 私の大学再建案
へき地教育 高橋義孝／［ほか］著

OH/37/74 1109152361 新潮社 １９６９．２
(２２１ｐ ２０ｃｍ)
内容：序「反対の一致」（高橋義孝）　国立大学廃止論（会田

◆OH 雄次）　学制改革の必要と学生参加の限界（池田進）　大衆社
ほんとの「教育ママ」 会における大学の権威と使命（市村真一）　教育の原形にもと
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れ（梅原猛）　カレッジとしての“大学”（江藤淳）　大学エ
ゴイズムの克服（大島康正）　大学の中央集権化を排す（高坂
正堯）　知識産業としての大学（香山健一）　「引き出す」教
育の理想（小堀憲）　大学生とその母親（向坂逸郎）　新しい
大学像を求めて（隈谷三喜男）　医学教育改革思案（中川米造
）　言わでものこと（中野好夫）　紛争のなかでの幻想（西義
之）　教育制度改革私見（福田恆存）　インター・ユニヴァー
シティ論（藤本陽一）　新制大学の矛盾（増田義郎）　大学改
革（三浦朱門）　抜本的改革を（松村剛）　大学改革思案（守
谷美賀雄）
大学

OH/37/41 1109151595

◆OH
私はどう教えてきたか
片岡安／著
同文館 １９５６．８
(２７５ｐ １９ｃｍ)

OH/37/20 1109151413

◆OH
Ｙａｌｅ -ａ　ｐｉｃｔｏｒｉａｌ　ｈｉｓｔｏｒｙ-
［ｂｙ］　Ｒｅｕｂｅｎ　Ａ．Ｈｏｌｄｅｎ　
Ｙａｌｅ　Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ　Ｐｒｅｓｓ １９６７
(１ｖ．（ｃｈｉｅｆｌｙ　ｉｌｌｕｓ．（ｐａｒｔ　ｃｏｌ
．）　ｍａｐｓ，　ｐｏｒｔｓ．） ２６ｃｍ)
Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ　ｓｅｒｉｅｓ

OH/37/87 1109339497
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◆OH 著三村侑弘／著
江戸の生活 日本文華社 １９６４．１０
三田村鳶魚／著 (２３９ｐ １８ｃｍ)
大東出版社 １９４１．１１ 文華新書
(３１７ｐ １９ｃｍ) OH/38/13 1109152403
大東名著選

OH/38/5 1109152452
◆OH

ことわざは生きている
◆OH 村山熊太／著

大宮久　黒川良子結婚祝辞集 学論社 １９６６．１０
［出版者不明］ ［１９７０］ (２３２，７ｐ １８ｃｍ)
(１３３枚 ２２ｃｍ) OH/38/20 1109157279

OH/38/21 1109157287

◆OH
◆OH これだけは知らねばならない -金マネー- ８

沖縄結縄考 新生活研究会／編
田代安定／著 長谷部言人／校訂 青春出版社 １９６１．２
養徳社 １９４５．７ (１８２ｐ １８ｃｍ)
(２２７ｐ　図版 ２２ｃｍ) ライフ・ブックス
甲鳥学書 OH/38/15 1109157220
琉球－風俗・習慣 結縄文字

OH/38/28 1109157345
◆OH

婚姻の話
◆OH 柳田國男／著

帯の変遷史 -いづくら織物株式会社創立十周年記念- 岩波書店 １９４８．８
吉川観方／著 (３１２ｐ １９ｃｍ)
いづくら商事 １９６３．１１ OH/38/7 1109152478
(９７ｐ（おもに図版） ２４ｃｍ)
帯－歴史

OH/38/1 1109152411 ◆OH
シナ民族性の解明 -日本シナ学の空白を衝く-
池田正之輔／著

◆OH 内外事情研究所 １９７１
女の風土記 (４２２ｐ １９ｃｍ)
谷川健一／〔著〕 中国－歴史
読売新聞社 １９７５．１０ OH/38/30 1109157360
367.21
(２５０ｐ ２０ｃｍ)
女性－日本－歴史 ◆OH

OH/38/35 1109152296 女性のためのエチケット
吉沢勝子・小堀宗慶・与儀八重子／著
新樹社 １９７２．８

◆OH (２７０ｐ １９ｃｍ)
冠婚葬祭入門 -いざというとき恥をかかないために- OH/38/16 1109157238
塩月弥栄子／著
光文社 １９７０
(２３４ｐ １８ｃｍ) ◆OH
カッパ・ホ－ムス 新交際考 -日本とイギリス-

OH/38/23 1109157303 木村治美／著
文藝春秋 １９７９．１１
(２４１ｐ ２０ｃｍ)

◆OH OH/38/38 1109152312
北の人
金田一京助／著
再版 ◆OH
青磁社 １９４２．３ 生活の古典 -民俗学入門-
(３０１ｐ １９ｃｍ) 牧田茂／著

OH/38/6 1109152460 角川書店 １９５２．１
(２１２ｐ １８ｃｍ)
角川新書

◆OH 民俗学
元禄小袖からミニ・スカ－トまで OH/38/9 1109152494
戸板康二／著
サンケイ新聞社出版局 １９７２
(２５４ｐ（おもに図） １９ｃｍ) ◆OH

OH/38/33 1109157394 戦後風俗史
戸川猪佐武／著
雪華社 １９６０．４

◆OH (４２７ｐ ２０ｃｍ)
コトバ癖で成功する法 日本－歴史－現代
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OH/38/4 1109152445 ◆OH
人とつきあう法
Ｊ．Ｓ．ニーレンバーグ／著 金田昇／訳

◆OH 創元社 １９７３．１０
太平洋民族誌 (２５３ｐ １９ｃｍ)
松岡静雄／著 人間関係
岩波書店 １９４１．７ OH/38/12 1109152395
(１０，３２９ｐ　地図 １８ｃｍ)

OH/38/31 1109157378
◆OH

人とつき合う法
◆OH 河盛好蔵／著

ティファニーのテーブルマナー 新潮社 １９５８．１０
Ｗ．ホービング／著 Ｊ．ユーラ／絵 後藤鎰尾／訳 (１８２ｐ ２０ｃｍ)
鹿島研究所出版会 １９６９．１２ OH/38/10 1109152502
(９５ｐ ２０ｃｍ)
食事作法

OH/38/32 1109157386 ◆OH
不心得１２楽章 -ぼくの女性へのアドバイス-
団伊玖磨／著

◆OH 文化服装学院出版局 １９６４．１
日本生活変遷史 -衣食住- (２３２ｐ １９ｃｍ)
日本風俗史研究会／編著 OH/38/19 1109157261
内外タイムス社 １９５９．９
(１冊 ３１ｃｍ)

OH/38/24 1109144483 ◆OH
文化人類学の世界 -人間の鏡-
クライド・クラックホーン／著 外山滋比古，金丸由雄／訳

◆OH 講談社 １９７１．７
日本的思考の原型 -民俗学の視角- (２２９ｐ １８ｃｍ)
高取正男／著 講談社現代新書
講談社 １９７５．８ 文化人類学
(１９７ｐ １６ｃｍ) OH/38/8 1109152486
講談社現代新書
民俗学

OH/38/36 1109152288 ◆OH
文明の作法 -ことわざ心景-
京極純一／著

◆OH 中央公論社 １９７０
日本の伝説 １ (１９５ｐ １８ｃｍ)
松谷みよ子／著 丸木位里／等絵 中公新書
講談社 １９７０．３ OH/38/18 1109157253
(１５０ｐ ２３ｃｍ)

OH/38/11 1109152387
◆OH

未開の顔・文明の顔
◆OH 中根千枝／著

日本礼法入門 ６版
小笠原清信／著 中央公論社 １９６９．１０
ごま書房 １９７３ (２５６ｐ ２０ｃｍ)
(２３４ｐ １９ｃｍ) 社会人類学
ゴマブックス OH/38/27 1109157337

OH/38/29 1109157352

◆OH
◆OH 宮座の研究

人間を求めて 肥後和男／著
石田英一郎／著 弘文堂書房 １９４１．８
角川書店 １９６８．５ (５３８ｐ ２２ｃｍ)
(２５１ｐ ２０ｃｍ) 宮座
民族学 OH/38/2 1109152429

OH/38/22 1109157295

◆OH
◆OH 武蔵野むかしむかし　上巻

ハワイ歳時記 朝日新聞社／編
元山玉萩／編 人物往来社 １９６３．１１
博文堂 １９７０．９ (２５４ｐ ２０ｃｍ)
(４３１ｐ １４×１９ｃｍ) OH/38/17 1109157246
俳諧－作句用書

OH/38/34 1109157402
◆OH

大和の伝説
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高田十郎／等編
増補版
大和史跡研究会 １９６０．１
(５５４ｐ １９ｃｍ)

OH/38/3 1109152437

◆OH
ラインの伝説
吾孫子豊／著
４版
吾孫子鶴千代 １９７６．２
(４０６ｐ １９ｃｍ)
伝説－ドイツ

OH/38/37 1109152304

◆OH
ラテン的日本人 -ブラジル二世の発言-
大野盛雄／編著
日本放送出版協会 １９６９．５
(２０２ｐ １８ｃｍ)
ＮＨＫブックス
日本人（ブラジル在留）

OH/38/26 1109157329

◆OH
話術 -ズバリ名言で語る話し方-
山名正太郎／著
六月社 １９５５．７
(１６６ｐ １８ｃｍ)
話術

OH/38/25 1109157311

◆OH
私とあなたのエチケット
原奎一郎／著
文陽社 ［１９５７］
(１９８ｐ １８ｃｍ)
礼儀作法

OH/38/14 1109157212
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◆OH (３６４ｐ ２０ｃｍ)
一軍人の思想 日本－国防－歴史
ハンス・フォン・ゼークト／著 篠田英雄／訳 OH/39/18 1109157576
岩波書店 １９４０．５
(１８８ｐ １８ｃｍ)
岩波新書 ◆OH

OH/39/15 1109157543 軍閥興亡史 ［第３］
伊藤正徳／著
文芸春秋新社 １９５８．１２

◆OH (３９０ｐ ２０ｃｍ)
海軍五十年史 日本－国防－歴史
佐藤市郎／著 OH/39/19 1109157584
鱒書房 １９４３．５
(４０５ｐ １９ｃｍ)

OH/39/4 1109157436 ◆OH
軍備競争 -世界軍縮のプログラム-
ノエル=ベーカー／著 前芝確三／訳 山手治之／訳

◆OH 岩波書店 １９６３．１
海戦 (５４０ｐ １９ｃｍ)
Ｈ．ボールドウィン／著 実松譲／訳 軍備－ドイツ
フジ出版社 １９６８．１０ OH/39/33 1109157709
(２８２ｐ １９ｃｍ)

OH/39/40 1109157766
◆OH

現代防衛論集 第１巻
◆OH 防衛研究社 １９６５．３

北からの侵略 -北ベトナムの南ベトナム征服作戦の記録　米国 (２６７ｐ ２７ｃｍ)
国務省報告- 防衛について(赤沢正道) 戦は総て計り事なり(荒木貞夫) 民族
米国大使館文化交換局出版部 １９６５．３ 意識と国防(池田正之輔) 積極中立こそ安全保障の途(石橋政嗣
(１１２ｐ ２１ｃｍ) ) 思想戦の一容相(一水伝) 防衛雑感(大島竹治) 国防と教育(
国務省刊行物 大谷贇雄) 防衛意識の昂揚(大平正芳) 不戦防衛談義(大山量士

OH/39/20 1109157592 ) 国防について(岡崎勝男) 戦中派の国防損得論(笠原昭三) 日
本の防衛と自衛隊(加藤陽三) 国防の任(木村篤太郎) わが国の
安全保障に対する基本的態度について(源田実) 中共の核実験(

◆OH 小谷秀二郎) 国防問題について(佐々木義武) 国防論(佐伯喜一
機密兵器の全貌 ) 自主防衛(志賀健次郎) 戦後の二十年とこれからの日本(下村
千藤三千造／等著 定) 防衛か,自衛か,国防か(世耕弘一) 国防(園田直) 防衛問題
興洋社 １９５２．７ について(竹内寿恵) 国防と富裕(谷口義夫) 国防(千葉三郎) 
(３５１ｐ １９ｃｍ) 国のまもり(辻寛一)日本の国防はどうあるべきか(土居明夫) 
わが軍事科学技術の真相と反省 ギリギリの線(徳川夢声) 日本の国防(中垣国男) 防衛雑感(長

OH/39/24 1109157634 野国助) 防衛問題について(中村梅吉) 防衛論(中山定義) 国防
について(西野禎治) 自衛隊と国防(西村直己) 国防(野田卯一)
 愛国心を振起せよ(原健三郎) 国の防衛(原安三郎) 祖国の防

◆OH 衛(広瀬正雄) 理想と現実(福田篤泰) 記念艦三笠に在って国防
近代日本の政戦略 -幕末から第一次大戦まで - を思う(福地誠夫) わが国の防衛(藤枝泉介) 国防思想の高揚(
杉田一次／著 二木謙吾) 国防の間口は広い(古谷多津夫) 原子力とロケット
原書房 １９７８．２ 時代に処する安全保障と防衛について(帆足計) 国防論(保科善
(３８８ｐ ２２ｃｍ) 四郎) 防衛思想の高揚(堀内一郎) 日本の国防(南道郎) 日本国

OH/39/45 1109340370 の安全保障(村山喜一) 防衛雑感(森田重次郎) 防衛問題につい
て(山下春江) 私の防衛思想(山中吾郎)

OH/39/28 1109144517
◆OH

軍事費
島恭彦／著 ◆OH
岩波書店 １９６６．４ 坂井三郎空戦記録 （全）
(１９３ｐ １８ｃｍ) 坂井三郎／著
岩波新書 改訂版

OH/39/21 1109157600 出版協同社 １９６５．１２
(３３２ｐ １９ｃｍ)
太平洋戦争（１９４１～１９４５）－空戦

◆OH OH/39/5 1109157444
軍閥興亡史 ［第１］
伊藤正徳／著
文芸春秋新社 １９５７．１２ ◆OH
(３９０ｐ ２０ｃｍ) 自衛隊十年史
日本－国防－歴史 自衛隊十年史編集委員会／編

OH/39/17 1109157568 大蔵省印刷局 １９６１．３
(４３５ｐ ３１ｃｍ)

OH/39/2 1109144491
◆OH

軍閥興亡史 ［第２］
伊藤正徳／著 ◆OH
文芸春秋新社 １９５８．５ 素顔の自衛隊 -日本の平和と安全-
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毎日新聞社 １９６８．１１ (６６９，１６ｐ ２２ｃｍ)
(２３７ｐ １８ｃｍ) 戦争－歴史

OH/39/31 1109157683 OH/39/1 1109157410

◆OH ◆OH
スパイ！ 大東亜戦争肯定論 続
Ｒ．ディーコン・Ｎ．ウェウト／著 水木光／訳 林房雄／著
早川書房 １９８１．１ 番町書房 １９６５．６
(２６１ｐ ２０ｃｍ) (４９２ｐ １９ｃｍ)
スパイ 日本－歴史－明治以後 太平洋戦争（１９４１～１９４５）

OH/39/41 1109180354 OH/39/13 1109157527

◆OH ◆OH
スラバヤ沖海戦 -連合国艦隊潰滅す- 大海軍を想う
デイヴィッド・トーマス／著 関野英夫／訳 伊藤正徳／著
早川書房 １９６９．７ 文芸春秋新社 １９５６．１２
(２９１ｐ １９ｃｍ) (５２３ｐ ２０ｃｍ)
ハヤカワ・ノンフィクション 海軍－日本－歴史
太平洋戦争（１９４１～１９４５） OH/39/8 1109157477

OH/39/35 1109157725

◆OH
◆OH 大東亜戦争海軍作戦写真記録 ２

零戦 -その誕生と栄光の記録- 大本営海軍報道部／編纂
堀越二郎／著 ［大本営海軍報道部］ １９４３．１２
光文社 １９７０ 397.21
(２３３ｐ（図版共） １８ｃｍ) (１４４ｐ ３１ｃｍ)
カッパ・ブックス 太平洋戦争（１９４１～１９４５） 海軍－日本－写真集
戦闘機 OH/39/37 1109144525

OH/39/36 1109157733

◆OH
◆OH 大東亜戦争肯定論

零戦 -日本海軍航空小史- 林房雄／著
堀越二郎，奧宮正武／著 番町書房 １９６４．９
日本出版協同株式会社 １９５３．１ (２６３ｐ １９ｃｍ)
(１８，４３７ｐ　図版１５枚 １９ｃｍ) OH/39/12 1109157519
空軍 日本－歴史－昭和時代

OH/39/7 1109157469
◆OH

太平洋戦争航空史話 下
◆OH 秦郁彦／著

戦争 -ワルシャワから東京まで- 上巻 冬樹社 １９８０．８
Ｌ．スナイダー／著 加瀬俊一・加瀬英明／訳 916
人物往来社 １９６２．２ (２８５ｐ ２０ｃｍ)
(３５１ｐ １９ｃｍ) 太平洋戦争（１９４１～１９４５）
世界戦争（１９３９～１９４５） OH/39/44 1109180388

OH/39/14 1109157535

◆OH
◆OH 朝鮮戦争 -３８度線、悲劇の攻防-

戦争 -ワルシャワから東京まで- 下巻 小谷秀二郎／著
Ｌ．スナイダー／著 加瀬俊一・加瀬英明／訳 サンケイ出版 １９７８．２
人物往来社 １９６２．３ 221.07
(３９０ｐ １９ｃｍ) (２０７ｐ １９ｃｍ)
世界戦争（１９１４～１９１８） 第二次世界大戦ブックス

OH/39/14-2 1109309516 朝鮮戦争（１９５０～１９５３）
OH/39/16 1109157550

◆OH
戦争史概観 ◆OH
陸軍大学校将校集会所／編 帝国陸軍の最後 決戦篇
岩波書店 １９４３．１０ 伊藤正徳／著
(５０７ｐ ２２ｃｍ) 文芸春秋新社 １９６０．４

OH/39/3 1109157428 (３３９ｐ ２０ｃｍ)
太平洋戦争（１９４１～１９４５）

OH/39/9 1109157485
◆OH

戦争史論
岩畔豪雄／著 ◆OH
恒星社厚生閣 １９６７．３ 帝国陸軍の最後 進攻篇
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伊藤正徳／著
文芸春秋新社 １９５９．９ ◆OH
(３２６ｐ ２０ｃｍ) 米ソの軍事力比較
太平洋戦争（１９４１～１９４５） 佐伯喜一／〔述〕

OH/39/26 1109157659 大陸問題研究所 １９６１．１１
(８７ｐ １９ｃｍ)
大陸問題シリーズ

◆OH OH/39/22 1109157618
ドイツ海軍戦記
Ｃ．Ｄ．ベッカー／著 杉野茂／訳
図書出版社 １９８０．９ ◆OH
(２５１ｐ ２０ｃｍ) ベトナム戦争とゲリラ
世界戦争（１９３９～１９４５）－海戦 小谷秀二郎／著

OH/39/42 1109180362 日本国際問題研究所 １９６６．３
(１５５ｐ １８ｃｍ)
国際問題シリーズ

◆OH OH/39/39 1109157758
日本憲兵正史
全国憲友会連合会編纂委員会／編纂
全国憲友会連合会本部 １９７６．１０ ◆OH
(１４５０ｐ ２２ｃｍ) 連合艦隊空母

OH/39/23 1109157626 佐藤和正／著
廣済堂出版 １９７７．１２
(２５４ｐ １８ｃｍ)

◆OH 廣済堂ブックス
日本の防衛 航空母艦
防衛庁一号館朝雲編集室日本の防衛刊行会 １９６２．１ OH/39/43 1109180370
(３１６ｐ ３１ｃｍ)

OH/39/27 1109144509
◆OH

連合艦隊の栄光
◆OH 伊藤正徳／著

人間不在の防衛論議 文芸春秋新社 １９６２．６
福田恒存／著 (２７４ｐ ２０ｃｍ)
新潮社 １９８０．５ 太平洋戦争（１９４１～１９４５）－海戦
(２７５ｐ ２０ｃｍ) OH/39/10 1109157493

OH/39/34 1109157717

◆OH
◆OH 連合艦隊の最後

呪われた阿波丸 -海戦秘話- 伊藤正徳／著
千早正隆／著 文芸春秋新社 １９５６．３
文芸春秋新社 １９６１．８ (３３０ｐ ２０ｃｍ)
(２２９ｐ ２０ｃｍ) 太平洋戦争（１９４１～１９４５）－海戦

OH/39/25 1109157642 OH/39/11 1109157501

◆OH ◆OH
敗中　勝機を識る 私の国防白書
源田実／著 海原治／著
善本社 １９７８．４ 時事通信社 １９７５．７
(２１２ｐ １９ｃｍ) (３７９ｐ ２０ｃｍ)

OH/39/30 1109157675 OH/39/29 1109157667

◆OH ◆OH
八月十五日の空 -日本空軍の最後- Ｔｈｅ　Ｅｎｄ　ｏｆ　ｔｈｅ　Ｉｍｐｅｒｉａｌ　Ｊａｐａ
秦郁彦／著 ｎｅｓｅ　Ｎａｖｙ
文藝春秋 １９７８．４ ｂｙ　Ｍａｓａｎｏｒｉ　Ｉｔｏ　ｗｉｔｈ　Ｒｏｇｅｒ　Ｐ
916 ｉｎｅａｕ ｔｒａｎｓｌａｔｅｄ　ｂｙ　Ａｎｄｒｅｗ　Ｙ
(３２９ｐ ２０ｃｍ) ．Ｋｕｒｏｄａ　ａｎｄ　Ｒｏｇｅｒ　Ｐｉｎｅａｕ
太平洋戦争（１９４１～１９４５） Ｍａｃｆａｄｄｅｎ－Ｂａｒｔｅｌｌ　Ｂｏｏｋ １９６５
4-16-334530-2 (１９２ｐ １８ｃｍ)

OH/39/32 1109157691 OH/39/38 1109157741

◆OH
ＰＴ１０９ -太平洋戦争とケネディ中尉-
ロバート・ドノヴァン・著 波多野裕造／訳
日本外政学会 １９６３．５
(３５２ｐ １９ｃｍ)

OH/39/6 1109157451
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◆OH 武見太郎／著
アインシュタイン伝 実業之日本社 １９７６．１１
矢野健太郎／著 (２５２ｐ ２２ｃｍ)
新潮社 １９６８．９ 医療
(２５９ｐ ２０ｃｍ) OH/49/73 1109186823
新潮選書

OH/42/11 1109181998
◆OH

醫心方 ［第九冊］巻第二八
◆OH 至文堂 １９６７．１１

青汁の効用 -緑を食卓へ- (２７０ｐ ２０ｃｍ)
遠藤仁郎／著 宮内庁書陵部蔵本
主婦の友社 １９６１．４ 漢方医学
(２９７ｐ １８ｃｍ) OH/49/60 1109186740
食餌療法 青汁

OH/49/21 1109182186
◆OH

一般力学 -高等物理学-
◆OH 原島鮮／著

悪魔の健康学 河出書房 １９４４．１
水野肇／著 (５，３０５ｐ ２２ｃｍ)
文藝春秋 １９８０．６ OH/42/10 1109181980
(２０５ｐ ２０ｃｍ)
健康法

OH/49/43 1109186484 ◆OH
遺伝学叢話
駒井卓／著

◆OH 甲鳥書林 １９４４．３
新しい化学・これからの世界 (４９１ｐ １９ｃｍ)
ワルター・グライリング／著 崎川範行／訳 OH/46/5 1109186260
時事通信社 １９６０．９
(３９２ｐ １９ｃｍ)
化学工業－歴史 ◆OH

OH/43/1 1109182004 遺伝と光線
黒田保次郎／著
増補改訂

◆OH 光線研究所 １９７４．１０
アルコール学入門 -酒害のわかる本- (５６５，１１，３ｐ １９ｃｍ)
横山敏登／著 臨床医学 診断 治療
十全会出版部 １９７８．６ OH/49/68 1109186781
(１７９ｐ １８ｃｍ)
アルコール中毒

OH/49/70 1109186807 ◆OH
医の心
榊原仟／著

◆OH 毎日新聞社 １９７２．６
医院から総合病院へ (２２０ｐ ２０ｃｍ)
河野稔／編 医学
日本エンタープライズ社 １９７１．９ OH/49/69 1109186799
(３４７ｐ ２２ｃｍ)

OH/49/47 1109186625
◆OH

医療法人　十全会十八周年史 -回生病院開設記念-
◆OH 〔十全会〕 １９７８．１０

医師と患者 (１４０ｐ ２６ｃｍ)
冲中重雄／著 OH/49/62 1109186211
東京大学出版会 1965.3
(３４２p ２０ｃｍ)

OH/49/9 1109182541 ◆OH
岩波　理化学辞典
井上敏，小谷正雄，玉虫文一，富山小太郎／編

◆OH 岩波書店 １９５３．１１
石になったものの記録 -化石の話- (８，１４７５，６６，１２１ｐ ２２ｃｍ)
鹿間時夫／著 科学－辞典
角川書店 １９６０．１１ OH/40/5 1109181014
(２３８ｐ １８ｃｍ)
角川新書
化石 ◆OH

OH/46/4 1109186252 宇宙への招待
藤井旭／著
河出書房新社 １９８１．３

◆OH (１５３ｐ １５ｃｍ)
医心伝真 河出文庫

- 1 -－343－



宇宙
OH/44/7 1109182079 ◆OH

科学と社会
Ｂ．ラッセル／［著］ 多田幸蔵／訳註

◆OH 対訳版
宇宙をせまくする本 -ばかんす号による宇宙探検- 南雲堂 １９５９．４
瀬川昌男／著 (１４５ｐ １９ｃｍ)
学習研究社 １９６３．１２ Ｎａｎ’ｕｎ－ｄｏ’ｓ　ｐｏｃｋｅｔ　ｐｈｏｅｎｉｘ　ｌ
(２３５ｐ １８ｃｍ) ｉｂｒａｒｙ
ガッケン・ブックス・サイエンス・シリーズ 内容：科学と伝統，民主政治と科学技術，科学と価値，抜萃篇

OH/44/1 1109182012 　
OH/40/12 1109181089

◆OH
エネルギー ◆OH
丹羽小弥太／［ほか］著 科学と平和の創造 -一原子科学者の記録-
筑摩書房 １９６１．５ 坂田昌一／著
(２２７ｐ １９ｃｍ) 岩波書店 １９６３．２
科学時代 (３７０ｐ １９ｃｍ)

OH/42/2 1109181915 原子物理学
OH/40/2 1109180982

◆OH
おもしろい動物 ◆OH
宮川彰男／著 科学に殉じた人々
保育社 １９５２．１１ チャールズ・ギブソン／著 橋爪光雄／訳
(１９１ｐ １９ｃｍ) 畝傍書房 １９４２．１０
保育社の小学生全集 (３４３ｐ １９ｃｍ)

OH/48/10 1109186427 OH/40/20 1109181162

◆OH ◆OH
海洋の設計 -この青い大陸を人間のために- 科学の歴史 下
加藤辿／等著 真鍋博／画 Ｓ．メイスン／著 矢島祐利／訳
日本生産性本部 １９７０．７ 岩波書店 １９５６．２
(２１６ｐ １９ｃｍ) (ｐ．３６６－ｐ．６９５　１５，２４ｐ １９ｃｍ)
海洋開発 科学－歴史

OH/45/5 1109182442 OH/40/3 1109180990

◆OH ◆OH
科学から宗教へ -生命哲学の目指すもの- 科学文明の復権 -“巨大危機”からの脱出-
永井了吉／著 合田周平／［ほか］著 本田財団／編
学芸書林 １９７８．３ 日本経済新聞社 １９７８．１０
(２２６ｐ １９ｃｍ) (１７３ｐ ２０ｃｍ)

OH/40/16 1109181121 OH/40/22 1109181188

◆OH ◆OH
科学研究体制 -研究所の研究- 科学は未来をひらく
市川泰治郎／著 Ｊ．Ｇ．クラウザー／著 松井巻之助／訳
鹿島研究所出版会 １９６６．６ 岩波書店 １９６１．９
(２０３，６ｐ １９ｃｍ) (２７５ｐ １９ｃｍ)
アメリカ合衆国－対外関係 OH/40/7 1109181030

OH/40/6 1109181022

◆OH
◆OH 数と社会

科学史の諸断面 -力学及び電磁気学の形成史- 岡崎文規／著
菅井準一／著 栗田書店 １９４２．１１
岩波書店 １９４１．１１ (３３９ｐ １９ｃｍ)
(３４１ｐ ２２ｃｍ) OH/41/4 1109181220

OH/40/1 1109180974

◆OH
◆OH 化石は生きていた

科学と産業 -１９世紀における- 朝日新聞社／編
Ｊ．Ｄ．バナール／著 菅原仰／訳 朝日新聞社 １９６３．１１
岩波書店 １９５６．４ (２０６ｐ １８ｃｍ)
(８，２２２，８ｐ １９ｃｍ) コンパクト・シリーズ
技術－歴史 科学－歴史 OH/45/9 1109182111

OH/40/9 1109181055
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◆OH 築地書店 １９４１．９
家庭に於ける実際的看護の秘訣 (３２１ｐ １９ｃｍ)
築田多吉／著 OH/49/8 1109182533
増補新訂
広文館 １９５１．４
(９６４ｐ　図版 １９ｃｍ) ◆OH
家庭医学 近代日本の数学

OH/49/7 1109182590 小倉金之助／著
講談社 １９７９．１
(２３７ｐ １５ｃｍ)

◆OH 講談社学術文庫
癌 数学－歴史
斉藤真朗，小林正市／共編 OH/41/11 1109181295
改訂第２版
日本癌知識普及会 １９６１．９
(１７９ｐ ２７ｃｍ) ◆OH

OH/49/30 1109182673 空想天文学入門
アイザック・アシモフ／著 草下英明／訳
早川書房 １９６３．１

◆OH (２３０ｐ １９ｃｍ)
癌学会はあれでいいか -牛山博士に従いて二十年- ハヤカワ・ライブラリ
宮坂高明／著 天文学
〔出版者不明〕 １９６３．９ OH/44/4 1109182046
(２４７ｐ １８ｃｍ)

OH/49/27 1109182640
◆OH

「くすし」四十年の歩み
◆OH 三宅徳三郎／著

癌征服への道 -牛山博士に従いて二十年- 三宅徳三郎 １９６５．４
宮坂高明／著 (３５８ｐ ２２ｃｍ)
ＳＩＣ研究会 １９６５．１０ OH/49/4 1109182509
(２４９ｐ １８ｃｍ)
癌

OH/49/22 1109182194 ◆OH
くすりと人間
バーン・ハロルド／著 高木敬次郎／訳

◆OH 岩波書店 １９６５．１２
がんの知識と臨床 -がんに背を向けてはいけない- (３０２，３３ｐ １９ｃｍ)
小渋雅亮／著 薬理学
日本がん知識普及協会 １９６８．２ OH/49/11 1109182566
(１７５ｐ ３１ｃｍ)

OH/49/31 1109182681
◆OH

栗山式食事療法の実際
◆OH 栗山毅一／著

漢方薬の料理 -薬石効あり- 主婦の友社 １９６７．２
陳東達，陳栄千代／著 (３１７ｐ １９ｃｍ)
柴田書店 １９７０ OH/49/59 1109186732
(３２３ｐ　図版 ２２ｃｍ)
漢方薬

OH/49/64 1109186757 ◆OH
血圧の不安からの解放
鴫谷亮一／著

◆OH 主婦の友社 １９６２．１１
技術の歴史 (３３０ｐ １８ｃｍ)
Ｒ．Ｊ．フォーブス／著 田中実／訳 主婦の友新書
岩波書店 １９５６．１２ 高血圧
(３４６，２５ｐ １９ｃｍ) OH/49/28 1109182657
技術－歴史

OH/49/39 1109182764
◆OH

結核 -その本態と治療-
◆OH 木崎国嘉／著

気象の四季 再訂２版
畠山久尚／著 創元社 １９５８．９
地人書館 １９４２．１０ (２０７ｐ １８ｃｍ)
(３６７ｐ １９ｃｍ) 創元医学新書

OH/44/3 1109182038 結核
OH/49/25 1109182624

◆OH
今日の生理学 -論述と随筆- ◆OH
鈴木正夫／著 健康をつくる -藤沢薬品-
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フジ・インターナショナル・コンサルタント出版部／編 (２９４ｐ １９ｃｍ)
フジ・インターナショナル・コンサルタント出版部 １９６４ 物理学
．３ OH/40/4 1109181006
(２４９ｐ １８ｃｍ)
企業の現代史
藤沢薬品－歴史 ◆OH

OH/49/24 1109182616 現代の謎 - ナマズの地震から太陽の滅亡まで-
科学読売編集部／編
雪華社 １９６２．１２

◆OH (１９８，６ｐ １９ｃｍ)
健康と人生 OH/40/13 1109181097
湯浅敬之助／著
時代思潮社 １９７６．９
(２２６ｐ １８×１６ｃｍ) ◆OH

OH/49/52 1109186666 現代の理論的諸問題
武谷三男／著
岩波書店 １９６８．６

◆OH (４５０ｐ １９ｃｍ)
健康と人類 OH/40/15 1109181113
Ｓ．レフ・Ｖ．レフ／著 滋賀秀俊／訳
岩波書店 １９６２．３
(３９５，３４ｐ １９ｃｍ) ◆OH
社会医学 厚仁病院２０年のあゆみ -創立２０周年記念誌-

OH/49/10 1109182558 髙橋芳邦ほか編集委員一同／編
厚仁病院 １９８７．８
(１４０ｐ ２７ｃｍ)

◆OH OH/49/75 1109317154
健康トレーニング -点数制-
ケネス・H・クーパー ／著 原礼之助／訳
実業之日本社 １９７４．１０ ◆OH
(２３８ｐ １８ｃｍ) 厚生白書 昭和４１年度
実日新書 厚生省／編

OH/49/67 1109186773 大蔵省印刷局 １９６７．１１
(５０１ｐ ２１ｃｍ)

OH/49/40 1109186476
◆OH

健康の革命と農業の革命 -食物で病気が治る-
鈴木忠治郎／著 ◆OH
鈴木糧食研究所 １９６０．３ 高等数学概要 -解析幾何・微分・積分及ビ微分方程式-
(１８９ｐ １９ｃｍ) 掛谷宗一／著

OH/49/14 1109182129 改訂版
岩波書店 １９２５．１
(１冊 ２２ｃｍ)

◆OH OH/41/1 1109181196
原子力
早川淳一／著
有斐閣 １９６０．７ ◆OH
(１９２ｐ １８ｃｍ) これをあなたは見てないのだ -苦悩する一助産婦が打明けの手
＜日本の産業＞シリーズ 記-
原子力 西岡璦子／著

OH/42/8 1109181964 太平書房 １９６３．７
(１６６ｐ １８ｃｍ)

OH/49/17 1109182145
◆OH

原子力の発展
東京ジャーナリスト連盟 １９６６．１０ ◆OH
(２７０ｐ（おもに図） ３１ｃｍ) これがたばこ病 -徹底取材！-

OH/42/5 1109206910 平山雄／監修・解説
婦人生活社 ［出版年不明］
(２３８ｐ １８ｃｍ)

◆OH 男の家庭新書
原人発掘 -一古生物学者の満州25年- OH/49/65 1109186765
遠藤隆次／著
春秋社 １９６５．５
(１８２，６ｐ ２０ｃｍ) ◆OH
古生物学 こんなことがまだわからない -科学を困らす２４のナゾ-

OH/45/2 1109182434 相島敏夫，丹羽小弥太／共著
講談社 １９６４．１１
(２２４ｐ １８ｃｍ)

◆OH ブルーバックス
現代科学と人間 科学－随筆
湯川秀樹／著 OH/40/11 1109181071
岩波書店 １９６１．１０
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(１５７ｐ ２７ｃｍ)
◆OH OH/48/15 1109251270

コンピュータ時代への挑戦 -知識産業の未来を拓く-
小林宏治／著
実業之日本社 １９６８．１０ ◆OH
(２９７ｐ １８ｃｍ) 自然と人
巻末：著者略歴あり 橋田邦彦／著

OH/49/38 1109182756 人文書院 １９３６．１１
(３４２ｐ １９ｃｍ)

OH/40/18 1109181147
◆OH

明日はそこにある -科学の驚異-
セルジュ・グルサール／著 井上勇／訳 ◆OH
文芸春秋新社 １９５９．１ 自然のなかの人間の位置
(２７２ｐ ２０ｃｍ) テイヤール・ド・シャルダン・ピエール／著 島崎通夫／訳

OH/40/10 1109181063 春秋社 １９６８．７
(１３３ｐ ２０ｃｍ)

OH/46/7 1109186286
◆OH

雑叢 -一物理屋の随想-
山内恭彦／著 ◆OH
岩波書店 １９７０．１１ 実践簡易治病健康増進法
(３８１ｐ ２０ｃｍ) 鎗田栄二／著
物理学 増補改版第５版

OH/40/17 1109181139 清話会 １９６４．２
(２７８ｐ １８ｃｍ)

OH/49/19 1109182160
◆OH

砂漠化する地球 -文明が砂漠をつくる-
清水正元／著 ◆OH
講談社 １９７９．６ 十干十二支の成立の研究
(２４０，［３］ｐ １８ｃｍ) 大西正男／著
ブルーバックス 大西先生論文発刊会 １９７５．１
砂漠 自然保護 環境問題 (３１２ｐ １９ｃｍ)
4-06-117990-X OH/44/8 1109182418

OH/45/8 1109182103

◆OH
◆OH ＣＴ　ＳＣＡＮ　診断のための脳解剖図譜

産業革命期の科学者たち 松井孝嘉 平野朝雄／著
Ｊ．Ｇ．クラウザー／著 鎮目恭夫／訳 医学書院 １９７７．１１
岩波書店 １９６４．１０ (４８３ｐ ３１ｃｍ)
(３１３，１４ｐ １９ｃｍ) OH/49/63 1109186229

OH/40/8 1109181048

◆OH
◆OH 植物と人間 -生物社会のバランス-

歯科医療問題の展望 その１ 宮脇昭／著
日本歯科医師会 １９７６．２ 日本放送出版協会 １９７０
(４５２ｐ ２１ｃｍ) (２２８ｐ　図版 １９ｃｍ)

OH/49/29 1109182665 ＮＨＫブックス
巻末：参考文献
植物生態学

◆OH OH/46/11 1109186328
式と圖表
石谷茂／著
大阪教育図書 １９４５．１１ ◆OH
(１８２ｐ ２１ｃｍ) 初等幾何学

OH/41/9 1109181279 沢山勇三郎・森本清吾／共著
１０版
積善館 １９４６．３

◆OH (４３０ｐ ２２ｃｍ)
時局と地理学 OH/41/7 1109181253
佐藤弘／著
古今書院 １９３９．２
(３９１ｐ ２３ｃｍ) ◆OH

OH/45/1 1109182426 新制数学の研究 第２類
戸田清／著
旺文社 １９４４．１０

◆OH (４，２４８ｐ １９ｃｍ)
四国の野鳥 OH/41/6 1109181246
和田豊州／著
高知営林局 １９７３．７
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◆OH ◆OH
心臓の健康法 -心臓発作を予防する- 素顔の動物
柳原博／著 金子治司／著
ベストセラーズ １９７９．７ 文藝春秋 １９６６．８
(２１２ｐ １８ｃｍ) (１９６ｐ １８ｃｍ)
ベストセラーシリーズ OH/48/7 1109186393

OH/49/41 1109182798

◆OH
◆OH 杉田玄白の「蘭学事始」

人体と結核 板沢武雄／著
近藤宏二／著 日本放送出版協会 １９４０．１
岩波書店 １９４２．８ (１９８ｐ １８ｃｍ)
(２２７ｐ １８ｃｍ) ラヂオ新書
岩波新書 OH/49/33 1109182707

OH/49/26 1109182632

◆OH
◆OH 整身術 -積極的な健康管理-

人体の驚異 -その秘密と健康法- 和田静郎／著
改訂版 文藝春秋 １９６７．９
日本リーダーズダイジェスト社 １９６３．３ (２４２ｐ ２０ｃｍ)
(７２１ｐ ２２ｃｍ) 文春実用百科
リーダーズダイジェスト選書 OH/49/1 1109182475
家庭医学

OH/49/2 1109182483
◆OH

成人病 -あなたがそれを発見する-
◆OH 河上利勝／著

人類の誕生 医歯薬出版 １９６２．５
カミーユ・アランブール／著 寺田和夫／訳 (２１２ｐ １９ｃｍ)
３版 家庭医学
白水社 １９５８．４ OH/49/16 1109182137
(１６１ｐ １８ｃｍ)
文庫クセジュ
人類学 ◆OH

OH/46/1 1109182467 成人病随筆
河上利勝／著
日本労働文化協会 １９６４．１０

◆OH (２１９ｐ １９ｃｍ)
数学史研究 第１輯 OH/49/15 1109182608
小倉金之助／著
岩波書店 １９３５．１２
(３２３ｐ ２２ｃｍ) ◆OH

OH/41/2 1109181204 生物学
荒野久雄／［ほか］著
槇書店 １９６３．４

◆OH (５００ｐ ２２ｃｍ)
数学史研究 第２輯 生物学
小倉金之助／著 OH/46/2 1109186237
岩波書店 １９４８．１１
(３０１ｐ ２２ｃｍ)

OH/41/3 1109181212 ◆OH
生命を捉えなおす -生きている状態とは何か-
清水博／著

◆OH 中央公論社 １９７８．５
数学のおもしろさ (２６６ｐ １８ｃｍ)
ソーヤー／著 東健一／訳 中公新書
岩波書店 １９５５．１１ 生命
(２４４ｐ １９ｃｍ) OH/46/3 1109186245

OH/41/5 1109181238

◆OH
◆OH 生命の尊厳を求めて

数式を使わない物理学入門 -アインシュタイン以後の自然探検 時実利彦／著
- みすず書房 １９７５．１２
猪木正文／著 (２９９ｐ １９ｃｍ)
光文社 １９６３．５ 脳髄
(２９３，４ｐ １８ｃｍ) OH/49/57 1109186716
カッパ・ブックス

OH/42/6 1109181949
◆OH

生理学および解剖学
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花岡清助／著
洋文社 １９７４．７
(２４３ｐ ２６ｃｍ) ◆OH

OH/49/42 1109182772 糖尿病・献立の工夫 -美味しい楽しい毎日のメニュー-
小林ノブ子／著
池田書店 １９６２．６

◆OH (２４６ｐ ２２ｃｍ)
生理学および解剖学 糖尿病 食餌療法
花岡清助／著 OH/49/5 1109182517
改訂増補第２版
洋文社 １９７５．５
(２５３ｐ ２６ｃｍ) ◆OH

OH/49/42-2 1109182780 糖尿病治療の手びき
日本糖尿病学会／編
第１７版

◆OH 南江堂 １９７５．５
全国浴場銘鑑 昭和四十四年度 (４５ｐ １９ｃｍ)
全国公衆浴場業環境衛生同業組合連合会 ［１９６９］ 糖尿病
(３１３ｐ ３０ｃｍ) OH/49/44 1109186492

OH/49/12 1109182574

◆OH
◆OH 糖尿病の食事療法

総理の病室 芹沢千代／［ほか］著
三輪和雄／著 改訂版
新潮社 １９８２．６ 医歯薬出版 １９６５．２
(２２１ｐ ２０ｃｍ) (１９３ｐ １９ｃｍ)

OH/49/58 1109186724 医歯薬出版の食事療法シリーズ
食餌療法 糖尿病

OH/49/6 1109182525
◆OH

大地震
株式経済新聞社 １９７１．１２ ◆OH
(１８９ｐ １８ｃｍ) 動物記 １
地震 龍口直太郎／訳

OH/45/6 1109182095 評論社 １９５６．１０
(２５７ｐ ２０ｃｍ)
シートン選集

◆OH ロボ,銀の星,ぎざ耳小僧,スプリングフイールドの孤,街の吟遊
断酒は正しいやり方で -あなたの断酒入門- 詩人,大灰色熊の伝記
上堀内秀雄／編著 OH/48/1 1109186336
増補版
断酒友の会本部出版部 １９７９．１２
(３３７ｐ １９ｃｍ) ◆OH

OH/49/53 1109186674 動物記 ２
龍口直太郎／訳
評論社 １９５６．１１

◆OH (２５９ｐ ２０ｃｍ)
地球を測る シートン選集
大塚道男／著 峰の大将クラッグ,ティトオ,ウォスカと勇敢な仔狼,赤襟息子,
朝日新聞社 １９８０．３ クールトー
(２１１，３ｐ １９ｃｍ) OH/48/2 1109186344
朝日選書
付：参考文献
地球 ◆OH

OH/44/6 1109182061 動物記 ３
龍口直太郎／訳
評論社 １９５６．１２

◆OH (２４３ｐ ２０ｃｍ)
聴心記 シートン選集
武見太郎／著 サンドヒル牡鹿の足跡,あぶく坊主,銀狐物語
実業之日本社 １９７８．９ OH/48/3 1109186351
(２５３ｐ ２２ｃｍ)

OH/49/74 1109186831
◆OH

動物記 ４
◆OH 龍口直太郎／訳

問いつめられたパパとママの本 評論社 １９５７．１
伊丹十三／著 (２４０ｐ ２０ｃｍ)
中央公論社 １９６８．１１ シートン選集
(２３４ｐ １８ｃｍ) 裏街のすて猫,ウィニペッグの狼,小型軍馬,熊王物語
内容：赤チャンハドコカラクルノ？［ほか４０編］ OH/48/4 1109186369

OH/40/21 1109181170
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◆OH ◆OH
動物記 ５ 南極点への道
龍口直太郎／訳 村山雅美／著
評論社 １９５７．３ 朝日新聞社 １９６９
(２３７ｐ ２０ｃｍ) (３０１ｐ　図版１８枚 ２０ｃｍ)
シートン選集 南極地方－探検
ウェイ・アッチャ,仔熊のジョニー,旗尾リスの話 OH/40/19 1109181154

OH/48/5 1109186377

◆OH
◆OH 新潟地震の記録 -地震の発生と応急対策-

動物記 ６ 新潟県／編
龍口直太郎／訳 新潟県 １９６５．６
評論社 １９５７．５ (４０８ｐ ２７ｃｍ)
(２６９ｐ ２０ｃｍ) 地震
シートン選集 OH/45/4 1109251262
怪物コウモリ,ウィンディゴールの雁,ジニー猟師と犬,アルノ
ー,北極狐の伝記,ワリー

OH/48/6 1109186385 ◆OH
日本を地震から守る道 -予知・防災対策の現状と私案-
原田昇左右／著

◆OH サンポウジャーナル １９７８
動物の親と子 (１９８ｐ ２０ｃｍ)
岡田要／著 震災 地震予知
新潮社 １９７２．３ OH/45/7 1109182459
(２５９ｐ ２０ｃｍ)
新潮選書
動物生態学 ◆OH

OH/48/14 1109186468 日本近代科学の歩み
村上陽一郎／著
三省堂 １９６８．９

◆OH (３，１９１ｐ １８ｃｍ)
東洋医学原論 -三陰三陽病の新解釈- 三省堂新書
酒井由夫／著 科学－歴史
新月社 １９６６．９ OH/40/14 1109181105
(３７８ｐ ２２ｃｍ)
漢方医学

OH/49/71 1109186815 ◆OH
日本歯科医事衛生史 第１巻
１９６９

◆OH (５９２，４ｐ ２２ｃｍ)
何処へ行く日本の医療 歯科学 衛生行政
神津康雄／著 OH/49/34 1109182715
真世界社 １９７８．８
(２２９ｐ １９ｃｍ)

OH/49/46 1109186617 ◆OH
日本の動物記
毎日新聞社会部／編

◆OH 毎日新聞社 １９６５．４
トリキチ誕生 -生態映画制作者の回想- (３２９ｐ ２０ｃｍ)
川田潤／著 OH/48/13 1109186450
理論社 １９５９．７
(２０５ｐ ２０ｃｍ)
私の動物誌 ◆OH

OH/48/9 1109186419 日本老残 -２０年後の長命地獄-
吉田寿三郎／著
小学館 １９７４．１０

◆OH (２６１，４ｐ ２０ｃｍ)
永遠の謎を撃つ １００万人の創造選書
閏英子／著 巻末：参考文献
中央公論事業出版 １９７８．９ 老人福祉
(２１２ｐ １４ｃｍ) OH/49/55 1109186690

OH/49/77 1109339307

◆OH
◆OH 人間ドック -もの言わぬ臓器との対話-

長生きする本 日野原重明／著
鈴木博／著 中央公論社 １９６５．４
廣済堂出版 １９７５ (１７２．１０ｐ １８ｃｍ)
(２５４ｐ １８ｃｍ) 中公新書

OH/49/48 1109186633 OH/49/23 1109182202
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料編）
◆OH 笹川記念保健協力財団 ［出版年不明］

人間に未来はあるか -最後の審判- 続 (２２１ｐ ２６ｃｍ)
ゴ－ドン・Ｒ．テイラ－／［著］ 大川節夫／訳 OH/49/76-2 1109338812
みすず書房 １９７１
(２９６ｐ １９ｃｍ)
みすず科学ライブラリー ◆OH
技術と文明 人間生態学 庇の下から

OH/46/9 1109186302 畑秀雄／著
畑秀雄 １９７７．８
(４５４ｐ １９ｃｍ)

◆OH OH/49/51 1109186658
人間に未来はあるか -爆発寸前の生物学-
テイラー／〔著〕 渡辺格／訳 大川節夫／訳
みすず書房 １９６９．１２ ◆OH
(２６２ｐ １９ｃｍ) 微分積分学の初歩
みすず科学ライブラリー 馬杉肇／著
生物学 日本技能教育図書 １９４６．７

OH/46/8 1109186294 (２２４ｐ １８ｃｍ)
微分積分学

OH/41/8 1109181261
◆OH

人間の手足の制御
［Ｒａｊｋｏ　Ｔｏｍｏｖｉｃ／編］ 加藤一郎／訳 ◆OH
学献社 １９６８．１２ 病気のない世界 -からだを酸性にするな-
(２６３ｐ ２２ｃｍ) 柳沢文正／著

OH/49/56 1109186708 東洋経済新報社 １９６５．６
(２１７ｐ １９ｃｍ)
健康法

◆OH OH/49/36 1109182731
人間物理
岡田牧得／著
岡田牧得血圧研究所 １９７１．１１ ◆OH
(７５０ｐ １９ｃｍ) 病理学

OH/49/37 1109182749 花岡清助／著
洋文社 １９７１．５
(１７９ｐ ２６ｃｍ)

◆OH OH/49/61 1109182806
脳と人間
時実利彦／著
雷鳥社 １９６８．７ ◆OH
(２６２ｐ ２０ｃｍ) 物理学演習 -基礎課程- 上巻

OH/46/10 1109186310 佐藤瑞穂／著
培風館 １９５８．４
(２９８ｐ ２２ｃｍ)

◆OH 物理学－研究・指導
発掘から推理する OH/42/1 1109181303
金関丈夫／著
朝日新聞社 １９７５．６
(２２８ｐ １９ｃｍ) ◆OH
朝日選書 物理の散歩道
考古学 ロゲルギスト／著

OH/46/6 1109186278 岩波書店 １９６３．４
(２３３ｐ １９ｃｍ)
物理学

◆OH OH/42/3 1109181923
はるかなるわがラスカル
スターリング・ノース／著 川口正吉／著
学習研究社 １９６４．４ ◆OH
(２８４ｐ １８ｃｍ) 物理の散歩道 続
ガッケン・ブックス　サイエンスシリーズ ロゲルギスト／著

OH/48/8 1109186401 岩波書店 １９６４．６
(２４６ｐ １９ｃｍ)
物理学

◆OH OH/42/4 1109181931
ハンセン病根絶をめざして -国際医療協力１０年の歩み-
笹川記念保健協力財団 ［出版年不明］
(８９ｐ ２６ｃｍ) ◆OH

OH/49/76 1109338820 物理の散歩道 第３
ロゲルギスト／著
岩波書店 １９６６．９

◆OH (２０３ｐ １９ｃｍ)
ハンセン病根絶をめざして -国際医療協力１０年の歩み- （資 物理学
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◆OH
OH/42/9 1109181972 道と自然

永井潜／著
人文書院 １９３６．１１

◆OH (４２３ｐ ２３ｃｍ)
法医学ノート OH/49/3 1109182491
古畑種基／著
中央公論社 １９５９．２
(２４８ｐ ２０ｃｍ) ◆OH
内容：毒および毒殺物語　血液による鑑定　裁判と法医学 もうひとつのカルテ -ある外科医の現代診断-

OH/49/20 1109182178 榊原仟／著
実業之日本社 １９７１．３
(２５１ｐ １９ｃｍ)

◆OH OH/49/35 1109182723
望郷の丘 -多磨盲人会創立２０周年記念誌-
多磨盲人会記念誌編纂委員会／編
多磨盲人会 １９７９．５ ◆OH
(３３５ｐ ２２ｃｍ) 有名人の健康法

OH/49/54 1109186682 飯野節夫／編著
鳩の森書房 １９８６．１１
(２５７ｐ １９ｃｍ)

◆OH OH/49/45 1109186500
放射線の恐ろしさ
Ｊ．シューバート Ｒ．Ｅ．ラップ／著 中村誠太郎 三好和夫
／訳 ◆OH
岩波書店 １９５８．１１ ヨガ総合健康法 上
(３１６，２６ｐ １９ｃｍ) 沖正弘／著

OH/49/13 1109182582 地産出版 １９７６．１１
(３１４ｐ １９ｃｍ)

OH/49/49 1109186641
◆OH

宝石
崎川範行／著 ◆OH
保育社 １９６３．３ ライフサイエンスライブラリー 第１
(１５３ｐ １５ｃｍ) ライフ編集部／編
カラーブックス １９６７

OH/45/3 1109182087 (２９９ｐ（図共） １８ｃｍ)
自然科学

OH/41/10 1109181287
◆OH

星から宇宙へ -新しい天文学-
ジョージ・ガモフ／著 小尾信弥／訳 ◆OH
２版 リウマチと神経痛をなおす
白揚社 １９６３ 伊藤久次／著
(３２９ｐ １９ｃｍ) 主婦の友社 １９６３．６
新科学シリーズ (３７６ｐ １８ｃｍ)

OH/44/2 1109182020 主婦の友新書
OH/49/32 1109182699

◆OH
町医三十年 ◆OH
林良材／著 私たちの原子力 -今日および明日の時代-
創元社 １９５４．１ マーガレット．Ｏ．ハイド／著 宮島竜興・福田信之／訳
(３３１ｐ １９ｃｍ) 時事通信社 １９５９．１０

OH/49/18 1109182152 (１７５ｐ １８ｃｍ)
原子力

OH/42/7 1109181956
◆OH

未完成物理学 -宇宙圧力理論への道程-
藤川頼彦／著 ◆OH
河出書房新社 １９７８．８ Ｂｉｒｄｓ　ｉｎ　Ｊａｐａｎ -ａ　ｆｉｅｌｄ　ｇｕｉｄｅ
(２５１ｐ ２２ｃｍ) -
物理学 ｂｙ　Ｙａｍａｓｈｉｎａ　Ｙｏｓｈｉｍａｒｏ

OH/44/5 1109182053 Ｔｏｋｙｏ　Ｎｅｗｓ　Ｓｅｒｖｉｃｅ １９６１．６
(２３３ｐ ２２ｃｍ)

OH/48/12 1109186443
◆OH

身近な動物たち
朝日新聞社 １９６２．１
(２８６ｐ １８ｃｍ)

OH/48/11 1109186435
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◆OH 岡惺治／著
愛されるプロパン -プロパン随想- ベストセラ－ズ １９７０
深尾憲治／著 (２３６ｐ １８ｃｍ)
三菱液化瓦斯 １９７８．３ ベストセラ－シリ－ズ
(２６６ｐ １９ｃｍ) OH/59/13 1109196244

OH/56/7 1109193027

◆OH
◆OH あまいお菓子もからかった -菓子一筋に６０年-

愛知用水 -その建設の全貌- 洋菓子のヒロタ広田定一ものがたり編集委員／編
愛知用水公団／編 洋菓子のヒロタ １９７４．９
愛知用水公団 １９６１．９ (２８６，２９ｐ　図版あり ２２ｃｍ)
(１１２ｐ ２６×２７ｃｍ) OH/58/12 1109340388
愛知用水

OH/51/1 1109187102
◆OH

アメリカ大都市の死と生
◆OH ジェーン・ジェコブス／著 黒川紀章／訳

アジアの工業化と一次産品加工 鹿島出版会 １９７７．３
逸見謙三／編 (２６８ｐ １９ｃｍ)
アジア経済研究所 １９７５．３ ＳＤ選書
(３００ｐ ２２ｃｍ) 都市計画－アメリカ合衆国
アジア経済調査研究双書 OH/51/15 1109185999
第一次商品経済からの脱皮・輸出代替-アジア経済工業化のた
めの一戦略(逸見謙三) アジアの一次産品・加工品の生産・輸
出と輸出価格の動向(山田三郎) アジアにおける食品工業の現 ◆OH
状と工業化-台湾の罐詰工業を事例として(稲垣清) 東南アジア アメリカにおける電気通信事業経営の実際
諸国における香辛料の開発利用(斎藤浩) 繊維作物の工業化-バ 横田信夫／著
ングラデシュを中心として(村田憲寿) 天然ゴムの生産と加工- 東京出版センター １９７２．３
アジア5カ国を事例として(大塚正修) フィリピンにおける木材 (１６５ｐ １９ｃｍ)
産業の現状と在立条件(藤森英男) エネルギー危機と現地製錬 OH/54/9 1109192565
の諸問題-銅・アルミを中心として(尾関修) 錫生産の動向と問
題点-マレーシアとタイを中心に(山田三郎) 

OH/58/11 1109196111 ◆OH
あらたまったときの装い -礼服からおつきあいの服まで-
細野久／著

◆OH 文化出版局 １９７４．２
味の散歩 (１９８ｐ ２４ｃｍ)
秋山徳蔵／著 OH/59/19 1109196301
産業経済新聞社 １９５６．４
(２２６ｐ １９ｃｍ)
料理－随筆 ◆OH

OH/59/11 1109196228 あわてなさんな -小川栄一・不平不満集-
小川栄一／著
文藝春秋 １９７４

◆OH (１９９ｐ １９ｃｍ)
明日をひらく特許 -技術の躍進のために- 昭和４３年 OH/50/16 1109186997
特許庁／編
通商産業調査会 １９６８
(２８２ｐ ２１ｃｍ) ◆OH
特許 石のおのから人工衛星まで -技術革新物語-

OH/50/18 1109187011 エーゴン・ラルゼン／著 松谷健二／訳
白水社 １９６４．１
(３００ｐ ２１ｃｍ)

◆OH OH/53/1 1109188514
新しい航空・宇宙用語１２０
航空情報編集部／編
酣燈社 １９６２．５ ◆OH
(２６０ｐ ２１ｃｍ) 鋳物師辻物語
航空情報 原正司／著

OH/55/7 1109192631 原正司 １９７８．１１
(２５９ｐ １９ｃｍ)
鋳物－歴史

◆OH OH/56/6 1109193019
新しい住いのプラン -住みよい家づくりに-
塩田樹一／著
鶴書房 ［出版年不明］ ◆OH
(２２５ｐ １７ｃｍ) 動く大地 -地盤沈下問題について-

OH/52/19 1109188498 加藤恭亮／著
第２版
栄光社 １９５８．１２

◆OH (１４６ｐ ２２ｃｍ)
危ない医学常識 -家庭における　とり返しのつかない前に- 地盤沈下
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OH/51/5 1109187144
◆OH

海難
◆OH Ｈ.．ボールドウィン／著 実松譲／訳

宇宙空間をめざして -Ｖ２号物語- フジ出版社 １９６８．１１
Ｗ．ドルンベルガー／著 松井巻之助／訳 (２５０ｐ １９ｃｍ)
岩波書店 １９６７．６ OH/53/10 1109188605
(３３７，２ｐ １９ｃｍ)
ロケット

OH/53/11 1109188613 ◆OH
化学プラント建設便覧
玉置明善／編

◆OH 丸善 １９７２．１０
美しい老年期 続 (１４５５ｐ ２２ｃｍ)
杉村春三／著 化学工場
婦人之友社 １９６９ OH/57/9 1109337467
(２５２ｐ　図版 ２０ｃｍ)
老人福祉

OH/59/23 1109196343 ◆OH
神岡鉱山史
三井金属鉱業株式会社修史委員会／編

◆OH 三井金属鉱業 １９７０．１２
海からの告発 -「日本列島改造」の光と影- (７２８，図版２５ｐ ２７ｃｍ)
鶴蒔靖夫／著 OH/56/2 1109192987
１９７２
(２９４ｐ １９ｃｍ)
海洋汚染 ◆OH

OH/51/11 1109187201 神岡鉱山史料
三井金属鉱業株式会社修史委員会／編
三井金属鉱業 １９７０．１２

◆OH (２２１ｐ ２７ｃｍ)
エネルギー危機への挑戦 -幻のエネルギー安定化政策をきる- OH/56/2-2 1109192995
岩動道行／著
通商産業研究社 １９７７．６
(４１２ｐ ２１ｃｍ) ◆OH
エネルギー政策 関門トンネル工事誌

OH/50/8 1109186914 関門トンネル工事誌編さん委員会／編
建設省日本道路公団 １９６０．１２
(１２，６９２ｐ ２６ｃｍ)

◆OH 関門トンネル
エネルギー最前線 OH/51/3 1109187128
加納時男／著
日本放送出版協会 １９８４．１０
(２１１ｐ １９ｃｍ) ◆OH
ＮＨＫブックス 機械発明史
4-14-001466-0 アボット・ペイザン・アッシャー／著 富成喜馬平／訳

OH/50/25 1109187086 岩波書店 １９７０．７
(５５６，２１ｐ ２２ｃｍ)

OH/53/2 1109188522
◆OH

エレキ百年
関寅太郎／著 ◆OH
電気新聞 １９６８．１１ 技術革新と電気通信事業
(２０８ｐ １９ｃｍ) 米沢滋／著

OH/54/5 1109192524 東京出版センター １９７０．８
(３６４ｐ ２２ｃｍ)
電気通信

◆OH OH/54/4 1109192516
オートメーション
イギリス政府科学技術庁／編 和田弘／訳
紀伊国屋書店 １９５７．２ ◆OH
(２０８ｐ　図版１４枚 １９ｃｍ) 技術人精神

OH/50/1 1109186849 本田宗一郎／ほか著
ダイヤモンドサービス社 １９７７．１０
(２５６ｐ ２０ｃｍ)

◆OH OH/50/21 1109187045
回想の日本陸軍機
航空情報編集部／［編］
酣燈社 １９６２．８ ◆OH
(２２０ｐ ２１ｃｍ) 技術－その周辺
航空情報 岸田純之助／著

OH/55/2 1109192581 日本経営出版会 １９６９．５
(２３７ｐ ２０ｃｍ)
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OH/50/6 1109186898 実業之日本社 １９７０．１０
(２２２ｐ １８ｃｍ)
実日新書

◆OH OH/59/16 1109196277
技術による革命
Ｒ．Ｎ．クーデンホーフ・カレルギー／著 鹿島守之助／訳
鹿島研究所出版会 １９６４．１ ◆OH
(１９２ｐ １８ｃｍ) 健康法 -無病長生-

OH/50/13 1109186963 西勝造／著
実業之日本社 １９５３．１１
(２８５ｐ １９ｃｍ)

◆OH 健康法
宮殿 OH/59/7 1109196186
毎日新聞社 １９６９
(２冊（別冊共） ４０ｃｍ)
宮殿 ◆OH

OH/52/22 1109311215 健康法入門
タイムライフブックス／編
タイムライフブックス １９７３．３

◆OH (２６５ｐ １８ｃｍ)
宮殿 別冊 OH/59/22 1109196335
毎日新聞社／編
毎日新聞社 １９６９．７
(１６，７ｐ ４０×３１ｃｍ) ◆OH

OH/52/22-2 1109318343 原子力
早川淳一／著
有斐閣 １９６０．７

◆OH (１９２ｐ １８ｃｍ)
協会二十年史 -不動産業界のあゆみ- ＜日本の産業＞シリーズ
香川県宅建協会創立二十年記念史刊行特別委員会／編 原子力
香川県宅地建物取引業協会 １９８７．２ OH/55/24 1109192813
(２６４ｐ ２７ｃｍ)

OH/52/13 1109188431
◆OH

原子力開発十年史
◆OH 原子力開発十年史編纂委員会／編

京料理 日本原子力産業会議 １９６５．１０
千澄子／著 (４３７ｐ ２７ｃｍ)
主婦の友社 １９７１．１１ OH/55/27 1109192847
(２８２ｐ ３１ｃｍ)
日本料理

OH/59/20 1109196319 ◆OH
原子力潜水艦
ノーマン・ポルマー／著 堀元美／訳

◆OH 朝日新聞社 １９６４．６
駆逐艦 -その技術的回顧- (３５９，１９ｐ ２０ｃｍ)
堀元美／著 OH/55/20 1109192771
４版
原書房 １９８０．１
(２８１ｐ ２２ｃｍ) ◆OH

OH/55/35 1109192938 原子力読本
日本原子力産業会議／編
新版

◆OH 日本原子力産業会議 １９５９．３
グレーの文化 (１１６ｐ １９ｃｍ)
黒川紀章／著 OH/55/22 1109192797
創世記 １９７７．１０
(１８２ｐ １９ｃｍ)
創世記寺小屋講座 ◆OH

OH/52/9 1109186195 原子力と産業
Ａ．クラミッシュ，Ｅ・Ｍ・ザッカート／共著 陸井三郎／訳
紀伊国屋書店 １９５９．５

◆OH (２６４ｐ ２０ｃｍ)
健康食１２ヵ月 -日々を快調にすごすために- 原子力産業
栗山毅一／著 OH/55/21 1109192789
島村出版 １９７４．１０
(２２２ｐ １９ｃｍ)

OH/59/31 1109196418 ◆OH
建設界の新しい波 -藤田組-
フジ・インターナショナル・コンサルタント出版部 １９６３

◆OH ．４
健康の総点検 -あなたは大丈夫か- (２５１ｐ １８ｃｍ)
杉靖三郎／著 企業の現代史
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OH/52/2 1109186120

◆OH
◆OH 航空工業年鑑 昭和４６年版

建設業はいま 日本航空工業会／編纂
日刊建設通信新社／編 日本航空工業会 １９７１．５
日刊建設通信新社 １９８０．２ (８５４ｐ ２２ｃｍ)
(３３５ｐ ２１ｃｍ) OH/53/8 1109188589

OH/52/10 1109186203

◆OH
◆OH 航空工業年鑑 昭和４７年版

現代日本建築家全集 １０ 日本航空工業会／編纂
三一書房 １９７０ 日本航空工業会 １９７２．５
(２２６ｐ（おもに図） ３１ｃｍ) (７７５ｐ ２２ｃｍ)
文献目録：ｐ．２１４－２２３ OH/53/9 1109188597
建築

OH/52/17 1109188472
◆OH

航空工業年鑑 昭和４８年版
◆OH 日本航空工業会／編纂

現代のオフィスビル 日本航空工業会 １９７３．５
レオナード・マナセ，ロジャー・カンリッフ／共著 渋谷盛和 (７０３ｐ ２２ｃｍ)
／訳 OH/53/18 1109188670
鹿島研究所出版会 １９６４．５
(２７８ｐ ２７ｃｍ)

OH/52/18 1109188480 ◆OH
航跡 -日本人の記録-
古波蔵保好／著

◆OH 毎日新聞社 １９６５．７
現代ホーム百科事典 第１ (２２６ｐ １９ｃｍ)
学習研究社 １９６５．１１ 毎日ノンフィクション・シリーズ
(５７２ｐ ２７ｃｍ) OH/55/19 1109192763

OH/59/10 1109196210

◆OH
◆OH 高等建築学 第８巻

減耗控除制度調査団報告書 佐野利器／監修
減耗控除対策委員会 １９７０．８ 常磐書房 １９４２．９
(６８４ｐ ２５ｃｍ) (４６，３０６，１１２ｐ ２２ｃｍ)

OH/56/3 1109251288 OH/52/15 1109188456

◆OH ◆OH
減耗控除制度ハンドブック 鴻池組社史
日本鉱業協会／編 鴻池組社史編集委員会／編
日本鉱業協会 １９７０．２ 鴻池組社史編集委員会 １９８６．１２
(２４９ｐ ２２ｃｍ) (９４９ｐ ２７ｃｍ)

OH/50/19 1109187029 OH/51/26 1109186104

◆OH ◆OH
航海記 -海と船と人と- 国土建設の将来展望 -建設省三十周年記念-
海上労働協会海上の友編集部／編 建設省／編
海上労働協会 １９５７．７ ぎょうせい １９７９．３
(３０２ｐ １９ｃｍ) (１２０２ｐ ２２ｃｍ)

OH/55/1 1109192573 OH/50/17 1109187003

◆OH ◆OH
航空工業年鑑 昭和４３年版 古城をめぐる
日本航空工業会／編纂 文化財調査会／編
日本航空工業会 １９６８．５ 人物往来社 １９６１．８
(８９４ｐ ２２ｃｍ) (２３５，３ｐ １９ｃｍ)

OH/53/6 1109188563 OH/52/3 1109186138

◆OH ◆OH
航空工業年鑑 昭和４４年版 古城をめぐる 続
日本航空工業会／編纂 文化財調査会
日本航空工業会 １９６９．５ 人物往来社 １９６１．８
(８９１ｐ ２２ｃｍ) (２３６，２ｐ １９ｃｍ)

OH/53/7 1109188571 OH/52/4 1109186146
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◆OH ◆OH
子どもをダメにした親たち システムズアプローチによる工事管理 -主として土工工事につ
深沢道子／著 いて-
三笠書房 １９７３．４ 石川六郎／著
(２３４ｐ １９ｃｍ) 鹿島出版会 １９７７．７
親子関係 (２７８ｐ ２７ｃｍ)

OH/59/17 1109196285 OH/51/14 1109185981

◆OH ◆OH
今日の砂糖読本 -私の砂糖診断- 自動車ガイドブック 第１０巻（１９６３－６４年版）
筧砂糖 一家／編 筧千城夫 一族／著 自動車工業振興会／編集
鹿島研究所出版会 １９６５．１０ 自動車工業振興会 １９６３．１０
(１３６ｐ １９ｃｍ) (３９８ｐ ２１ｃｍ)

OH/58/3 1109193134 自動車
OH/53/4 1109188548

◆OH
最新中国鉱工業分布図 ◆OH
富士ジャーナル中国経済研究部／編 自動車ガイドブック 第７巻（１９６０－６１年版）
富士ジャーナル社 １９７４．２ 自動車工業振興会／編集
(４６枚 ３１×４３ｃｍ) 自動車工業振興会 １９６０．１０

OH/56/8 1109218659 (３８６ｐ ２１ｃｍ)
自動車

OH/53/5 1109188555
◆OH

さすらいの食いしん坊 -ごちそうさま-
日本テレビ／編 ◆OH
１９７４ 自動車ガイドブック ｖｏｌ．１７（１９７０－７１年版）
(２０１ｐ（図共） ２２ｃｍ) 自動車工業振興会／編集

OH/59/24 1109196350 自動車工業振興会 １９７０．１０
(４０６ｐ ２１ｃｍ)
自動車

◆OH OH/53/13 1109218642
雑学おもしろ読本 -つい他人に話したくなる-
日本社／編
日本社 １９８１．６ ◆OH
(３５０ｐ １９ｃｍ) 清水建設百八十年
4-931132-02-2 清水建設株式会社／編

OH/59/28 1109196392 １９８４．６
(４５４ｐ ２７ｃｍ)
当社の歩み・当社の技術の歩み・主要工事一覧（最近１０年）

◆OH ：ｐ４０５～４４５
讃岐うどん 第４号 清水建設株式会社
さぬきうどん編集委員会／編 OH/52/11 1109188415
さぬきうどん研究会 １９８６
(４６ｐ ２６ｃｍ)

OH/59/29 1109196400 ◆OH
修学院離宮
谷口吉郎／著 佐藤辰三／写

◆OH 毎日新聞社 １９５６．１０
砂防ダム大鑑 １９７３年 (１０５，５６ｐ　図版６４枚 ２９ｃｍ)
全国治水砂防協会 １９７３．８ OH/52/6 1109186161
(６３３ｐ ３１ｃｍ)
砂防ダム

OH/51/18 1109186021 ◆OH
首都高速道路公団二十年史
首都高速道路公団／編

◆OH 首都高速道路公団 １９７９．６
Ｓｕｎｔｏｒｙ　ｇｏｕｒｍｅｔ ５ (６３８ｐ ２７ｃｍ)
サントリー ［出版年不明］ OH/51/20 1109186047
(１３５ｐ ３１ｃｍ)

OH/59/21 1109196327
◆OH

上品会写影 第十三回
◆OH 高島屋本社業務部／編

四季八十彩 -日本人の衣食住- 高島屋本社業務部 １９６５．８
日清製粉 １９８０．５ (１冊 ２６ｃｍ)
(２５３ｐ ２２ｃｍ) 染織工芸
日本－風俗・習慣 OH/58/4 1109193142

OH/59/27 1109196384
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◆OH
◆OH 図解電子計算機入門

昭和４９年９月１日における多摩川堤防決壊記録 Ｊ．Ｓ．マーフィ／著 森口繁一／監訳
狛江市役所企画広報課／編 紀伊国屋書店 １９６２．１０
狛江市役所 １９７５．９ (３９０ｐ ２３ｃｍ)
(２１５ｐ ２７ｃｍ) OH/54/8 1109192557

OH/51/22 1109186062

◆OH
◆OH スカーフはおしゃれのきめ手 -スカーフの使い方１３３選-

食事と健康 有賀桃子／著
五島孜郎／編 ライフ社 １９７６．１０
古河電工健康保険組合 １９６９．１２ (２０５ｐ １９ｃｍ)
(２１５ｐ １８×１９ｃｍ) OH/59/26 1109196376

OH/59/8 1109196194

◆OH
◆OH 砂を防ぐ

食味 矢野義男／著
辻嘉一／著 全国治水砂防協会 １９７５．１０
ＰＨＰ研究所 １９７７．１０ (２１８ｐ １８ｃｍ)
(２２８ｐ ２０ｃｍ) 砂防

OH/59/32 1109196426 OH/51/21 1109186054

◆OH ◆OH
新・エネルギー論 -タテ型思考からヨコ型思考へ- 住み方の記
太田時男／著 西山夘三／著
日本放送出版協会 １９７９．５ 増補新版
(２５３ｐ １９ｃｍ) 筑摩書房 １９７８．６
ＮＨＫブックス (３７７ｐ １９ｃｍ)
エネルギー 筑摩叢書

OH/50/22 1109187052 住居
OH/52/14 1109188449

◆OH
心臓を語る -新編- ◆OH
榊原仟／著 青春を長もちさせる生活と食事 -東洋医学的健康作戦-
主婦の友社 １９７８．７ 荘淑旂／著
(２９１ｐ １９ｃｍ) 主婦の友社 １９７０．２
心臓病 (３３５ｐ １９ｃｍ)

OH/59/37 1109336121 OH/59/14 1109196251

◆OH ◆OH
新兵器読本 世界味の地図
関野英夫／著 星島節子／著
時事通信社 １９５９．３ しなの出版 １９６９．７
(２６６ｐ １８ｃｍ) (３０９ｐ １９ｃｍ)
時事新書 西洋料理
兵器 OH/59/2 1109196137

OH/55/23 1109192805

◆OH
◆OH 世界一に挑む日本の工業技術

新洋酒天国 -世界の酒の旅- 牧野昇／著
佐治敬三／著 講談社 １９６３．１０
文藝春秋 １９７５ (２１５ｐ １８ｃｍ)
(２３５ｐ ２２ｃｍ) ブルーバックス
参考文献：ｐ２３５ 日本－工業
洋酒 OH/50/10 1109186930

OH/58/10 1109193209

◆OH
◆OH 世界航空機年鑑 １９６１年版

水害地域に関する調査 第５部 航空情報編集部／編
科学技術庁資源局 １９６３ 酣燈社 １９６１．１
(１２８ｐ ２６ｃｍ) (２８８ｐ ２１ｃｍ)
科学技術庁資源局資料 航空情報
水害 OH/55/8 1109192649

OH/50/24 1109187078
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◆OH
世界航空機年鑑 １９６３年版 OH/57/4 1109193068
航空情報編集部／編
酣燈社 １９６３．１
(３２８ｐ ２１ｃｍ) ◆OH
航空情報 石油危機の構造 -一九八三年に破局がやってくる-

OH/55/9 1109192664 富館孝夫／著
ダイヤモンド社 １９７９．７
(２７０ｐ １９ｃｍ)

◆OH OH/57/5 1109193076
世界航空機年鑑 １９６４年版
航空情報編集部／編
酣燈社 １９６３．１ ◆OH
(３３６ｐ ２１ｃｍ) 石油政策の展望
航空情報 柳田桃太郎／著

OH/55/10 1109192672 幸書房 １９６９．７
(２５８ｐ ２０ｃｍ)

OH/56/1 1109192979
◆OH

世界航空機年鑑 １９６５年版
航空情報編集部／編 ◆OH
酣燈社 １９６５．１ 石油・石油化学用語辞典
(３０４ｐ ２１ｃｍ) 石油・石油化学用語研究会／編
航空情報 全訂・新版

OH/55/11 1109192680 石油評論社 １９７５
(４７１ｐ １９ｃｍ)
石油化学工業－辞書 石油－辞書

◆OH OH/57/8 1109193100
世界航空機年鑑 １９６６年版
航空情報編集部／編
酣燈社 １９６６．１ ◆OH
(３１４ｐ ２１ｃｍ) 石油帝国
航空情報 Ｈ．オーコンナー／著 佐藤定幸／訳

OH/55/12 1109192698 岩波書店 １９５７．８
(７，３９５，１４ｐ １９ｃｍ)
時代の窓

◆OH 石油
世界の艦船 第１巻第９号～通巻第１２号 OH/57/3 1109193050
海人社 １９５７．８
(１２冊 ２６ｃｍ)

OH/55/32 1109192896 ◆OH
船協海運年報 １９６４－１９６５
日本船主協会／編

◆OH 日本船主協会 １９６５．７
世界の艦船 第１３号～第２４号 (１４６ｐ ３０ｃｍ)
海人社 １９５８．８ OH/55/33 1109192912
(１２冊 ２６ｃｍ)

OH/55/32-2 1109192904
◆OH

船協海運年報 １９６８
◆OH 日本船主協会／編

世界の酒 日本船主協会 １９６９．７
三沢光之助／著 (１９７ｐ ３０ｃｍ)
雪華社 １９６９．４ OH/55/34 1109192920
(３０２ｐ １８ｃｍ)
酒

OH/59/5 1109196160 ◆OH
即席　酒の肴
赤堀峯吉／著

◆OH 文晃書院 １９５１．１１
石油化学工業１０年史 (３，８，１２３ｐ １９ｃｍ)
石油化学工業協会／編 料理
石油化学工業協会 １９７１．３ OH/59/6 1109196178
(５６２ｐ ２７ｃｍ)

OH/57/7 1109193092
◆OH

ソフト・エネルギー・パス -永続的平和への道-
◆OH エイモリー・ロビンズ／著 室田泰弘／訳 槌屋治紀／訳

石油危機の幻影 -エネルギーをめぐる地政学- 時事通信社 １９７９．６
馬野周二／著 (２２，４１０ｐ ２０ｃｍ)
ダイヤモンド社 １９８０．２ エネルギー政策
(２６０ｐ ２０ｃｍ) OH/50/14 1109186971
巻末：参考文献
エネルギー政策 石油
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◆OH
第三世代の技術 -情報技術革命の周辺-
鳳泰信／著 ◆OH
ダイヤモンド社 １９６８．９ 知的女性は色彩心理に明るい -教養としての色彩学入門-
(２８３ｐ １８ｃｍ) 黒川鴻／著

OH/50/2 1109186856 こう書房 １９７７．６
(２０６ｐ １９ｃｍ)
Ｋｏｕ　ｂｏｏｋｓ

◆OH OH/59/18 1109196293
第２次大戦アメリカ陸軍機の全貌
航空情報編集部／編
酣燈社 １９６４．１０ ◆OH
(２５６ｐ ２１ｃｍ) 中共の石油工業
航空情報 友聯研究所主編 綜合研究所／訳

OH/55/3 1109192599 綜合研究所 １９６６．５
(１９４ｐ １９ｃｍ)
綜研資料

◆OH OH/57/2 1109193043
第２次大戦イギリス軍用機の全貌
航空情報編集部／［編］
酣燈社 １９６１．１１ ◆OH
(２５０ｐ ２１ｃｍ) 超高層ビル -最初の試みの記録-
航空情報 石田繁之介／著

OH/55/13 1109192706 ２版
中央公論社 １９６８．４
(１９３ｐ １８ｃｍ)

◆OH 中公新書
第２次大戦仏・伊・ソ軍用機の全貌 建築力学
航空情報編集部／編 OH/52/8 1109186187
酣燈社 １９６５．８
(２７２ｐ ２２ｃｍ)
航空情報 ◆OH

OH/55/6 1109192623 伝えたい味・新しい味 -武者小路千家-
千澄子／著
文化出版局 １９８５．１２

◆OH (２２２ｐ ２２ｃｍ)
竹村健一のきわめて常識的なエネルギー論 4-579-20232-5
竹村健一／著 OH/59/35 1109326882
実業之日本社 １９８０．４
(２３１ｐ １９ｃｍ)
エネルギー資源 原子力発電 ◆OH

OH/50/15 1109186989 土と子供とパン屋のおやじ
望月継治／著
神田精養軒 １９７５．１

◆OH (２５３ｐ １８ｃｍ)
たばこ 健康法
野田卯一／箸 OH/58/7 1109193175
専売事業協会 １９６３．９
(４５７ｐ １９ｃｍ)

OH/58/1 1109193118 ◆OH
電気自動車時代
徳永惇／著

◆OH ぺりかん社 １９７０．３
たばこと新しい農村 -農業恐慌に備えて- (１９９ｐ １９ｃｍ)
本田栄一／著 電気自動車
専売文化事業協会 １９５０．１ OH/54/6 1109192532
(１８７ｐ １８ｃｍ)

OH/58/2 1109193126
◆OH

電子計算機 -その過去・現在・未来-
◆OH Ｊ．バーンスタイン／著 喜安孝／訳

鍛造工業会三十年史 実業之日本社 １９６９．４
全日本鍛造工業会 １９８０．５ (２１３，５ｐ １８ｃｍ)
(４２６ｐ ２７ｃｍ) コンピュータ

OH/56/4 1109251296 OH/54/7 1109192540

◆OH ◆OH
知識の時代から知恵の時代へ -新しい工業文化の構想- 電子計算機 -文科系社員の血となり肉となる本-
林雄二郎／著 南沢宣郎／著
産業能率短期大学出版部 １９７８．１ 光文社 １９６４．３
(２２７ｐ １９ｃｍ) (２２３ｐ １８ｃｍ)

OH/50/20 1109187037 カッパビジネス
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OH/54/3 1109188704 (２５２ｐ １８ｃｍ)
ノン・ブック
原子力発電

◆OH 4-396-10293-3
電子頭脳 OH/54/10 1109339133
森口繁一／著
日本放送出版協会 １９６４．５
(１７１ｐ １８ｃｍ) ◆OH
ＮＨＫブックス 生コン年鑑 昭和４３年版

OH/54/2 1109188696 セメントジャーナル社 １９６８．１
(３４６ｐ ２７ｃｍ)
生コンクリート－年鑑

◆OH OH/51/9 1109187185
天ぷら奥義
川部米夫／著
婦人画報社 １９６１．４ ◆OH
(１４９ｐ ２６ｃｍ) 日建連十年小史
日本料理 日本建設業団体連合会／編

OH/59/1 1109196129 １９７８．５
(２４８ｐ ２７ｃｍ)
年表編：ｐ１９１～２４８

◆OH 日本建設業団体連合会
東京２・０００万都市の改造計画 OH/52/7 1109186179
馬場知巳／著
鹿島研究所出版会 １９６６．８
(２４０ｐ ２２ｃｍ) ◆OH
都市計画 日清紡績六十年史

OH/50/7 1109186906 日清紡績株式会社／編
日清紡績株式会社 １９６９．１２
(１０２３ｐ ２７ｃｍ)

◆OH OH/58/5 1109193159
東京湾に横断堤を -高潮と交通の解決策として-
産業計画会議／編
経済往来社 １９６１．１１ ◆OH
(６６ｐ（図版，地図共） ２６ｃｍ) 日本化学繊維産業史

OH/51/4 1109187136 日本化学繊維協会
日本化学繊維協会 １９７４．１２
(１２２３ｐ ２７ｃｍ)

◆OH 化学繊維
都市デザイン OH/58/6 1109193167
黒川紀章／著
紀伊国屋書店 １９６５．３
(１９８ｐ １８ｃｍ) ◆OH
紀伊国屋新書 日本軍用機の全貌
各章末：註（参考文献） 航空情報編集部／編
都市計画 酣燈社 １９５３．８

OH/50/12 1109186955 (２７６ｐ ２２ｃｍ)
航空情報

OH/55/5 1109192615
◆OH

都市デザイン
黒川紀章／著 ◆OH
新装版 日本傑作機物語 -恵美号から彩雲まで-
紀伊国屋書店 １９７８．７ 航空情報編集部／編
(２０４ｐ ２０ｃｍ) 酣燈社 １９５９．４
各章末：註（参考文献） (２５６ｐ ２１ｃｍ)
都市計画 航空情報

OH/51/16 1109186005 OH/55/4 1109192607

◆OH ◆OH
都市の思想 日本酒 -豪華写真集-
黒川紀章／著 毎日新聞社出版局／編集
白馬出版 １９７７．５ 毎日新聞社 １９８３．１０
(２５９ｐ １９ｃｍ) (２５１ｐ ３８ｃｍ)
都市計画 清酒

OH/51/17 1109186013 OH/59/30 1109251304

◆OH ◆OH
なぜ「原発」か -感情論では、人類の危機は救えない- 日本船主協会２０年史
加納時男／著 日本船主協会／編
祥伝社 １９８９．３ 日本船主協会 １９６８．７
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(９２９ｐ ２７ｃｍ)
海事年表（昭和１１年～昭和４２年５月）：ｐ８５８～９０４ ◆OH
日本船主協会 日本の城と歴史

OH/55/31 1109192888 藤沢衛彦／編
母子愛育会 １９６１．１
(１３９ｐ１３２図版 ３６ｃｍ)

◆OH 城
日本道路公団年報 昭和３７年度 OH/52/21 1109311025
日本道路公団／編
日本道路公団 １９６４．２
(１５０ｐ １８×２６ｃｍ) ◆OH

OH/51/8 1109187177 日本の道路
政治月報社 １９７９
(３１４ｐ ２６ｃｍ)

◆OH OH/51/19 1109186039
日本の家庭教育
岡村匡造／著
新小説社 １９４０．１０ ◆OH
(３６７ｐ １９ｃｍ) 日本の船

OH/59/15 1109196269 石井謙治／著
創元社 １９５７．１２
(２１０ｐ １９ｃｍ)

◆OH 創元選書
日本の軍艦 -わが造艦技術の発達と艦艇の変遷- 船舶－歴史
福井静夫／著 OH/55/14 1109192714
出版協同社 １９５６．８
(２９２ｐ　図版２１枚 　表１０枚 １９ｃｍ)
軍艦－日本 ◆OH

OH/55/15 1109192722 日本の名城
文化財調査会／編
人物往来社 １９５９

◆OH (２６３，３ｐ ２２ｃｍ)
日本の原子力 -１５年のあゆみ- 上 OH/52/5 1109186153
日本原子力産業会議 １９７１．１０
(３１３ｐ １９ｃｍ)
原子力産業 ◆OH

OH/53/14 1109188639 日本の名城 続
文化財調査会
人物往来社 １９６０．９

◆OH (２６７，３ｐ ２２ｃｍ)
日本の原子力 -１５年のあゆみ- 下 OH/52/5-2 1109309409
日本原子力産業会議 １９７１．１０
(２５４ｐ １９ｃｍ)
原子力産業 ◆OH

OH/53/15 1109188647 日本硫安工業史
日本硫安工業協会／編
日本硫安工業協会 １９６８．７

◆OH (８３４ｐ ２６ｃｍ)
日本の原子力 -１５年のあゆみ- 年表 化学肥料
日本原子力産業会議 １９７１．１０ OH/57/1 1109193035
(３６１ｐ １９ｃｍ)
原子力産業

OH/53/16 1109188654 ◆OH
日本は石油に勝てる -我れに頭脳資源あり -
長谷川慶太郎／著

◆OH ＫＫベストセラーズ １９８０．４
日本の建築 (２５５ｐ １８ｃｍ)
藤島亥治郎／著 ベストセラーシリーズワニの本
至文堂 １９５８．１２ OH/57/6 1109193084
(２６３ｐ図版２枚 １９ｃｍ)
日本歴史新書
日本建築－歴史 ◆OH

OH/52/1 1109186112 妊娠・お産百科
尾島信夫／著
主婦の友社 １９７２．１２

◆OH (６０８ｐ ２１×１９ｃｍ)
日本の自動車 -自動車１００年- OH/59/9 1109196202
高岸清／著
秋田書店 １９７１．９
(１４８ｐ ２２ｃｍ) ◆OH
写真で見る１００年シリーズ 年齢別しつけ相談 １（１－２才）

OH/53/12 1109188621 品川不二郎・品川孝子／著
主婦の友社 １９６４．９
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(２４８ｐ １９ｃｍ) 航空情報編集部／［編］
OH/59/3 1109196145 酣燈社 １９６２．１０

(２２８ｐ １９ｃｍ)
航空情報

◆OH OH/53/3 1109188530
年齢別しつけ相談 ２（３－４才）
品川不二郎・品川孝子／著
主婦の友社 １９６４．４ ◆OH
(２３２ｐ １９ｃｍ) １００年１０１歩

OH/59/4 1109196152 安藤建設 １９７２．１０
(１７２ｐ ２１×２２ｃｍ)

OH/52/16 1109188464
◆OH

発見への道
Ｒ．Ｅ．ラップ／著 八木勇／訳 ◆OH
岩波書店 １９６１．９ 武器なき海 -日本商船の戦時記録-
(２０５，７ｐ １９ｃｍ) 海上労働協会海上の友編集部／編
原子物理学 海上労働協会 １９６１

OH/50/11 1109186948 (３２６ｐ １９ｃｍ)
OH/55/18 1109192755

◆OH
発明の源泉 ◆OH
Ｊ．ジュークス／［ほか］著 星野芳郎／［ほか］訳 船
岩波書店 １９６８．３ 須藤利一／編著
(１５，４７６，２３ｐ １９ｃｍ) 法政大学出版局 １９６８．７

OH/50/9 1109186922 (３５３ｐ ２０ｃｍ)
ものと人間の文化史

OH/55/30 1109192870
◆OH

ＶＡＮビジネス -考え方とアイデア-
栗山民毅，石尾登／著 石尾登 ◆OH
日刊工業新聞社 １９８５．１２ 僕は、ヤングマン。
(２０２ｐ １９ｃｍ) 芦田淳／著
4-526-01970-4 文化出版局 １９８６．５

OH/50/26 1109187094 (２２５ｐ ２０ｃｍ)
ファッション
4-579-30254-0

◆OH OH/59/36 1109339125
パン屋のおやじは考える
望月継治／著
改訂増補第３版 ◆OH
神田精養軒 １９７８．１２ ホモ・モ－ベンス -都市と人間の未来-
(２３４ｐ １８ｃｍ) 黒川紀章／著
健康法 中央公論社 １９６９

OH/58/7-2 1109306082 (１７６ｐ １８ｃｍ)
中公新書
都市

◆OH OH/51/24 1109186088
東三河観光開発の基本構想
東三河工業開発中央専門調査委員会 １９６３．４
(１冊 ２６ｃｍ) ◆OH

OH/50/3 1109186864 本州四国連絡橋技術調査報告書
土木学会本州四国連絡橋技術調査委員会／編
土木学会 １９６７．７

◆OH (５０４ｐ ３１ｃｍ)
東三河工業開発計画の概要 -適地産業・関連施設整備マスター 橋梁
プランの第一次構想- OH/51/25 1109186096
東三河工業開発中央専門調査委員会 １９６２．６
(１４２ｐ ２６ｃｍ)

OH/50/4 1109186872 ◆OH
まぐろ大使 -航海記-
高橋利治／著

◆OH 雪華社 １９６１．１０
東三河工業開発計画の概要 -適地産業・関連施設整備マスター (２４２ｐ ２０ｃｍ)
プランの第二次構想- OH/55/25 1109192821
東三河工業開発中央専門調査委員会 １９６４．１
(１８１ｐ ２６ｃｍ)

OH/50/5 1109186880 ◆OH
街並みの美学
芦原義信／著

◆OH 岩波書店 １９７９．２
飛行機操縦のＡＢＣ (１１，２６２，１６ｐ ２２ｃｍ)
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内容：建築の空間領域，街並みの構成，空間に関するいくつか
の考察，世界の街並みの分析　巻末：参考文献 ◆OH
都市計画 リビングバイブル

OH/51/13 1109185973 いのちのことば社 １９７８．４
(９３５，４０３ｐ ２１ｃｍ)
聖書

◆OH OH/59/25 1109196368
水をつくる -１０年のあゆみ-
水資源開発公団 １９７２．５
(９８ｐ ２６×２６ｃｍ) ◆OH
水資源 離陸するファッション産業 -ファッション衣服産業の進むべき

OH/51/12 1109185965 道-
鈴屋マーケティング研究室・野村総合研究所／共著
東洋経済新報社 １９７６．６

◆OH (３２２ｐ ２２ｃｍ)
道の文化史 -一つの交響曲- ファッション
シュライバー／著 関楠主／訳 OH/58/8 1109193183
岩波書店 １９６２．６
(４４３ｐ １９ｃｍ)
道路－歴史 ◆OH

OH/51/6 1109187151 連合艦隊 -写真集-
石渡幸二・青木栄一／共編
出版協同社 １９６０．１

◆OH (１冊 ２２ｃｍ)
三菱鉱業社史 OH/55/16 1109192730
三菱鉱業セメント株式会社総務部社史編纂室／編
三菱鉱業セメント １９７６．６
(９５２，１１１ｐ ２７ｃｍ) ◆OH

OH/56/5 1109193001 ロボットの哲学
吉田夏彦／著
日本経営出版会 １９７１．１０

◆OH (２３５ｐ １９ｃｍ)
メタボリズムの発想 ロボット
黒川紀章／著 OH/53/17 1109188662
白馬出版 １９７２．５
(３９２ｐ ２０ｃｍ)

OH/52/20 1109188506 ◆OH
わが国の河川
日本河川協会 １９５９．１１

◆OH (４６４ｐ ２６ｃｍ)
山野愛子どろんこ美容法 -芯から美しい素肌をあなたに- 河川
山野愛子／著 OH/51/2 1109187110
サンケイ出版社 １９７７
(２２０ｐ １９ｃｍ)

OH/59/12 1109196236 ◆OH
わが航海１５０万浬
村上人声／著

◆OH 講談社 １９５８．７
由比海岸工事誌 (２６２ｐ ２０ｃｍ)
建設省中部地方建設局／編 OH/55/26 1109192839
建設省中部地方建設局 １９６６．３
(１５３７ｐ ２７ｃｍ)

OH/51/10 1109187193 ◆OH
Ｆｒｏｍ　ｋｎｏｗーｈｏｗ　ｔｏ　ｎｏｗｈｅｒｅ -ｔｈｅ
　ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ　ｏｆ　Ａｍｅｒｉｃａｎ　ｔｅｃ

◆OH ｈｎｏｌｏｇｙ-
輸縫連二十年史 ［ｂｙ］Ｅｌｔｉｎｇ　Ｅ．　Ｍｏｒｉｓｏｎ
日本輸出縫製品工業協同組合連合会日本輸出縫製品工業組合／ Ｂａｓｉｃ　Ｂｏｏｋｓ １９７４
編 (１９９ｐ ２２ｃｍ)
日本輸出縫製品工業協同組合連合会日本輸出縫製品工業組合 0-465-02580-3
１９７６．６ OH/50/23 1109187060
(７１２ｐ ２７ｃｍ)

OH/58/9 1109193191
◆OH

Ｋｅｎｚｏ　Ｔａｎｇｅ
◆OH ｂｙ　Ｂｏｙｄ　Ｒｏｂｉｎ　

夢のかけ橋 Ｇｅｏｒｇｅ　Ｂｒａｚｉｌｌｅｒ １９６２
原口忠次郎／著 (１２５ｐ ２６ｃｍ)
のじぎく文庫 １９６０．１ OH/52/12 1109188423
(１８８ｐ １９ｃｍ)
橋梁

OH/51/7 1109187169 ◆OH
Ｍｏｄｅｒｎ　ｓｈｉｐｓ　ｉｎ　Ｊａｐａｎ １９６６
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Ｃｏｏｐｅｒａｔｉｖｅ　ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ　ｏｆ　Ｊ
ａｐａｎ　ｓｈｉｐｂｕｉｌｄｅｒｓ ［１９６６］
(１５０ｐ ２９ｃｍ)

OH/55/28 1109192854

◆OH
Ｎａｖａｌ Ｖｅｓｓｅｌｓ -Ｍｉｔｓｕｂｉｓｈｉ　ｚｏｓ
ｅｎ　ｂｕｉｌｔ- １８８７－１９４５
Ｅｄｉｔｅｄ　ｂｙ　Ｍｉｔｓｕｂｉｓｈｉ　ｓｈｉｐｂｕｉ
ｌｄｉｎｇ　＆　ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ
Ｎｉｐｐｏｎ　ｋｏｂｏ １９５６．１
(８４ｐ ２２×３１ｃｍ)

OH/55/17 1109192748

◆OH
Ｐａｍｉ͡ａｔｎｉｋｉ　ｒｕｓｓｋｏĭ　ａｒｋｈｉｔｅｋｔ
ｕｒｙ　ｉ　ｉｓｋｕｓｓｔｖａ　ＸＩ－ＸＩＸ ｖｅｋｏｖ 
-Ｒｕｓｓｉａｎ　ａｒｃｈｉｔｅｃｔｕｒｅ　ａｎｄ　ａｒ
ｔ　ｏｆ　ｔｈｅ　１１ｔｈ－１９ｔｈ　ｃｅｎｔｕｒｉｅｓ
-
Khudozhnik RSFSR ［１９７２］
(２７８ｐ，ｗｉｔｈ　ｉｌｌｕｓ． ３４ｃｍ)

OH/52/23 1109340651

◆OH
Ｐｒｏｃｅｅｄｉｎｇｓ　ｏｆ　ｔｈｅ　Ａｓｉａ　ｅｌｅｃ
ｔｒｏｎｉｃｓ　ｃｏｎｆｅｒｅｎｃｅ １９６１
Ｔｈｅ Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃｓ Ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ ｏ
ｆ Ｊａｐａｎ １９６１
(２６２ｐ ３１ｃｍ)

OH/54/1 1109188688

◆OH
Ｔｈｅ　ｓａｌａｚａｒ　ｂｒｉｄｇｅ
Ｇａｂｉｎｅｔｅ　ｄａ　ｐｏｎｔｅ　ｏ　ｔｅｊｏ １９６
６．６
(１５２ｐ ３１ｃｍ)

OH/51/23 1109186070

◆OH
Ｔｈｅ　ｓｈｉｐ -ａ　ｓｕｒｖｅｙ　ｏｆ　ｔｈｅ　ｈｉｓ
ｔｏｒｙ　ｏｆ　ｔｈｅ　ｓｈｉｐ　ｆｒｏｍ　ｔｈｅ　ｐｒ
ｉｍｉｔｉｖｅ ｒａｆｔ ｔｏ ｔｈｅ ｎｕｃｌｅａｒ－ｐｏ
ｗｅｒｅｄ ｓｕｂｍａｒｉｎｅ, ｗｉｔｈ ｅｃｏｎｓｔｒｕ
ｃｔｉｏｎ　ｉｎ　ｗｏｒｄｓ　ａｎｄ　ｐｉｃｔｕｒｅｓ-
ｂｙ　Ｂｊöｒｎ　Ｌａｎｄｓｔｒöｍ　
Ａｌｌｅｎ　＆　Ｕｎｗｉｎ １９６１
(３０９ｐ ２９ｃｍ)

OH/55/29 1109192862
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６ 産業 

 

 





◆OH (６５２ｐ図版６３枚 １９ｃｍ)
明日のある農業 -大衆の農政- 放送事業－年鑑
園田清充／著 OH/69/5 1109228476
全国農業改良普及協会 １９７４．１
(２７３ｐ ２１ｃｍ)

OH/61/45 1109206662 ◆OH
ＮＨＫ年鑑 １９６８
日本放送協会／編

◆OH 日本放送出版協会 １９６８．９
新しい貿易政策をもとめて -プレビッシュ報告- (６１１ｐ ２７ｃｍ)
外務省／訳 放送事業－年鑑
国際日本協会 １９６４．４ OH/69/8 1109228500
(２１３ｐ ２１ｃｍ)
貿易政策

OH/67/6 1109212702 ◆OH
塩業組合中央会会員及び傘下団体名簿 昭和３３年４月現在
塩業組合中央会 １９５８．４

◆OH (１冊 １８ｃｍ)
アメリカのテレビネットワーク -機能と運営- OH/66/3 1109212124
今道潤三／著
広放図書 １９６２．６
(５６７，８８ｐ ２２ｃｍ) ◆OH
テレビジョン 塩業諸論

OH/69/4 1109228468 高木利夫／編
瀬戸田塩業組合研究室 １９６１．５
(１２９ｐ ２６ｃｍ)

◆OH 塩業
一本のあきびんから -リサイクリング事始- OH/66/4 1109212157
山村徳太郎／著
日本経済新聞社 １９７９．２
(１９３ｐ ２０ｃｍ) ◆OH
廃物利用 塩業整備報告 第２巻（資料編）

OH/60/21 1109196517 日本専売公社塩業部／編
日本専売公社 １９６６．４
(７９０ｐ ２７ｃｍ)

◆OH 内容：製塩写真集，年表，塩業経済実例調査集計表，塩業統計
海とともに 資料表，製塩地地図
藤森俊夫／著 OH/66/13 1109212546
海洋文化振興 １９５７．７
(２５７ｐ １９ｃｍ)

OH/68/3 1109220069 ◆OH
塩業整備報告 第１巻
日本専売公社塩業部／編

◆OH 日本専売公社 １９６６．４
海の紳士録 (１２３９，９ｐ ２７ｃｍ)
朝日新聞社／編 OH/66/12 1109212538
朝日新聞社 １９６２．１２
(２４６ｐ １８ｃｍ)
海洋動物 ◆OH

OH/66/25 1109212645 園芸統計要覧 １９６６
地球出版 １９６６．８
(２３０ｐ ２２ｃｍ)

◆OH OH/60/2 1109206803
海の若人
須川邦彦／著
海洋文化振興 １９５５．２ ◆OH
(２２６ｐ １８ｃｍ) 塩俗問答集

OH/66/1 1109212132 渋沢敬三／編
慶友社 １９６９．６
(２２７ｐ ２１ｃｍ)

◆OH 常民文化叢書
ＥＸＰＯ′７０ -おおさか・きょうと・なら・こうべ- OH/66/11 1109212520
電通／企画編集
住友グループ １９７０．２
(２０８ｐ １８ｃｍ) ◆OH
日本万国博覧会 沖縄国際海洋博覧会公式記録 総合編

OH/60/14 1109211886 沖縄国際海洋博覧会協会 １９７６．７
(４００ｐ（図共） ２９ｃｍ)
国際海洋博覧会（沖縄）

◆OH OH/60/25 1109211944
ＮＨＫ年鑑 １９６２
日本放送協会／編
日本放送出版協会 １９６１．１２
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◆OH
海運盛衰記 ◆OH
住田正一／著 観光うらおもて
創元社 １９５４．５ 平山孝／著
(３，２０４ｐ １８ｃｍ) 真珠書院 １９６４．９
海運－日本－歴史 (２５６ｐ １９ｃｍ)

OH/68/2 1109220051 観光事業
OH/68/15 1109228286

◆OH
海運夜話 ◆OH
広幡忠隆／著 観光事業
訂正増補 入沢文明，秦正宣／共著
海洋文化振興 １９５３．３ 有斐閣 １９６０．１０
(３０８ｐ １９ｃｍ) (１７６ｐ １８ｃｍ)

OH/68/1 1109220044 日本経済の産業シリーズ
観光事業

OH/68/9 1109228229
◆OH

海外市場白書 -付属統計集- １９６６年版
日本貿易振興会 １９６６．２ ◆OH
(４００ｐ ２１ｃｍ) 危機の農政 -国土開発・技術革新の中の新しい可能性-
貿易 武田邦太郎／著

OH/67/18 1109213213 教育社 １９７９
(１７９ｐ １８ｃｍ)

OH/61/54 1109206761
◆OH

海外市場白書 -概観・地域編- １９６６年版
日本貿易振興会 １９６６．２ ◆OH
(９，７３７，６，４ｐ ２１ｃｍ) 危険なドライバー
貿易 宇留野藤雄／著

OH/67/29 1109213320 朝日新聞社 １９６４．６
(２０６ｐ １８ｃｍ)
コンパクト・シリーズ

◆OH OH/68/6 1109220093
海外農業実習生の経営近代化への途 -国際農友会２０年の歩み
から-
国際農友会２０周年記念事業実行委員会／編 ◆OH
国際農友会 １９７２．４ 教育農場五十年
(５９８ｐ ２２ｃｍ) 留岡清男／著

OH/61/53 1109206753 岩波書店 １９６４．９
(３２８ｐ １９ｃｍ)

OH/61/39 1109206613
◆OH

外国貿易の理論
藤井茂／著 ◆OH
巌松堂書店 １９４２．３ 漁港二十年史
(３１６ｐ ２２ｃｍ) 全国漁港協会 １９６８．１２

OH/67/7 1109213114 (３６０ｐ（図共） ２２ｃｍ)
OH/68/10 1109228237

◆OH
家庭における愛犬の訓練としつけ方 ◆OH
塩屋賢一／著 近畿日本ツーリスト１０年史
ニュー・モラル出版者 １９５５．５ 近畿日本ツーリスト １９６５．９
(１４６ｐ １９ｃｍ) (１８７ｐ ２２ｃｍ)

OH/64/2 1109212009 OH/68/24 1109228377

◆OH ◆OH
株式会社阪急百貨店２５年史 近代化すすむ日本の産業
株式会社阪急百貨店社史編集委員会／編 東洋経済新報社／編
阪急百貨店 １９７６．９ 東洋経済新報社 １９６０．１１
(９２１ｐ ２７ｃｍ) (７，３９０ｐ ２６ｃｍ)

OH/67/23 1109213262 日本－産業
OH/60/9 1109196475

◆OH
かもめ会 ◆OH
かもめ会 ［１９６７．８］ 近代職業会計人史
(１冊 ２５ｃｍ) 加藤和男／著

OH/67/13 1109213171 全日本計理士会職業会計人史編纂委員会 １９７３．９
(５３２ｐ ２７ｃｍ)
会計士
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OH/67/25 1109213288

◆OH
◆OH 国際的観点からみた農業問題 -わが国農業の未来像-

近代日本の農村的起源 日本経済調査協議会 １９６５．１１
トマス・Ｃ．スミス／〔著〕 大塚久雄／監訳 (３７５ｐ ２２ｃｍ)
岩波書店 １９７０．６ 調査報告
612.1 農業経済
(３４３，２５ｐ １９ｃｍ) OH/61/7 1109196590
農村－日本－歴史

OH/61/37 1109206597
◆OH

国際貿易論 上巻
◆OH ハーバラー／著 松井清・岡倉伯士／共訳

組合貿易十年の歩み 有斐閣 １９３７．９
組合貿易／編 (３４１ｐ ２３ｃｍ)
組合貿易 １９７１．６ OH/67/8 1109213122
(１２４ｐ ２７ｃｍ)

OH/67/12 1109213163
◆OH

国鉄ざっくばらん -“赤字の王様”のひとりごと-
◆OH 高木文雄／著

経営改善への道 -山村の新しい農民像を求めて- 東洋経済新報社 １９７７．１２
兼古朝史／著 (２４１ｐ １９ｃｍ)
全国林業改良普及協会 １９６４．３ Ｖ－Ｂｏｏｋｓ
(１６９ｐ １９ｃｍ) 日本国有鉄道
林業改良普及叢書 OH/68/20 1109228336

OH/65/2 1109212025

◆OH
◆OH 国鉄物語

激動期の農村問題 門田勲／著
近藤康男／著 朝日新聞社 １９６４．１２
東京大学出版会 １９５５．９ (３３８ｐ １９ｃｍ)
(６，２２９ｐ ２２ｃｍ) OH/68/4 1109220077
農村

OH/61/9 1109196616
◆OH

国家生活と農業
◆OH 大槻正男／著

現代日本海運史観 岩波書店 １９３９．１１
米田富士雄／著 (２８９ｐ ２２ｃｍ)
海事産業研究所 １９７８．１１ 農業経済
(４９７ｐ １９ｃｍ) OH/61/12 1109196640

OH/68/14 1109228278

◆OH
◆OH 米

現代日本の農業と農民 福島要一／著
東畑精一，神谷慶治／共編 岩波書店 １９５２．２
岩波書店 １９６４．３ (１８２ｐ １８ｃｍ)
(５４１，５ｐ ２２ｃｍ) 岩波新書
日本農業の全貌 OH/61/30 1109206522
農村問題

OH/61/3 1109196558
◆OH

災害対策基本法 -沿革と解説-
◆OH 野田卯一／著

現代文明と農業問題 全国防災協会 １９６３．９
栗原藤七郎／著 (５０１ｐ １９ｃｍ)
未来社 １９６８．５ OH/60/5 1109211811
(２９５ｐ １９ｃｍ)

OH/61/44 1109206670
◆OH

産業革命期の人びと
◆OH チョロナー／著 武居良明／訳

香辛料 ４ 未来社 １９６７．９
山崎峯次郎／著 (２１１，１１ｐ １９ｃｍ)
１９７８．６ 産業革命
(３５６ｐ ２２ｃｍ) OH/60/16 1109211894
参考文献：ｐ３４９～３５６
香辛料

OH/61/56 1109206787
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◆OH
産業政策 第６巻第８号 有機農業
産業政策研究所／［編］ OH/61/52 1109206746
産業政策研究所 １９６５．１０
(２６６ｐ ２６ｃｍ)

OH/68/7 1109220101 ◆OH
自動車免許受験者本位の早わかり新交通法解説 -一目でわかる
図解説明-

◆OH 全国自動車免許指導会／編
産業の規模と能率 土屋書店 １９６５．２
Ｅ．Ａ．Ｇ．ロビンソン／著 黒松巌／訳 (８８，１００ｐ １８ｃｍ)
有斐閣 １９６９．５ OH/68/5 1109220085
(２１６ｐ １９ｃｍ)

OH/60/13 1109211878
◆OH

支那の農業と工業
◆OH Ｒ．Ｈ．トーネイ／著 浦松佐美太郎・牛場友彦／訳

山村の農業経営 岩波書店 １９３５．１０
堀越久甫／著 (２２９，４ｐ ２２ｃｍ)
全国林業改良普及協会 １９６４．９ OH/61/16 1109196681
(２０５ｐ １９ｃｍ)
林業改良普及叢書
農業経営 ◆OH

OH/61/26 1109206480 社会主義的工業化と資本蓄積構造 -ハンガリーの歴史的経験-
平泉公雄／著
アジア経済研究所 １９７９．３

◆OH (２９９ｐ ２２ｃｍ)
サンマ資源 -その生物学的考察とその漁業- アジア経済調査研究双書
堀田秀之／著 OH/61/36 1109206589
日本水産資源保護協会 １９６４．８
(９６ｐ ２１ｃｍ)
水産研究叢書 ◆OH

OH/66/15 1109212561 “純生”の挑戦 -ビール戦争にみる後発戦略-
二宮欣也／著
ぺりかん社 １９６８．４

◆OH (２２０ｐ １９ｃｍ)
塩と碑文 ビール
水上清／著 OH/60/10 1109211845
塩業組合中央会 １９６６．１
(１５０ｐ ２２ｃｍ)
製塩 金石・金石文 記念碑 ◆OH

OH/66/18 1109212587 商業簿記要論
根岸正一／著
宝文館 １９２６．１２

◆OH (５７６，１０ｐ ２３ｃｍ)
塩の話あれこれ OH/67/14 1109213197
日本専売公社
１９７０．４
(１９０ｐ １８ｃｍ) ◆OH
塩 証券百年史

OH/66/16 1109212579 日本経済新聞社 １９７８．９
(４５７ｐ ２２ｃｍ)

OH/67/27 1109213304
◆OH

事業の概要と道路統計 ［１９６５年版］
日本道路公団 １９６５．１０ ◆OH
(１６３ｐ １５ｃｍ) 商品取引所論体系 １

OH/68/16 1109228294 全国商品取引所連合会／著
全国商品取引所連合会 １９７９．２
(２５０ｐ ２２ｃｍ)

◆OH 商品取引所法
四国鉄道７５年史 OH/67/19 1109213221
四国鉄道７５年史編さん委員会／編
日本国有鉄道四国支社 １９６５．４
(４６４ｐ ３１ｃｍ) ◆OH
鉄道－歴史 将来の食糧と農業 -アメリカ農業の基本対策に関する提言-

OH/68/13 1109228260 産業計画会議／訳
大成出版社 １９６７．１２
(３５９ｐ ２１ｃｍ)

◆OH OH/61/57 1109206795
自然農法私考
広江美之助／著
１９７６ ◆OH
(２４６，６７，［５６］ｐ ２６ｃｍ) 昭和農政談
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東畑四郎／著 OH/67/32 1109334365
家の光協会 １９８０．２
(３３９ｐ ２０ｃｍ)
日本－農業－歴史－昭和時代 農業政策－日本 ◆OH

OH/61/8 1109196608 製品生産の変遷 -写真集-
高知営林局／［編］
高知営林局 １９７３

◆OH (１冊 ２７ｃｍ)
食糧危機突破 国有林 高知営林局
菅原通済／著 OH/65/12 1109306017
常盤山文庫出版部 １９７５．５
(３５４ｐ １９ｃｍ)

OH/61/55 1109206779 ◆OH
世界を毒化せんとする共匪の陰謀
世界反共連盟中華民国分会 １９７２．５

◆OH (９５ｐ １９ｃｍ)
食糧危機と日本農業の展望 -戦略物資食糧の解決策を探る- OH/61/58 1109334811
武田邦太郎／著
教育社 １９７５．４
(２１９ｐ １９ｃｍ) ◆OH
危機と展望叢書 世界をもてなす館 -ホテルオークラサービス戦線トップの秘訣
食糧問題 -

OH/61/60 1109336162 弘済出版社 １９７９
(２２９ｐ ２０ｃｍ)
ビッグ・ワン　明日に生きる企業シリーズ

◆OH OH/68/21 1109228344
白い雲をかえせ -私の名は広告界のゲリラ-
島崎保彦／著
産業能率短期大学出版部 １９７１．１０ ◆OH
(３０４ｐ １９ｃｍ) 世界の中の日本漁業 -その前進を阻むものはなにか-
広告 奥野正巳／著

OH/67/10 1109213148 日本国際問題研究所 １９６５．１
(１９７ｐ １８ｃｍ)
国際問題シリーズ

◆OH 漁業
新日本証券十年史 OH/66/2 1109212140
新日本証券社史編纂委員会／編
１９７７．９
(２７３ｐ　図　肖像 ２７ｃｍ) ◆OH
年表：ｐ．２３３～２７３ 世界貿易事典 第４巻
新日本証券株式会社 海外貿易振興会／編

OH/67/28 1109213312 日本経済新聞社 １９６９．３
(５２５ｐ ２７ｃｍ)
貿易

◆OH OH/67/5 1109212694
新農業政策と農業経営革命の構想
新農業開発連盟 ［１９７２］
(６６ｐ １９ｃｍ) ◆OH

OH/61/41 1109206639 世界貿易事典 第３巻
海外貿易振興会／編
日本経済新聞社 １９６８．１２

◆OH (３５５ｐ ２７ｃｍ)
人類の進歩と調和 -大阪開催のあゆみ- 貿易
大阪府 １９７０．１２ OH/67/15 1109213189
(２１７ｐ ２６×２７ｃｍ)
万国博覧会（大阪）

OH/60/15 1109196483 ◆OH
戦後産業史への証言 ３
エコノミスト編集部／編

◆OH 毎日新聞社 １９７８．２
スピード１００年 -日本の鉄道- (３２９，５ｐ ２０ｃｍ)
毎日新聞社／編 日本－産業 エネルギー政策 軍需工業
毎日新聞社 １９６９．３ OH/60/17 1109211902
(２０７，４，６ｐ １９ｃｍ)

OH/68/17 1109228302
◆OH

戦後政党の農林水産政策集 上巻
◆OH 国立国会図書館調査立法考査局 １９６６．３

成長するサービス産業 (４４１ｐ ２１ｃｍ)
Ｖｉｃｔｏｒ　Ｒ．Ｆｕｃｈｓ／著 調査資料
日本経済調査協議会 １９６６．９ OH/61/20 1109206423
(５０ｐ ２２ｃｍ)
日経調資料
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◆OH １９７３
戦後政党の農林水産政策集 下巻 (１冊 ２７ｃｍ)
国立国会図書館調査立法考査局 １９６６．３ 林道
(９３３ｐ ２１ｃｍ) OH/65/10 1109212108
調査資料

OH/61/21 1109206431
◆OH

中共・農村点描 第１集
◆OH 綜合研究所／［編］

戦後農政の追求 綜合研究所 １９６５．８
足鹿覚／著 (１０５ｐ １９ｃｍ)
足鹿覚農政論集刊行会 １９６４．１２ OH/61/27 1109206498
(６０２ｐ ２２ｃｍ)
農業政策

OH/61/10 1109196624 ◆OH
土に叫ぶ -愛郷愛土-
松田甚次郎／著

◆OH 羽田書店 １９３８．５
造林の変遷 (１１，２，７，３９３ｐ ２０ｃｍ)
高知営林局／編 農村－山形県
高知営林局 １９７３．７ OH/61/48 1109206704
(２６１ｐ ２７ｃｍ)

OH/65/11 1109212116
◆OH

逓信振興年鑑 １９６５年度版
◆OH 政策時報 １９６５．７

造林の変遷 続 (１５１ｐ ２７ｃｍ)
高知営林局／編 OH/69/9 1109228534
１９７４．３
(１８８ｐ ２７ｃｍ)

OH/65/9 1109212090 ◆OH
逓信振興年鑑 １９６６年度版
政策時報 １９６６．３

◆OH (７１ｐ ２７ｃｍ)
体験的放送論 OH/69/10 1109228542
春日由三／著
日本放送出版協会 １９６７．１
(３３１ｐ １９ｃｍ) ◆OH

OH/69/3 1109228450 東亞農業生産指数の研究 -内地・挑戦・台湾の部-
山田勇／著
日本評論社 １９４２．３

◆OH (１３，４０１，２１ｐ ２２ｃｍ)
地域開発と国民福祉 -日本列島の未来像- 東京商科大学東亞経済研究所研究叢書
伊藤善市／著 OH/61/13 1109196657
日本労働協会 １９７２．３
(１８８ｐ １８ｃｍ)
ＪＩＬ文庫 ◆OH

OH/60/26 1109336352 東海経済の推進力 -懇話会の活動概要- 昭和４４年版
東海経済懇話会事務局／編
東海産業経済調査所 １９６９．５

◆OH (３２４ｐ ２２ｃｍ)
チェイン・ストアの理論と実際 OH/60/3 1109196442
経営管理研究会／著
経営管理研究会 １９５７．１２
(３２１ｐ １９ｃｍ) ◆OH
チェーンストア 東海経済の推進力 -懇話会の活動概要- 昭和４５年版

OH/67/4 1109212686 東海経済懇話会事務局／編
東海産業経済調査所 １９７０．５
(３２８ｐ ２２ｃｍ)

◆OH OH/60/3-2 1109229383
治山事業五十年史
日本治山治水協会 ［１９６０］
(４５６ｐ ２２ｃｍ) ◆OH
治山政策とその政治経済的背景(藤村重任) 治山行政の進展(武 東京１２チャンネル１５年史
藤博忠,若江則忠) 治山に関する試験研究の推移(荻原貞夫,川 東京１２チャンネル・社史編纂委員会／編
口武雄,玉手三棄寿) 治山技術の変遷(難波宜士) 公有林野政策 東京１２チャンネル １９７９．４
に関する二,三の記録(遠藤治一郎) 外郭団体とその活動(村井 (１０４ｐ ２７ｃｍ)
清一) 関係資料(大沢豊) OH/69/7 1109228492

OH/61/15 1109196673

◆OH
◆OH 東京地下鉄道東西線建設史

治山林道の変遷 -写真集- 帝都高速度交通営団／編
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帝都高速度交通営団 １９７８．７ 日本専売公社 １９７５．３
(８２９，１５ｐ ２７ｃｍ) (１０２０ｐ　図 ２３ｃｍ)
地下鉄道－東京 内容：播磨国塩田史料，備前国塩田史料，備中国塩田史料，備

OH/68/28 1109228419 後国・安芸国塩田史料，周防国塩田史料，伊予国塩田史料，讃
岐国塩田史料
製塩－歴史

◆OH OH/66/22-2 1109318582
東南アジア開発選書 ６
鹿島平和研究所／編
鹿島研究所出版会 １９６７．８ ◆OH
(３０２，４ｐ １９ｃｍ) 日本塩業大系 史料編　近世　２
後進国開発 東南アジア－経済 東南アジア－開発計画 日本塩業大系編集委員会／編

OH/60/7 1109211837 日本専売公社 １９７６．３
(１０８６ｐ　図１９枚 ２３ｃｍ)
内容：播磨国塩田史料，讃岐国塩田史料，阿波国塩田史料，能

◆OH 登国塩田史料，十州塩田同盟史料
トヨタのあゆみ -創立４０周年記念- 製塩－歴史
トヨタ自動車工業 １９７８．３ OH/66/22-3 1109318590
(５６８ｐ ２３ｃｍ)

OH/68/25 1109228385
◆OH

日本塩業大系 史料編　近世　４
◆OH 日本塩業大系編集委員会／編

二十年史 日本専売公社 １９７５．３
１９７２ (１２３６ｐ　図 ２３ｃｍ)
(８９４ｐ　図　肖像 ２７ｃｍ) 内容：竹原塩田誌（小山季興編）
日本証券業協会連合会 製塩－歴史

OH/67/26 1109213296 OH/66/22 1109306090

◆OH ◆OH
２０年のあゆみ １９５４－１９７４ 日本塩業大系 史料編　近・現代　１
日本国際貿易促進協会関西本部 １９７４．１１ 日本塩業大系編集委員会／編
(７６ｐ ２７ｃｍ) 日本専売公社 １９７５．３

OH/67/21 1109213247 (９０５ｐ　図 ２３ｃｍ)
内容：十州塩田同盟・同業会・組合関係史料，十州塩田組合紛
争関係史料，大日本塩業同盟会関係史料，大日本塩業協会関係

◆OH 史料，全国塩田同盟会関係史料
日韓漁業対策運動史 製塩－歴史
日韓漁業協議会 １９６８．２ OH/66/20-2 1109318566
(４６８ｐ ２２ｃｍ)

OH/66/14 1109212553
◆OH

日本塩業大系 史料編　近・現代　２
◆OH 日本塩業大系編集委員会／編

日中貿易手冊 -中国市場へのアプローチ- 日本専売公社 １９７６．３
日本貿易振興会 １９７１．７ (３，９，３０，１２４５ｐ　図 ２３ｃｍ)
(３４７ｐ ２２ｃｍ) 内容：明治塩制公文書，明治塩政基本文献

OH/67/11 1109213155 製塩－歴史
OH/66/20 1109212603

◆OH
ニッポン株買います -青い眼の投資戦略を探る- ◆OH
上原剛夫・西谷晋二／著 日本塩業大系 史料編　近・現代　３
日本経済新聞社 １９６９．６ 日本塩業大系編集委員会／編
(１７４ｐ １９ｃｍ) 日本専売公社 １９７６．３
株式相場 (１１４８ｐ　図 ２３ｃｍ)

OH/67/9 1109213130 内容：明治・大正塩業論，明治大正塩業実態調査報告，帝国議
会塩専売法関係議事録
製塩－歴史

◆OH OH/66/20-3 1109318574
日本塩業大系 史料編　古代・中世　１
日本塩業大系編集委員会／編
日本専売公社 １９７４．３ ◆OH
(５６３ｐ　図 ２３ｃｍ) 日本塩業大系 特論・地理
内容：伊予国弓削島荘関係史料，備後国因島関係史料 日本塩業大系編集委員会／編
製塩－歴史 日本専売公社 １９７６．３

OH/66/19-2 1109318608 (９５５ｐ ２３ｃｍ)
製塩－歴史

OH/66/24-2 1109318533
◆OH

日本塩業大系 史料編　近世　１
日本塩業大系編集委員会／編
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◆OH ◆OH
日本塩業大系 史料編　近世　３ 日本塩業の研究 第９集
日本塩業大系編集委員会／編 日本塩業研究会／編
日本専売公社 １９７７．３ 塩業組合中央会 １９６６．３
(３，２７，７９，１１３６ｐ　図１４枚 ２３ｃｍ) (１９８ｐ ２１ｃｍ)
内容：塩生産史料，塩流通史料 製塩
製塩－歴史 OH/66/8 1109212199

OH/66/21 1109212611

◆OH
◆OH 日本塩業の研究 -楫西光速先生・山本明氏追悼記念号- 第８集

日本塩業大系 特論民俗 日本塩業研究会／編
日本塩業大系編集委員会／編 塩業組合中央会 １９６５．３
日本専売公社 １９７７．３ (１８２ｐ ２１ｃｍ)
(６，１１，８２５ｐ ２３ｃｍ) 製塩
製塩－歴史 OH/66/7 1109212181

OH/66/24 1109212637

◆OH
◆OH 日本塩業の研究 第４集

日本塩業大系 史料編　古代・中世　２ 日本塩業研究会／編
日本塩業大系編集委員会／編 塩業組合中央会 １９６１．３
日本専売公社 １９７７．３ (２１０ｐ ２１ｃｍ)
(４，７５，９４５ｐ ２３ｃｍ) 製塩
光明寺関係文書編年目録：ｐ８９５～９４５ OH/66/5 1109212165
製塩－歴史

OH/66/19 1109212595
◆OH

日本塩業の研究 第６集
◆OH 日本塩業研究会／編

日本塩業大系 史料編　近・現代　４ 塩業組合中央会 １９６３．３
日本塩業大系編集委員会／編 (１５０ｐ ２１ｃｍ)
日本専売公社 １９７８．３ 製塩
(２，１３，６４，１２０２ｐ ２３ｃｍ) OH/66/6 1109212173
製塩－歴史

OH/66/23 1109212629
◆OH

日本塩業の研究 第１４集
◆OH 日本塩業研究会／編

日本塩業大系 史料編　考古 日本塩工業会 １９７３．３
日本塩業大系編集委員会／編 (２４０ｐ ２１ｃｍ)
日本専売公社 １９７８．３ 内容：煎塩石釜（広山堯道）　塩業における石炭焚きの始まり
(図版１２６，２１９ｐ ２３ｃｍ) （村上正祥）　入浜式塩田における地主と小作の関係とその変
付：文献 化（重見之雄）
製塩－歴史 OH/66/9 1109212207

OH/66/24-4 1109318558

◆OH
◆OH 日本海運”死闘”の航跡 -集約・再編成史-

日本塩業大系 原始・古代・中世（稿） 代田武夫／著
日本専売公社／編 シッピング・ジャーナル社 １９７９．７
日本専売公社 １９８０．１０ (２７７ｐ ２２ｃｍ)
(４０８ｐ ２３ｃｍ) 海運－日本－歴史
製塩－歴史 OH/68/22 1109228351

OH/66/24-3 1109318541

◆OH
◆OH 日本経済大系 ５

日本塩業の研究 第１７集 小泉明・篠原三代平／編
日本塩業研究会／編 青林書院新社 １９６４．７
日本塩工業会 １９７６．３ (３２９，７ｐ ２１ｃｍ)
(３８４ｐ（図共） ２１ｃｍ) OH/60/6 1109211829
内容：古代官塩流通基地としての磐梨郡「塩納」について（岡
本明郎）　加賀藩能登地方塩田の経営収支状況（河手龍海）　
近世諸藩の塩事情－現地調査覚書（広山堯道）　日本の製塩地 ◆OH
域と塩供給について（第２報）（小沢利雄）　塩浜と牛（村上 日本公社債市場史
正祥）　ドイツにおける土器製塩研究覚え書　２（近藤義郎） 志村嘉一／監修
　近世伊豆諸島の製塩（伊藤好一）　製塩技術改良と小野友五 公社債引受協会 １９８０．９
郎（藤井哲博）　日本塩業研究会第１６回総会報告 (ｘｖｉｉ，４５４，７，１１９ｐ ２２ｃｍ)
製塩 付：公社債市場関係主要年表，公社債基本統計（戦前編，戦後

OH/66/10 1109212512 編）
証券市場 公債 社債

OH/67/30 1109213338
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◆OH ◆OH
日本国有鉄道監査報告書 昭和３７年度 日本農業の展開過程
日本国有鉄道監査委員会／編 東畑精一／著
日本国有鉄道監査委員会 １９６３．８ 増訂
(５４０ｐ ２６ｃｍ) 岩波書店 １９３６．６

OH/68/8 1109228211 (４３６ｐ ２３ｃｍ)
OH/61/2 1109196541

◆OH
日本国有鉄道百年写真史 ◆OH
日本国有鉄道／著 日本の経済と農業 -成長分析- 上巻
日本国有鉄道 １９７２．１０ 東畑精一，大川一司／共編
(４４６ｐ ２７ｃｍ) 岩波書店 １９５６．７
国鉄－歴史 (１１，４２６，６ｐ ２２ｃｍ)

OH/68/12 1109228252 日本農業の全貌
日本－経済 日本－農業

OH/61/5 1109196574
◆OH

日本産業の見方考え方
立花泰治／著 ◆OH
金融財政事情研究会 １９６０．１２ 日本の経済と農業 -構造分析- 下巻
(３３６ｐ １９ｃｍ) 東畑精一，川野重任／共編
銀行員のための教養叢書 岩波書店 １９５６．１２

OH/60/1 1109196434 (１１，３５８，４ｐ ２２ｃｍ)
日本の農業の全貌
日本－経済 日本－農業

◆OH OH/61/6 1109196582
日本地主制史研究
古島敏雄／編
岩波書店 １９５８．６ ◆OH
(１２，４３２ｐ ２２ｃｍ) 日本の山地酪農
地主 猶原恭爾／著

OH/61/34 1109206563 資源科学研究所 １９６６．３
(１２２，２８ｐ ２７ｃｍ)
資源科学シリーズ

◆OH 酪農
日本資本主義と農業 OH/64/1 1109211993
東畑精一，宇野弘蔵／共編
岩波書店 １９５９．７
(１０，４３６，６ｐ ２２ｃｍ) ◆OH
日本農業の全貌 日本の食糧資源 -日本人と米の歴史-
資本主義－日本 日本－農業 永山久夫／編著

OH/61/4 1109196566 四国新聞社 １９７９．８
(１６４，８４ｐ ３１ｃｍ)
食生活－歴史 食物－歴史

◆OH OH/61/46 1109206688
日本人と中国
団野信夫／著
たいまつ社 １９７９．３ ◆OH
(２１３ｐ １７ｃｍ) 日本の草地社会 -草資源の研究-
たいまつ新書 猶原恭爾／著
農業政策 柏書房 １９７４．７

OH/61/59 1109336139 (２５６ｐ ２６ｃｍ)
OH/61/51 1109206738

◆OH
日本農業生産力構造 ◆OH
山田盛太郎／著 日本のチェ－ンストア -流通革命１０年　垂直統合はどこまで
岩波書店 １９６０．１１ 進むか-
(１０，４２７ｐ ２２ｃｍ) 三島彰，高丘季昭／編
日本－農業 農業経済 日本実業出版社 １９７３

OH/61/35 1109206571 (２５４ｐ １９ｃｍ)
チェ－ンストア

OH/67/20 1109213239
◆OH

日本農業の経済分析 -土地所有-
近藤康男／著 ◆OH
岩波書店 １９５９．４ 日本の農業 -あすへの歩み- ３６
(３９９ｐ ２２ｃｍ) 農政調査委員会 １９６４．１１
土地制度 (１５１ｐ ２１ｃｍ)

OH/61/11 1109196632 OH/61/24 1109206464
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(３５１ｐ ２９ｃｍ)
◆OH OH/60/22 1109196525

日本の農業 -あすへの歩み- ５９
農政調査委員会 １９６８．９
(１１５ｐ ２１ｃｍ) ◆OH

OH/61/43 1109206654 日本不動産研究所の歩み -不動産の研究と鑑定評価をひとすじ
に -
ダイヤモンド社／編

◆OH ダイヤモンド社 １９７３．３
日本の農村 (２０６ｐ １８ｃｍ)
潮見俊隆，渡辺洋三，石村善助，大島太郎，中尾英俊／共著 OH/67/31 1109317071
岩波書店 １９５７．２
(７，４４７ｐ １９ｃｍ)
農村 ◆OH

OH/61/17 1109196699 日本マーケットシェア事典 １９７９年版
矢野経済研究所 １９７９．４
(１２０２ｐ ２７ｃｍ)

◆OH 商品流通－年鑑
日本の輸送革新 １ OH/67/22 1109213254
日通総合研究所／編
日通総合研究所 １９６４．２
(２９９ｐ ２７ｃｍ) ◆OH
運送 庭木と花木

OH/68/11 1109228245 北隆館編集部／［編］
北隆館 １９５６．３
(７４ｐ １８ｃｍ)

◆OH 原色図鑑ライブラリー
日本の輸送革新 ２ OH/62/4 1109211977
日通総合研究所／編
日通総合研究所 １９６４．２
(４５０ｐ ２７ｃｍ) ◆OH
運送 農業基本法の課題と農村

OH/68/11-2 1109228427 国立国会図書館調査立法考査局 １９６１．２
(２９１ｐ ２１ｃｍ)
農業基本法の課題(奥原日出男等) 農業基本法に対する農村の

◆OH 反応(安保隆夫等) 付:農業基本法案要鋼(農林省原案) 農業基
日本万国博覧会記念写真集 本法関連法律案大鋼,農業基本法実施上の重要事項,農業資産相
日本万国博覧会協会／監修 続特例法案(第5国会案) 
万国博グラフ社 １９７０．１０ 農業基本法
(３０８ｐ ３１ｃｍ) OH/61/25 1109206472

OH/60/19 1109211910

◆OH
◆OH 農業経営革命

日本万国博覧会　公式ガイド 池本喜三夫／著
日本万国博覧会協会 １９７０．２ ダイヤモンド社 １９６８．３
(３５２ｐ ２１ｃｍ) (２９６ｐ １９ｃｍ)
万国博覧会 農業経営

OH/60/12 1109211860 OH/61/38 1109206605

◆OH ◆OH
日本万国博覧会政府公式記録 農業経済学
通商産業省企業局／編 カウツキー／著 向坂逸郎／訳
通商産業省 １９７１．３ 中央公論社 １９３２．１２
(３７７ｐ　図２２枚 ３０ｃｍ) (７３４ｐ ２３ｃｍ)
万国博覧会（大阪） OH/61/1 1109196533

OH/60/24 1109211936

◆OH
◆OH 農業生産費論考

日本万国博覧会政府出展報告 大槻正男／著
通商産業省企業局／編 岩波書店 １９４４．２
通商産業省 １９７１．３ (１９３ｐ ２１ｃｍ)
(４０５ｐ　図１７枚 ３０ｃｍ) OH/61/22 1109206449
万国博覧会（大阪）

OH/60/23 1109211928
◆OH

農業の動向に関する年次報告 昭和４６年度
◆OH ［出版者不明］ ［１９７１］

日本万国博覧会と大阪市 (２５８ｐ ２１ｃｍ)
大阪市／編 OH/61/40 1109206621
大阪市 １９７１．３
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７．３０交通方法変更記念誌刊行委員会 １９８０．２
◆OH (１４１ｐ ２２ｃｍ)

農業の動態分析 OH/68/23 1109228369
大川一司／著
如水書房 １９５４．１
(８，３３７，７ｐ ２２ｃｍ) ◆OH
農業経済 ビジネス・コミュニケーション論

OH/61/14 1109196665 中村巳喜人／著
同文館出版 １９７８．３
(２００ｐ ２２ｃｍ)

◆OH OH/67/24 1109213270
農業問題
大内力／著
岩波書店 １９５１．４ ◆OH
(３０１，１０ｐ １８ｃｍ) 一竿釣師木川田生
岩波全書 木川田幸子 １９７７．４
農業問題 (８３ｐ ３７ｃｍ)

OH/61/32 1109206548 OH/66/17 1109253961

◆OH ◆OH
農公園列島 百年の歩み -信濃毎日新聞-
池本喜三夫／著 信濃毎日新聞「百年の歩み」編集委員会／編
東明社 １９７３．６ 信濃毎日新聞社 １９７３．７
(３６１ｐ １９ｃｍ) (５５５ｐ ２７ｃｍ)

OH/61/47 1109206696 OH/62/5 1109211985

◆OH ◆OH
農村の貧困 -一農学徒の覚え書- 百貨店
川田信一郎／著 松田慎三，板倉芳明／共著
東京大学出版会 １９５４．２ 有斐閣 １９６０．３
(１８４ｐ １８ｃｍ) (１７１ｐ　図版１枚 １８ｃｍ)
農村 ＜日本の産業＞シリーズ

OH/61/29 1109206514 百貨店
OH/67/1 1109212652

◆OH
農村法律問題 ◆OH
末弘厳太郎／著 百貨店の話
改造社 １９２４．１１ 日本経済新聞社／編
(３９８ｐ １９ｃｍ) 全訂版
農村問題 日本経済新聞社 １９６１．６

OH/61/19 1109206415 (２１３ｐ １８ｃｍ)
日経文庫
百貨店

◆OH OH/67/3 1109212678
農地改革闘争の歴史
平野力三／著
日刊農業新聞社 １９７２．６ ◆OH
(５７７ｐ ２２ｃｍ) フランス農村物語
農地改革 池本喜三夫／著

OH/61/18 1109196707 第３版
東明社 １９７１．６
(５３４ｐ １９ｃｍ)

◆OH OH/61/42 1109206647
伸びゆく日本農業 -山地利用と農業の立体的展開-
野原正勝／著
豊心会 １９６６．５ ◆OH
(９１ｐ ２１ｃｍ) 粉食追放は国民の総意か -国民不在の粉食政策を斬る-
日本農業のビジョン 安達巌／著

OH/61/23 1109206456 総合食品研究所 １９７７．１
(２９３ｐ １９ｃｍ)

OH/61/49 1109206712
◆OH

のびゆくヨーロッパ農業 -ＥＥＣを中心として-
農政調査委員会 １９６７．３ ◆OH
(４３２ｐ ２２ｃｍ) 変革期における地代範疇

OH/61/31 1109206530 山田盛太郎／編
岩波書店 １９５６．９
(４４１ｐ ２２ｃｍ)

◆OH 序論(山田盛太郎) 世界史的過程(竹内幹敏等) 農地改革と土地
バス業界７．３０の記録 -沖縄の交通方法変更記念誌- 所有の構造(五十棲藤吾等) 討論(山田盛太郎司会 岡田与好編
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集) Ｈ．ヘルマン／著 岡寿麿／訳
OH/61/33 1109206555 鹿島研究所出版会 １９６９．１２

(２３８，５ｐ １９ｃｍ)
ＳＤ選書

◆OH OH/68/18 1109228310
変貌する日本産業
日本長期信用銀行産業研究会／編
日本関税協会 １９７８．７ ◆OH
(３６６ｐ １９ｃｍ) 民間放送十年史

OH/60/18 1109196491 日本民間放送連盟／編
十周年記念版
日本民間放送連盟 １９６１．１２

◆OH (７８２ｐ ２７ｃｍ)
貿易の話 放送事業－歴史
日本経済新聞社／編 OH/69/2 1109228443
７版
日本経済新聞社 １９５５
(２，６，２９６ｐ １８ｃｍ) ◆OH
日経文庫 ものいわぬ農民

OH/67/2 1109212660 大牟羅良／著
岩波書店 １９５８．２
(８，２０８ｐ １８ｃｍ)

◆OH 岩波新書
放送五十年史 農民
日本放送協会／編 OH/61/28 1109206506
１９７７
(８７８ｐ ２７ｃｍ)

OH/69/11 1109228559 ◆OH
やさしい林木調査 ３
菅井信愛／著

◆OH 全国林業改良普及協会 １９６４．１０
放送五十年史 資料編 (１５８ｐ １８ｃｍ)
日本放送協会／編 林業改良普及叢書
１９７７ OH/65/7 1109212074
(８７４ｐ ２７ｃｍ)

OH/69/6 1109228484
◆OH

山手線物語
◆OH 沢寿次／著

放送制度論のために 日本交通公社 １９７１．１２
荘宏／著 (２３３ｐ １８ｃｍ)
日本放送出版協会 １９６３．１１ ベルブックス
(４２３ｐ ２１ｃｍ) OH/68/19 1109228328
放送事業

OH/69/1 1109228435
◆OH

流通百科
◆OH 日本通運 １９６６．３

みかん缶詰の歩み (１０３０ｐ ２８ｃｍ)
みかん缶詰の歩み編集委員会／企画・編集 輸送 商品
日本蜜柑缶詰工業組合 １９７７．１０ OH/60/8 1109196467
(３４４ｐ ２２ｃｍ)

OH/62/1 1109211951
◆OH

林業基本法
◆OH 野原正勝・本名武／共編

三越三百年の経営戦略 -その時経営者は何を決断したか- 地球出版 １９６４．８
高橋潤二郎／著 (３３９ｐ １８ｃｍ)
１９７２ OH/65/6 1109212066
(２４２ｐ（図共） １９ｃｍ)
三越

OH/67/16 1109213205 ◆OH
林業基本法の解説
日本林業協会 １９６４．１１

◆OH (３９４ｐ １９ｃｍ)
三越創業３００年 OH/65/5 1109212058
三越創業三百年記念事業実行委員会 １９７２．１１
(１冊 ２６×３５ｃｍ)

OH/67/17 1109253979 ◆OH
林業農家への旅
大内晃／編著

◆OH 全国林業改良普及協会 １９６３．８
未来の交通 (２８５ｐ １９ｃｍ)
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林業改良普及叢書 ．，ｐｏｒｔ．，ｍａｐｓ ２２ｃｍ)
OH/65/1 1109212017 OH/60/27 1109340537

◆OH ◆OH
林業農家の税知識 Ｎａｔｉｏｎａｌ　　ｐａｒｋｓ　　ｏｆ　　Ｊａｐａｎ
島崎進一／著 Ｂｙ　Ｔｈｅ　　Ｎａｔｉｏｎａｌ　　ｐａｒｋｓ　　ａｓｓ
全国林業改良普及協会 １９６５．９ ｏｉａｔｉｏｎ　　ｏｆ　　Ｊａｐａｎ
(２１４ｐ １９ｃｍ) Ｎｅｗｓ　Ｓｅｒｖｉｃｅ，　Ｉｔｄ． １９５７
林業改良普及叢書 (１３３ｐ ２８ｃｍ)

OH/65/3 1109212033 OH/62/2 1109211969

◆OH ◆OH
林政二十年史 -戦後林政の歩み- Ｔｈｅ　Ｎｅｗ　ｉｎｄｕｓｔｒｉａｌ　ｓｔａｔｅ
日本林業協会／編 Ｂｙ　Ｊｏｈｎ　　Ｋｅｎｎｅｔｈ　　Ｇａｌｂｒａｉｔｈ
日本林業協会 １９６６．２ ｓｅｃｏｎｄ　ｅｄｉｔｉｏｎ
(６１５ｐ ２７ｃｍ) Ｐｅｎｇｕｉｎ　Ｂｏｏｋｓ １９６７

OH/65/8 1109212082 (４１４ｐ １８ｃｍ)
OH/60/20 1109196509

◆OH
林地肥培の手引き ◆OH
宮崎榊／著 Ｏｕｒ　ｔｒｅａｔｙ　ｗｉｔｈ　Ｊａｐａｎ
全国林業改良普及協会 １９６４．３ ｂｙ　Ｊ．Ｂ．Ｌａｕｒｅｌ　Ｊｒ．
(２２７ｐ １９ｃｍ) ｒｅｐｒｉｎｔ
林業改良普及叢書 ［ｓ．ｎ．］ １９６６

OH/65/4 1109212041 (ｖｉｉ，１３６ｐ ２３ｃｍ)
OH/67/33 1109339455

◆OH
黎明期の日本農政とその没落 ◆OH
池本喜三夫／著 Ｔｈｅ　ｒｏｔｈｓｃｈｉｌｄ　ｒｈｏｄｏｄｅｎｄｒｏｎｓ
東明社 １９７４．６  -ａ　ｒｅｃｏｒｄ　ｏｆ　ｔｈｅ　ｇａｒｄｅｎｓ　ａｔ　
(２９０ｐ ２０ｃｍ) Ｅｘｂｕｒｙ-

OH/61/50 1109206720 ｂｙ　Ｃ．Ｅ．Ｌｕｃａｓ　Ｐｈｉｌｌｉｐｓ　ａｎｄ　Ｐｅ
ｔｅｒ　Ｎ．Ｂａｒｂｅｒ ｐｈｏｔｏｇｒａｐｈｓ　ｂｙ　
Ｈａｒｒｙ　Ｓｍｉｔｈ ｄｒａｗｉｎｇｓ　ｂｙ　Ｇｉｌｌ

◆OH ｉａｎ　Ｋｅｎｎｙ　
わが国産業の国際競争力 -要約・提言- Ｃａｓｓｅｌｌ １９６７．４
日本経済調査協議会 １９６６．４ (１８，１３８ｐ ３１ｃｍ)
(８７ｐ ２１ｃｍ) OH/62/3 1109253953
 いかにして技術進歩を実現するか， 自動車・石油化学・電子
計算機の国際競争力強化のために
工業政策 ◆OH

OH/60/11 1109211852 Ｔｏｋｙｏ　Ｏｌｙｍｐｉｃｓ -Ｏｆｆｃｉａｌ　ｓｏｕｖｅ
ｎｉｒ- １９６４
電通 １９６４．９

◆OH (２９２ｐ ２９ｃｍ)
わたしとくるま -創立４０周年記念論文集- オリンピック競技（東京）
トヨタ自動車工業 １９７７．１１ OH/60/4 1109196459
(２０８ｐ ２３×２３ｃｍ)
トヨタ自動車工業株式会社

OH/68/27 1109228401

◆OH
わ・わざ・わだち -創立４０周年記念写真集-
トヨタ自動車工業 １９７８．３
(１冊 ２３×２３ｃｍ)
トヨタ自動車工業株式会社

OH/68/26 1109228393

◆OH
Ｂｕｉｌｄｉｎｇ　ａ　ｎｅｗ　Ｊａｐａｎ -ａ　ｐｌａｎ　
ｆｏｒ　ｒｅｍｏｄｅｌｉｎｇ　ｔｈｅ　Ｊａｐａｎｅｓｅ　
ａｒｃｈｉｐｅｌａｇｏ-
ｂｙ　Ｋａｋｕｅｉ　Ｔａｎａｋａ． ｔｒａｎｓｌａｔｅｄ
　ｂｙ　Ｓｉｍｕｌ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ．
１ｓｔ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　ｅｄ
Ｔｈｅ　Ｓｉｍｕｌ　Ｐｒｅｓｓ １９７３．５
(ｖ，２２８ｐ．，［１６］ｐ．ｏｆ　ｐｌａｔｅｓ：ｉｌｌ
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７ 芸術 

 

 





◆OH (３２３ｐ　図版４枚 ２２ｃｍ)
愛の聖母子 人形浄瑠璃
木崎さと子／著 OH/77/16 1109237527
講談社 １９８８．２
(９６ｐ ２２ｃｍ)
キリスト教美術 ◆OH
4-06-203642-8 海づり天狗

OH/70/74 1109339349 佐藤観次郎／著
徳間書店 １９６４．５
(２３２ｐ １７ｃｍ)

◆OH OH/78/13 1109237691
あの人この人
吉村公三郎／著
協同企画出版部 １９６７．３ ◆OH
(３２１ｐ ２０ｃｍ) 映画のみかた

OH/77/17 1109237535 瓜生忠夫
岩波書店 １９５１．２
(４，２１６ｐ １８ｃｍ)

◆OH 岩波新書
天野の初歩麻雀 映画
天野大三／著 日本牌棋院／編 OH/77/20 1109237568
日本文芸社 １９６４．１１
(２８６ｐ １８ｃｍ)

OH/79/3 1109237998 ◆OH
英国現代絵画展 -ロンドン・マルボロ社より特別展覧-
［読売新聞社］ ［１９６９．９］

◆OH (５４ｐ ２６ｃｍ)
アメリカ大陸 -白川義員写真展　- OH/72/17 1109231058
白川義員／［撮影］
白川義員写真展事務局 ｃ１９７５
(１冊 ２５×２５ｃｍ) ◆OH

OH/74/12 1109231520 江戸百景
楢崎宗重／著
講談社 １９６５．２

◆OH (１４４ｐ ２０×１９ｃｍ)
アラン芸術論集 北斎と広重
アラン／著 桑原武夫／訳 OH/72/45 1109231272
岩波書店 １９４１
(５７８，２４ｐ １９ｃｍ)

OH/70/11 1109228666 ◆OH
演劇講座 ４
雲の会／編

◆OH 河出書房 １９５１．１１
ある映画監督 -溝口健二と日本映画- (１７０ｐ ２２ｃｍ)
新藤兼人／著 演劇
岩波書店 １９７６ OH/77/11 1109237501
(２２０ｐ １８ｃｍ)
岩波新書

OH/77/6 1109237451 ◆OH
演劇講座 ５
雲の会／編

◆OH 河出書房 １９５２．３
ア－ル・ヌ－ヴォ－ (２７０，６０ｐ ２２ｃｍ)
マリオ・アマヤ／著 斉藤稔／訳 演劇
１９７６ OH/77/12 1109237477
(１７２ｐ（図共） ２１ｃｍ)
パルコピクチュアバックス
美術－歴史－２０世紀 ア－ル・ヌ－ヴォ－ ◆OH

OH/72/53 1109231355 演劇講座 ３
雲の会／編
河出書房 １９５１．９

◆OH (１４７ｐ ２２ｃｍ)
イタリア美術夜話 演劇－評論
三輪福松／著 OH/77/10 1109237493
美術出版社 １９５７．１２
(２８０，４ｐ １９ｃｍ)

OH/70/9 1109228641 ◆OH
演奏の論理
土田貞夫／著

◆OH 理想社 １９６５．１１
糸あやつり (１５７ｐ １９ｃｍ)
結城孫三郎／著 哲学全書
青蛙房 １９６６．９ OH/76/92 1109231918
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◆OH ◆OH
欧州１７－２０世紀絵画展 -ロンドン・アグニュウ社より特別 画家の記録田中岑
展覧- 佐々木静一／編
［読売新聞社］ ［１９６９．９］ 三彩社 １９７４．１２
(４８ｐ ２６ｃｍ) (１冊 ２１×２１ｃｍ)

OH/72/27 1109231108 OH/72/56 1109231363

◆OH ◆OH
欧米蒐蔵中国陶磁図録 かくし芸何でもござれ -民謡・踊り・奇術・演芸百般-
繭山順吉／編 小泉栄之助／著
繭山竜泉堂 １９６０．１０ 金園社 １９６０．１２
(図版１１９p 解説１８p ３３ｃｍ) (２４６ｐ １９ｃｍ)
陶磁器 OH/79/2 1109237980

OH/75/4 1109251734

◆OH
◆OH ［楽譜］

音楽通史 (１冊 ３１ｃｍ)
村田武雄／著 OH/76/116 1109317451
改訂版
学芸図書 １９５５．１０
(９３６，１２ｐ ２２ｃｍ) ◆OH

OH/76/10 1109231892 華藝
任華公／著
主婦の友社 １９７９．３

◆OH (７９ｐ ２７ｃｍ)
音楽の偉大さ OH/79/8 1109238053
Ａ．アインシュタイン／著 男沢淳・福田達夫／訳 福田達夫
紀伊国屋書店 １９６５．７
(２４９ｐ ２２ｃｍ) ◆OH
芸術論叢書 画集かげろう
音楽美学 高久虔一／著

OH/76/8 1109231876 七洋社 １９６０．１１
(１４２ｐ ２２ｃｍ)

OH/72/11 1109231017
◆OH

音楽の旅 -欧州・ソヴェト・中国-
山根銀二／著 ◆OH
岩波書店 １９５６．１２ 画集宮本三郎 -花と風景と女-
(２８７ｐ １９ｃｍ) 毎日新聞社 １９７３．１１

OH/76/6 1109231850 (原色はり込み図30枚 ５４ｃｍ)
OH/72/13 1109318376

◆OH
概説日本演劇史 ◆OH
河竹繁俊／著 画商 -絵を買うことと売ることと-
岩波書店 １９６６．６ 栗林茂／著
(５０４，１３ｐ １９ｃｍ) 雪華社 １９５９．１２
演劇－日本－歴史 (１９１ｐ １９ｃｍ)

OH/77/8 1109237469 OH/72/33 1109231157

◆OH ◆OH
雅楽 柏原覚太郎画集
創思社／編 柏原覚太郎／著
創思社 １９７３．９ 造形同人会 １９７７．１２
(２６６ｐ（おもに図） ３７ｃｍ) (６０ｐ ２５×２６ｃｍ)
図版 左方の舞楽ほか(写真:林嘉吉,林陽一 解説:榎本田喜雄) OH/72/48 1109231306
雅楽観賞(谷川徹三) 雅楽の流れ(岸辺成雄,蒲生美津子) 図版
目録. 
雅楽 ◆OH

OH/76/111 1109232106 霞ヶ関４０年史
霞ケ関カンツリー倶楽部パブリケーション委員会／編
霞ケ関カンツリー倶樂部 １９６９．１０

◆OH (４８７ｐ ２７ｃｍ)
画家の記録田中岑 -ふるさとを詩う田中岑展目録- OH/78/21 1109251767
田中岑／著
［出版社不明］ １９７３
(１冊 ２１×２０ｃｍ) ◆OH

OH/72/52 1109231348 歌舞伎序説

- 2 -－382－



守随憲治／著 (４８６ｐ ２２ｃｍ)
改造社 １９４３ 内容：日本美術院の歴史，日本美術院の画家
(５０６ｐ １９ｃｍ) 美術－評論 日本美術院 画家－日本
歌舞伎 OH/70/60 1109229003

OH/77/5 1109237444

◆OH
◆OH 河北倫明美術論集 第２巻

かぶきの発想 河北倫明／著
郡司正勝／著 講談社 １９７８．９
弘文堂 １９５９．３ (５４１ｐ ２２ｃｍ)
(３２６ｐ ２０ｃｍ) 内容：近代日本美術の流れ〔評論１７編〕，絵で見る近代百年
歌舞伎 〔評論２５編〕

OH/77/4 1109237717 日本美術
OH/70/58 1109228989

◆OH
カラー日本のやきもの ２ ◆OH
淡交社 １９７５．４ カンジンスキーの芸術論
(２５１ｐ ２２ｃｍ) カンジンスキー／著 小原国芳／訳
薩摩焼 玉川大学出版部 １９６８．９

OH/75/13 1109231694 (２７２ｐ　図版 ２７ｃｍ)
小原国芳全集

OH/70/47 1109228872
◆OH

カルメン
宮沢縦一／著 ◆OH
音楽之友社 １９６１．５ 神随の弓道
(１冊 １９ｃｍ) 佐藤洋之助／著
音楽写真文庫 全国加除法令出版 １９７４．４
歌劇 (２０２ｐ １９ｃｍ)

OH/76/1 1109231702 弓道
OH/78/23 1109237824

◆OH
川上不白 ◆OH
江戸千家不白会 １９６９．１ 木曾街道六十九次
(１０５ｐ ２１ｃｍ) 楢崎宗重／著
茶道 講談社 １９６４．９

OH/79/15 1109238327 (１４４ｐ ２０×１９ｃｍ)
北斎と広重

OH/72/20 1109231082
◆OH

河北倫明美術論集 第５巻
講談社 １９７８．４ ◆OH
(５０２ｐ ２２ｃｍ) 北村西望作品集
絵画－日本－歴史－明治以後 北村西望作品集刊行委員会 ［１９７－］

OH/70/61 1109229011 (１冊 ２４ｃｍ)
OH/71/15 1109326155

◆OH
河北倫明美術論集 第３巻 ◆OH
河北倫明／著 歙州硯 -歴史・特質・余話-
講談社 １９７７．１２ 相浦紫瑞／著
(４６６ｐ ２２ｃｍ) 木耳社 １９６５
美術 (１５２ｐ　図版４４ｐ ２２ｃｍ)

OH/70/59 1109228997 硯
OH/72/40 1109231223

◆OH
河北倫明美術論集 第１巻 ◆OH
河北倫明／著 九成宮醴泉銘
講談社 １９７８．２ 欧陽詢／書 中根貞臣／編
(４６２ｐ ２２ｃｍ) 日本書館 １９６５．１２
内容：日本美術の伝統と展望，日本美術入門 (１５７ｐ ３０ｃｍ)
日本美術 展大古法帖

OH/70/57 1109228971 OH/72/16 1109231041

◆OH ◆OH
河北倫明美術論集 第４巻 求美 -コレクターのための季刊美術誌-
河北倫明／著 ＮＯ．１３　１９７２秋
講談社 １９７８．６ 求美 １９７２．１０
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(３１２ｐ ２３ｃｍ)
秋の公募展・見方と作品価値，東美特別展名品誌上紹介，１９
世紀・２０世紀フランス絵画展 ◆OH

OH/70/72 1109317170 近代西洋名画展 -リーダーズダイジェストコレクション-
［日本リーダースダイジェスト社］ ［１９６６］
(４７ｐ ３２ｃｍ)

◆OH OH/72/21 1109231090
今日をひらく -太陽との対話-
岡本太郎／著
講談社 １９６７．３ ◆OH
(３１８ｐ ２０ｃｍ) 近代日本女性史 第６

OH/70/43 1109228849 鹿島研究所出版会 １９７０
(２５１，３ｐ １９ｃｍ)
付：参考文献

◆OH 婦人－歴史
京都の一級品 OH/72/47 1109231298
竹山道雄／著
新潮社 １９６５．６
(３２９ｐ　図版１枚 ２１ｃｍ) ◆OH
寺院 近代日本女性史 ５

OH/70/7 1109228625 鹿島研究所出版会 １９７１
(２４８，４ｐ １９ｃｍ)
参考文献：ｐ２４７－２４８

◆OH 婦人－歴史
京の百景 OH/76/112 1109232213
京都府／編
京都府 １９７３．１０
(図版１１８枚 ３７ｃｍ) ◆OH

OH/74/15 1109318368 空中写真の世界
西尾元充／著
中央公論社 １９６９．４

◆OH (１９６ｐ １８ｃｍ)
京舞 中公新書
京都新聞編集局／編 航空写真
淡交新社 １９６０．４ OH/74/5 1109231751
(２４３ｐ図版 ２２ｃｍ)

OH/76/93 1109231926
◆OH

草絵 -妣田圭子作品集-
◆OH 妣田圭子／著

清川泰次の世界 柏書房 １９７４．１０
清川泰次／著 (１冊 はり込図３枚 ３１×４３ｃｍ)
東京セントラル美術館 １９８０．１ OH/72/76 1109231413
(１６３ｐ ２６×２６ｃｍ)

OH/72/14 1109231033
◆OH

熊谷守一もの語り年譜
◆OH 熊谷榧／著

近代囲碁ノート 一枚の絵 ［１９７８］
木谷実／著 (１冊 ３０ｃｍ)
日本棋院 １９５５．１０ OH/72/95-3 1109231496
(１８６ｐ １９ｃｍ)
日本棋院叢書
囲碁 ◆OH

OH/79/4 1109238004 雲をつかむ -国会花の三十年-
松沢如春／著
花と人生社 １９７９．８

◆OH (２５４ｐ ２２ｃｍ)
近代オリンピックの遺産 OH/79/12 1109238095
アベリー・ブランデージ／著 宮川毅／訳
ベースボール・マガジン社 １９７４．３
(３４８ｐ １９ｃｍ) ◆OH
オリンピック 軍刀

OH/78/6 1109237642 渡辺国雄／著
有精堂出版部 １９４４．７
(３３９ｐ １９ｃｍ)

◆OH OH/75/8 1109231645
近代ゴルフの心と技術
金田武明／著
産報 １９７３．９ ◆OH
(３０３ｐ １９ｃｍ) 経済と美術・工芸
産報レジャー選書 河田嗣郎／著

OH/78/28 1109237881 有斐閣 １９４２．２
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(２１０ｐ １９ｃｍ) 巻末：年表・参考文献
OH/75/5 1109231611 絵画（西洋）－画集

OH/72/61 1109251684

◆OH
芸術史の哲学 ◆OH
井島勉／著 現代世界美術全集 ２３
弘文堂書房 １９４４．９ 座右宝刊行会／編集制作
(１８６，５ｐ １９ｃｍ) 集英社 １９７３

OH/70/2 1109228575 (図１４５ｐ（解説共） ４０ｃｍ)
巻末：年表・参考文献
絵画（西洋）－画集

◆OH OH/72/62 1109251692
芸術随想
小林秀雄／著
新潮社 １９６６．１２ ◆OH
(２５６ｐ １９ｃｍ) 現代世界美術全集 ２５
芸術 座右宝刊行会／編集制作

OH/70/31 1109228732 集英社 １９７４
(図１２２ｐ（解説共） ４０ｃｍ)
巻末：参考文献

◆OH 絵画（西洋）－画集
芸術の草の根 OH/72/63 1109251700
Ｈ．リード 増野正衛
岩波書店 １９５６．７
(２１０，３ｐ　 図版１１枚 １９ｃｍ) ◆OH
岩波現代叢書 現代ソビエト絵画 -ヒューマンリアリズムの流れを追って- ’

OH/70/42 1109228831 ７３
中村曜子／企画・編集・製作・文責
月光荘 ［１９７３］

◆OH (２８８ｐ ２４×２５ｃｍ)
芸術論集 OH/72/78 1109231439
加藤周一／著
岩波書店 １９６７．９
(４０５，１１ｐ １９ｃｍ) ◆OH

OH/70/38 1109228799 現代日本写真全集 -日本の心- 第１２巻
第一アートセンター／編
集英社 １９８０．５

◆OH (１４１ｐ ３７ｃｍ)
元雑劇研究 現代日本写真全集
吉川幸次郎／著 OH/74/13 1109231538
岩波書店 １９４８．３
(５１４，５ｐ ２２ｃｍ)
演劇－中国 ◆OH

OH/77/14 1109237519 現代日本美術全集 ４
村上華岳，土田麦僊／画 座右宝刊行会／編
集英社 １９７２．４

◆OH (１４３ｐ ４０ｃｍ)
源氏物語絵巻 -国宝- 村上華岳／土田麦僊年譜・参考文献：ｐ１３４～１３８
講談社 １９７１．３ 日本美術
(はり込み原色図版５８枚 ５７×３０ｃｍ) OH/72/1 1109280097
序説源氏物語及び源氏物語絵巻 (岡一男) 源氏物語絵巻の製作
年代-詞書の立場から (小松茂美) 対校源氏物語絵巻詞書 (古
谷稔) 源氏物語絵巻の成立・伝来・模本・保存 (徳川義宣) 源 ◆OH
氏物語絵巻詞・絵目録. 現代日本美術全集 １３

OH/72/8 1109309227 竹内栖鳳，上村松園／画 座右宝刊行会／編
集英社 １９７３．６
(１４３ｐ ４０ｃｍ)

◆OH 参考文献：ｐ１３１　竹内栖鳳／上村松園年譜：ｐ１３６～１
現代世界美術全集 ２１ ３９
座右宝刊行会／編 日本美術
集英社 １９７３ OH/72/2 1109279958
(図１４５ｐ（解説共） ４０ｃｍ)
年表・参考文献あり
絵画（西洋）－画集 ◆OH

OH/72/60 1109283513 現代日本美術全集 １４
安田靫彦／画 座右宝刊行会／編
集英社 １９７４．３

◆OH (１４３ｐ ４０ｃｍ)
現代世界美術全集 ２２ 安田靫彦年譜・参考文献：ｐ１３６～１４２
座右宝刊行会／編集制作 日本美術
集英社 １９７４ OH/72/3 1109279966
(図１４４ｐ（解説共） ４０ｃｍ)
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◆OH ◆OH
現代日本美術全集 １５ 故宮蔵瓷
前田青邨／画 座右宝刊行会／編 国立故宮中央博物院共同理事会／編纂
集英社 １９７３．１０ 開發 １９６２．６
(１４３ｐ ４０ｃｍ) (６１ｐ，図版［３８］ｐ ４０ｃｍ)
参考文献：ｐ１３３　前田青邨年譜：ｐ１３８～１４２ OH/75/3 1109251726
日本美術

OH/72/4 1109279974
◆OH

国宝 -原色版- 別冊
◆OH 毎日新聞社「国宝」委員会事務局／編

現代日本美術全集 １６ 毎日新聞社 １９６９
浅井忠，黒田清輝／画 座右宝刊行会／編 (４６，３５ｐ ３６ｃｍ)
集英社 １９７３．１２ 空海（美術・考古・建築）
(１４３ｐ ４０ｃｍ) OH/70/12 1109251320
黒田清輝／浅井忠年譜・参考文献：ｐ１３８～１４２
日本美術

OH/72/5 1109279982 ◆OH
国宝 -原色版- １２
毎日新聞社「国宝」委員会事務局／編

◆OH 毎日新聞社 １９６９．６
現代日本美術全集 １７ (１７８，４ｐ　（図版共）　地図 ３６ｃｍ)
中村彝，須田国太郎／画 座右宝刊行会／編 空海（美術・考古・建築）
集英社 １９７３．８ OH/70/24 1109251643
(１４３ｐ ４０ｃｍ)
参考文献・中村彝年譜・須田国太郎年譜：ｐ１３３～１３９
日本美術 ◆OH

OH/72/6 1109279990 国宝 -原色版- １１
毎日新聞社「国宝」委員会事務局／編
毎日新聞社 １９６９．４

◆OH (１６８，４ｐ　（図版共）　地図 ３６ｃｍ)
現代日本美術全集 １８ 空海（美術・考古・建築）
万鉄五郎，熊谷守一／画 座右宝刊行会／編 OH/70/23 1109251635
集英社 １９７４．５
(１４３ｐ ４０ｃｍ)
万鉄五郎年譜・熊谷守一年譜・参考文献：ｐ１３５～１４２ ◆OH
日本美術 国宝 -原色版- 第９

OH/72/7 1109280006 毎日新聞社「国宝」委員会事務局／編
毎日新聞社 １９６９．８
(１５９，５ｐ　（図版共）　地図 ３６ｃｍ)

◆OH 空海（美術・考古・建築）
現代美術の作家たち ２ OH/70/21 1109251619
今泉篤男／著
中央公論美術出版 １９７５．１２
(１８７ｐ ２１ｃｍ) ◆OH

OH/70/55 1109228955 国宝 -原色版- １０
毎日新聞社「国宝」委員会事務局／編
毎日新聞社 １９６８．１０

◆OH (１８２，４ｐ　（おもに図） ３６ｃｍ)
原爆第１号 -ヒロシマの写真記録- 内容：絵画，書跡，建造物
梅野彪，田島賢裕／編 空海（美術・考古・建築）
朝日出版社 １９５２．８ OH/70/22 1109251627
(１４４ｐ ２６ｃｍ)
日本－歴史－昭和時代 原子力兵器

OH/74/1 1109231710 ◆OH
国宝 -原色版- ８
毎日新聞社「国宝」委員会事務局／編

◆OH 毎日新聞社 １９６８．４
高専柔道の真髄 (１８２，３ｐ　（おもに図） ３６ｃｍ)
高専柔道技術研究会／編 内容：彫刻，書跡，建造物
原書房 １９７７．８ 空海（美術・考古・建築）
(２６６ｐ ２７ｃｍ) OH/70/20 1109251403

OH/78/37 1109237964

◆OH
◆OH 国宝 -原色版- ６

故宮玉噐選萃 続輯 毎日新聞社「国宝」委員会事務局／編
国立故宮博物院／編 毎日新聞社 １９６８．１２
国立故宮博物院 １９７３．６ (１６２，４ｐ　（おもに図） ３６ｃｍ)
(８６ｐ ２８ｃｍ) 内容：彫刻，工芸品，考古

OH/70/54 1109228948 空海（美術・考古・建築）
OH/70/18 1109251387
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◆OH
国宝 ５
毎日新聞社「国宝」委員会／編

◆OH 限定版
国宝 -原色版- ５ 毎日新聞社 １９６６．１１
毎日新聞社「国宝」委員会事務局／編 (１９５枚 ４１ｃｍ)
毎日新聞社 １９６８．６ 内容：北宋・南宋・元
(１７６，３ｐ　（おもに図） ３６ｃｍ) 重要文化財
内容：絵画，工芸品，建造物 OH/70/71-1 1109251668
空海（美術・考古・建築）

OH/70/17 1109251379
◆OH

国宝 ４　解説
◆OH 毎日新聞社「国宝」委員会／編

国宝 -原色版- ４ 限定版
毎日新聞社「国宝」委員会事務局／編 毎日新聞社 １９６６．３
毎日新聞社 １９６７．１０ (１３２，２１，６３ｐ ４４ｃｍ)
(１７３，２ｐ　（おもに図） ３６ｃｍ) 重要文化財
内容：彫刻，工芸品，考古，建造物 OH/70/70-2 1109309219
空海（美術・考古・建築）

OH/70/16 1109251361
◆OH

国宝 ４
◆OH 毎日新聞社「国宝」委員会／編

国宝 -原色版- ３ 限定版
毎日新聞社「国宝」委員会事務局／編 毎日新聞社 １９６６．３
毎日新聞社 １９６９ (１８８枚 ４４ｃｍ)
(１６５，４ｐ　（図版共）　地図 ３６ｃｍ) 重要文化財
内容：絵画，書跡 OH/70/70-1 1109309201
空海（美術・考古・建築）

OH/70/15 1109251353
◆OH

国宝 ３　解説
◆OH 毎日新聞社「国宝」委員会／編

国宝 -原色版- ２ 限定版
毎日新聞社「国宝」委員会事務局／編 毎日新聞社 １９６５．６
毎日新聞社 １９６８．８ (１２３，６２ｐ ４４ｃｍ)
(１６５，３ｐ　（おもに図） ３６ｃｍ) 内容：解説
絵画，書跡，工芸品 OH/70/69-2 1109309185
空海（美術・考古・建築）

OH/70/14 1109251346
◆OH

国宝 １　解説
◆OH 毎日新聞社「国宝」委員会／編

国宝 -原色版- １ 限定版
毎日新聞社「国宝」委員会事務局／編 毎日新聞社 １９６３．１１
毎日新聞社 １９６８．２ (１２６，５６ｐ ４４ｃｍ)
(１８９，３ｐ　（おもに図） ３６ｃｍ) 内容：上古・飛鳥・奈良時代　西魏・唐
内容：考古，彫刻，建造物 国宝
空海（美術・考古・建築） OH/70/67-2 1109309151

OH/70/13 1109251338

◆OH
◆OH 国宝 ３

国宝 -原色版- ７ 毎日新聞社「国宝」委員会／編
毎日新聞社「国宝」委員会事務局／編 限定版
毎日新聞社 １９６７．１２ 毎日新聞社 １９６５．６
(１６５，３ｐ ３６ｃｍ) (２０２枚 ４４ｃｍ)
日本美術－図集 OH/70/69-1 1109309193

OH/70/19 1109251395

◆OH
◆OH 国宝 １

国宝 ５　解説 毎日新聞社「国宝」委員会／編
毎日新聞社「国宝」委員会／編 限定版
限定版 毎日新聞社 １９６３．１１
毎日新聞社 １９６６．１１ (２００枚 ４４ｃｍ)
(１２５，６，６６ｐ ４１ｃｍ) 内容：上古・飛鳥・奈良時代　西魏・唐
内容：北宋・南宋・元－解説 国宝
重要文化財 OH/70/67-1 1109309144

OH/70/71-2 1109251650

◆OH
国宝 ２　解説
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毎日新聞社「国宝」委員会／編
限定版
毎日新聞社 １９６４．１２ ◆OH
(１３１，５９ｐ ４４ｃｍ) 呉昌碩・斉白石書画選集
内容：唐・北京・新羅－解説 国立歴史博物館 １９６８．６
国宝 (１冊 ３７ｃｍ)

OH/70/68-2 1109309177 OH/70/35 1109279933

◆OH ◆OH
国宝 ２ 子供の情景とアベッグ変奏曲
毎日新聞社「国宝」委員会／編 シューマン／［作曲］
限定版 全音楽譜出版社 １９５７
毎日新聞社 １９６４．１２ (３１ｐ ３１ｃｍ)
(２０２枚 ４４ｃｍ) OH/76/97 1109231967
内容：唐・北京・新羅
国宝

OH/70/68-1 1109309169 ◆OH
古墨
宇野雪村／著

◆OH 木耳社 １９６８．３
国宝事典 (３１９，２１ｐ ２２ｃｍ)
文化財保護委員会／編 OH/72/37 1109231199
文化財保護委員会 １９６１．３
(４９５ｐ ２６ｃｍ)
国宝－辞典 ◆OH

OH/70/30 1109228724 胡蘭成之書
胡蘭成／［著］
胡蘭成之（書）保存会 ［１９６８］

◆OH (１冊 ３０ｃｍ)
国宝重要文化財案内 OH/72/75 1109231405
毎日新聞社／編
毎日新聞社 １９６３．５
(４３４，１１ｐ １９ｃｍ) ◆OH
文化財 ＧＯＬＦ漫画 ２集

OH/70/10 1109228658 日下部徳丸／著
日下部産業 １９６０．３
(１７５ｐ １３×１８ｃｍ)

◆OH OH/72/123 1109231504
国宝彫像 １
坂本万七，上原昭一／著
徳間書店 １９６７．１２ ◆OH
(１冊 ３１ｃｍ) 斎藤義重
仏像 斎藤義重／［画］

OH/71/9-1 1109229151 ［出版者不明］ ［出版年不明］
(図版２９枚 ３７ｃｍ)

OH/72/32 1109309268
◆OH

国宝彫像 解説篇
坂本万七，上原昭一／著 ◆OH
徳間書店 １９６７．１２ 阪田泰二の絵と文
(２１３ｐ ３１ｃｍ) 阪田泰二／［著］
仏像 阪田弘子 １９７７．１０

OH/71/9-3 1109229177 (１８５ｐ ２２ｃｍ)
OH/72/57 1109231371

◆OH
国宝彫像 ２ ◆OH
坂本万七，上原昭一／著 Ｓｏｔｈｅｂｙ’ｓ　ａｔ　Ｍｉｔｓｕｋｏｓｈｉ -サザビィ
徳間書店 １９６７．１２ ・オークション-
(１冊 ３１ｃｍ) Ｓｏｔｈｅｂｙ’ｓ １９６９．９
仏像 (４３９ｐ ２６ｃｍ)

OH/71/9-2 1109229169 OH/70/34 1109228765

◆OH ◆OH
国民体育大会の歩み 簓菴戯畫集 第貮巻
増補改訂 神戸徳太郎／著
１９７９．６ ［出版者不明］ ［出版年不明］
(４０４ｐ ３１ｃｍ) (１冊 ２７ｃｍ)
年表：ｐ３９６～４０４ OH/72/10 1109229409
国民体育大会

OH/78/36 1109237956

- 8 -－388－



◆OH OH/72/64 1109231389
サッカー教室
岡野俊一郎／著
鶴書房 １９６９ ◆OH
(１３１ｐ　図版 １９ｃｍ) シモーネ・マルティーニ
Ｓｐｏｒｔ　ｇｒａｐｈｉｃ ライモンド・ヴァン・マール／著 鹿島卯女／訳・編 座右宝刊
サッカー 行会／編

OH/78/26 1109237865 限定版
鹿島研究所出版会 １９６４．１２
(１８９ｐ ３５ｃｍ)

◆OH 宗教美術
サッカー入門 OH/72/23 1109309250
田中純二／著
西東社 １９６９．１０
(３０５ｐ １８ｃｍ) ◆OH
レジャーシリーズ ジャズクラブ

OH/78/25 1109237857 いソノてルヲ／著
音楽之友社 １９５６．４
(１８７ｐ １８ｃｍ)

◆OH 音楽新書
山水人物畫談 OH/76/3 1109231827
松本亦太郎／著
岩波書店 １９４０．７
(４８５ｐ ２０ｃｍ) ◆OH

OH/72/12 1109231025 十三代酒井田柿右衛門作品展
三越 １９７２
(１冊 ２５×２６ｃｍ)

◆OH OH/72/42 1109231249
サントリー美術館図録 １９７１
サントリー美術館事務局／編
サントリー美術館 １９７１．１０ ◆OH
(２５１ｐ ３１ｃｍ) 重要文化財目録 -美術工芸品-

OH/70/49 1109228898 文化財保護委員会／編
文化財保護委員会 １９５２．３
(２，６３６，３１ｐ ２２ｃｍ)

◆OH 文化財－目録 工芸－目録
３３３の名曲とレコード OH/70/33 1109228757
服部龍太郎／著
婦人画報社 １９５２．１２
(４６２ｐ １９ｃｍ) ◆OH
西洋音楽 酒字集古

OH/76/7 1109231868 伊藤保平／集字
［出版者不明］ １９５８．５
(１帖 ２５×１３ｃｍ)

◆OH OH/72/18 1109231066
シェイクスピアの六悲劇
ジョン・ドウヴァ・ウィルスン／著 橘忠衛／［ほか］訳
八潮出版社 １９６９．９ ◆OH
(１６０，３ｐ １９ｃｍ) 瞬間の累積 -渋沢篤二明治後期撮影写真集-

OH/77/21 1109237576 渋沢敬三／編
渋沢敬三 １９６３．１０
(２７８ｐ（おもに図版） ２６ｃｍ)

◆OH OH/74/3 1109231736
塩字集 巻１
斎藤和兵衛／編
角星 ［１９７７．５］ ◆OH
(１帖 ２５×１３ｃｍ) 肖像 -ベナレスの人々-

OH/72/130 1109317410 川人忠幸／［著］
求龍堂 １９７５．３
(１冊 ２８×２９ｃｍ)

◆OH OH/72/129 1109309284
塩字集 巻２
斎藤和兵衛／編
角星 １９７９．６ ◆OH
(１帖 ２５×１４ｃｍ) 正倉院宝物展目録

OH/72/131 1109317428 東京国立博物館 １９５９
(１５１ｐ ２３ｃｍ)

OH/70/3 1109228583
◆OH

詩画集 ７
世耕政隆／詩 玉置正敏・草間弥生／画 ◆OH
ジャパン・エディション・アート社 １９７７．６ 正倉院夜話 -宝物は語る-
(１冊 ３１ｃｍ) 和田軍一／著
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日本経済新聞社 １９６７．１０
(１９６ｐ １８ｃｍ)
日経新書 ◆OH
国宝 図解ブリッジ入門

OH/70/41 1109228823 黒川晶夫／著
有紀書房 ［出版年不明］
(２３１ｐ １９ｃｍ)

◆OH OH/79/16 1109238335
縄文的原型と弥生的原型
谷川徹三／著
岩波書店 １９７１．１０ ◆OH
(３２９ｐ ２０ｃｍ) 図画の事典

OH/70/45 1109228856 造型教育研究会／編
金園社 １９７１．４
(３３２ｐ １９ｃｍ)

◆OH OH/72/41 1109231231
浄瑠璃史
黒木勘蔵／著
青磁社 １９４３．１２ ◆OH
(５８１ｐ ２２ｃｍ) スキー教程 １９６６

OH/76/91 1109231900 全日本スキー連盟／編
平凡社 １９６５．１０
(１２７ｐ ２４ｃｍ)

◆OH OH/78/22 1109237816
書と絵 -小原国芳先生-
小原國芳先生米寿記念書画編纂委員会／編
小原國芳先生米寿記念書画編纂委員会 １９７５．４ ◆OH
(１冊 ３８ｃｍ) スキー入門ハンドブック

OH/72/55 1109251676 湊正和／著
金園社 １９６１．６
(２６１ｐ １６ｃｍ)

◆OH スキー
書味真髄 OH/78/12 1109237683
福本和夫／著
フジ出版社 １９６８．６
(２２２ｐ ２７ｃｍ) ◆OH
書道 図説西洋絵画年表

OH/70/56 1109228963 三輪福松／編
誠文堂新光社 １９５８．８
(１冊 １８ｃｍ)

◆OH OH/72/19 1109231074
女優
森赫子／著
実業之日本社 １９５６．７ ◆OH
(２８８ｐ　図版２枚 １９ｃｍ) 隅田川
新派 森嚇子 楢崎宗重／著

OH/77/15 1109237741 講談社 １９６４．７
(１４４ｐ ２０×１９ｃｍ)
北斎と広重

◆OH OH/72/44 1109231264
新修茶道妙境 -愈好斎聴松宗守居士二十七回忌記念-
千宗守／編
１９７９．５ ◆OH
(２７０ｐ ２２ｃｍ) 生活の中の合気道
セン，ソウシュ：千宗守（１８８９～１９５３） 茶道－随筆 藤平光一／著

OH/79/18 1109238350 六芸書房 １９６４．１２
(２２３ｐ １９ｃｍ)
合気道

◆OH OH/78/9 1109237659
新修墨場必携 日本篇
山本正一／編
４版 ◆OH
法政大学出版局 １９７５．１２ 西洋の美術 １
(１９２ｐ １８ｃｍ) 旺文社／編
書 旺文社 １９７６．８

OH/72/77 1109231421 (３４６ｐ ３１ｃｍ)
Ｄｅｌｕｘｅ　ｇａｌｌｅｒｙ

OH/72/102 1109291615
◆OH

菅井汲作品集 １９５２－１９７５
美術出版社 １９７６．１ ◆OH
(２０８ｐ ２９×３０ｃｍ) 西洋の美術 ２

OH/72/49 1109231314 旺文社／編
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◆OH
旺文社 １９７６．１０ 世界大音楽全集 声楽篇第７巻
(３６４ｐ ３１ｃｍ) 音楽之友社 １９５６．６
Ｄｅｌｕｘｅ　ｇａｌｌｅｒｙ (２３５ｐ ２３ｃｍ)

OH/72/103 1109291623 音楽－楽譜
OH/76/17 1109232361

◆OH
西洋の美術 ３ ◆OH
旺文社／編 世界大音楽全集 声楽篇第８巻
旺文社 １９７６．１２ 音楽之友社 １９５７．１２
(３６６ｐ ３１ｃｍ) (２６１ｐ ２３ｃｍ)
Ｄｅｌｕｘｅ　ｇａｌｌｅｒｙ 音楽－楽譜

OH/72/104 1109291631 OH/76/18 1109232379

◆OH ◆OH
西洋の美術 ４ 世界大音楽全集 声楽篇第９巻
旺文社／編 音楽之友社 １９５７．１
旺文社 １９７７．２ (２４２ｐ ２３ｃｍ)
(３５６ｐ ３１ｃｍ) 音楽－楽譜
Ｄｅｌｕｘｅ　ｇａｌｌｅｒｙ OH/76/19 1109232387

OH/72/105 1109291649

◆OH
◆OH 世界大音楽全集 声楽篇第１０巻

世界大音楽全集 声楽篇第１巻 音楽之友社 １９５５．１２
音楽之友社 １９５５．１０ (１８７ｐ ２３ｃｍ)
(２２６ｐ ２３ｃｍ) 音楽－楽譜
音楽－楽譜 OH/76/20 1109232395

OH/76/11 1109232304

◆OH
◆OH 世界大音楽全集 声楽篇第１１巻

世界大音楽全集 声楽篇第２巻 音楽之友社 １９５７．９
音楽之友社 １９５６．８ (２４９ｐ ２３ｃｍ)
(２５２ｐ ２３ｃｍ) 音楽－楽譜
音楽－楽譜 OH/76/21 1109232403

OH/76/12 1109232312

◆OH
◆OH 世界大音楽全集 声楽篇第１２巻

世界大音楽全集 声楽篇第３巻 音楽之友社 １９５７．２
音楽之友社 １９５７．４ (２３５ｐ ２３ｃｍ)
(２４５ｐ ２３ｃｍ) 音楽－楽譜
音楽－楽譜 OH/76/22 1109232411

OH/76/13 1109232320

◆OH
◆OH 世界大音楽全集 声楽篇第１３巻

世界大音楽全集 声楽篇第４巻 音楽之友社 １９５６．４
音楽之友社 １９５８．２ (２５０ｐ ２３ｃｍ)
(２４８ｐ ２３ｃｍ) 音楽－楽譜
音楽－楽譜 OH/76/23 1109232429

OH/76/14 1109232338

◆OH
◆OH 世界大音楽全集 声楽篇第１４巻

世界大音楽全集 声楽篇第５巻 音楽之友社 １９５７．５
音楽之友社 １９５６．２ (２５４ｐ ２３ｃｍ)
(２２２ｐ ２３ｃｍ) 音楽－楽譜
音楽－楽譜 OH/76/24 1109232437

OH/76/15 1109232346

◆OH
◆OH 世界大音楽全集 声楽篇第１５巻

世界大音楽全集 声楽篇第６巻 音楽之友社 １９５６．９
音楽之友社 １９５７．７ (２４３ｐ ２３ｃｍ)
(２５５ｐ ２３ｃｍ) 音楽－楽譜
音楽－楽譜 OH/76/25 1109232445

OH/76/16 1109232353

◆OH
世界大音楽全集 声楽篇第１６巻
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◆OH
音楽之友社 １９５８．１ 世界大音楽全集 声楽篇第２６巻
(２３６ｐ ２３ｃｍ) 音楽之友社 １９５７．６
音楽－楽譜 (２３２ｐ ２３ｃｍ)

OH/76/26 1109232452 音楽－楽譜
OH/76/36 1109235554

◆OH
世界大音楽全集 声楽篇第１７巻 ◆OH
音楽之友社 １９５６．５ 世界大音楽全集 声楽篇第２７巻
(２４２ｐ ２３ｃｍ) 音楽之友社 １９５６．１
音楽－楽譜 (２２２ｐ ２３ｃｍ)

OH/76/27 1109232460 音楽－楽譜
OH/76/37 1109235562

◆OH
世界大音楽全集 声楽篇第１８巻 ◆OH
音楽之友社 １９５７．８ 世界大音楽全集 声楽篇第２８巻
(２６４ｐ ２３ｃｍ) 音楽之友社 １９５７．３
音楽－楽譜 (２４３ｐ ２３ｃｍ)

OH/76/28 1109232478 音楽－楽譜
OH/76/38 1109235570

◆OH
世界大音楽全集 声楽篇第１９巻 ◆OH
音楽之友社 １９５７．１０ 世界大音楽全集 声楽篇第２９巻
(２６５ｐ ２３ｃｍ) 音楽之友社 １９５７．１１

OH/76/29 1109232494 (２４２ｐ ２３ｃｍ)
音楽－楽譜

OH/76/39 1109235588
◆OH

世界大音楽全集 声楽篇第２０巻
音楽之友社 １９５６．１２ ◆OH
(２４２ｐ ２３ｃｍ) 世界大音楽全集 声楽篇第３０巻

OH/76/30 1109232486 音楽之友社 １９５８．３
(２３１ｐ ２３ｃｍ)
音楽－楽譜

◆OH OH/76/40 1109235596
世界大音楽全集 声楽篇第２１巻
音楽之友社 １９５６．７
(２４３ｐ ２３ｃｍ) ◆OH

OH/76/31 1109232502 世界大音楽全集 器楽篇第１巻
音楽之友社 １９５６．２
(２１３ｐ ２３ｃｍ)

◆OH 音楽－楽譜
世界大音楽全集 声楽篇第２２巻 OH/76/41 1109235604
音楽之友社 １９５８．４
(２１５ｐ ２３ｃｍ)

OH/76/32 1109235513 ◆OH
世界大音楽全集 器楽篇第２巻
音楽之友社 １９５６．１０

◆OH (２２９ｐ ２３ｃｍ)
世界大音楽全集 声楽篇第２３巻 音楽－楽譜
音楽之友社 １９５６．１０ OH/76/42 1109235612
(２４１ｐ ２３ｃｍ)

OH/76/33 1109235521
◆OH

世界大音楽全集 器楽篇第３巻
◆OH 音楽之友社 １９５７．９

世界大音楽全集 声楽篇第２４巻 (２３４ｐ ２３ｃｍ)
音楽之友社 １９５６．１１ 音楽－楽譜
(２４３ｐ ２３ｃｍ) OH/76/43 1109235620

OH/76/34 1109235539

◆OH
◆OH 世界大音楽全集 器楽篇第４巻

世界大音楽全集 声楽篇第２５巻 音楽之友社 １９５６．１
音楽之友社 １９５６．３ (２３１ｐ ２３ｃｍ)
(２１９ｐ ２３ｃｍ) 音楽－楽譜
音楽－楽譜 OH/76/44 1109235638

OH/76/35 1109235547

◆OH
世界大音楽全集 器楽篇第５巻
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音楽之友社 １９５６．１１ (２２１ｐ ２３ｃｍ)
(２３１ｐ ２３ｃｍ) 音楽－楽譜
音楽－楽譜 OH/76/54 1109235737

OH/76/45 1109235646

◆OH
◆OH 世界大音楽全集 器楽篇第１５巻

世界大音楽全集 器楽篇第６巻 音楽之友社 １９５６．４
音楽之友社 １９５８．３ (２０９ｐ ２３ｃｍ)
(２３５ｐ ２３ｃｍ) 音楽－楽譜
音楽－楽譜 OH/76/55 1109235745

OH/76/46 1109235653

◆OH
◆OH 世界大音楽全集 器楽篇第１６巻

世界大音楽全集 器楽篇第７巻 音楽之友社 １９５７．３
音楽之友社 １９５６．６ (２２５ｐ ２３ｃｍ)
(２３６ｐ ２３ｃｍ) 音楽－楽譜
音楽－楽譜 OH/76/55-2 1109235752

OH/76/47 1109235661

◆OH
◆OH 世界大音楽全集 器楽篇第１７巻

世界大音楽全集 器楽篇第８巻 音楽之友社 １９５７．１０
音楽之友社 １９５５．１２ (２１９ｐ ２３ｃｍ)
(２２１ｐ ２３ｃｍ) 音楽－楽譜
音楽－楽譜 OH/76/56 1109235760

OH/76/48 1109235679

◆OH
◆OH 世界大音楽全集 器楽篇第１８巻

世界大音楽全集 器楽篇第９巻 音楽之友社 １９５５．１０
音楽之友社 １９５６．１２ (２２９ｐ ２３ｃｍ)
(２３１ｐ ２３ｃｍ) 音楽－楽譜
音楽－楽譜 OH/76/57 1109235778

OH/76/49 1109235687

◆OH
◆OH 世界大音楽全集 器楽篇第１９巻

世界大音楽全集 器楽篇第１０巻 音楽之友社 １９５６．５
音楽之友社 １９５７．１２ (２１８ｐ ２３ｃｍ)
(２５６ｐ ２３ｃｍ) 音楽－楽譜
音楽－楽譜 OH/76/58 1109235786

OH/76/50 1109235695

◆OH
◆OH 世界大音楽全集 器楽篇第２０巻

世界大音楽全集 器楽篇第１１巻 音楽之友社 １９５７．１
音楽之友社 １９５７．７ (２０８ｐ ２３ｃｍ)
(２４２ｐ ２３ｃｍ) 音楽－楽譜
音楽－楽譜 OH/76/59 1109235794

OH/76/51 1109235703

◆OH
◆OH 世界大音楽全集 器楽篇第２１巻

世界大音楽全集 器楽篇第１２巻 音楽之友社 １９５７．６
音楽之友社 １９５６．６ (２１６ｐ ２３ｃｍ)
(２１５ｐ ２３ｃｍ) 音楽－楽譜
音楽－楽譜 OH/76/60 1109235802

OH/76/52 1109235711

◆OH
◆OH 世界大音楽全集 器楽篇第２２巻

世界大音楽全集 器楽篇第１３巻 音楽之友社 １９５８．１
音楽之友社 １９５８．４ (２３１ｐ ２３ｃｍ)
(２４６ｐ ２３ｃｍ) 音楽－楽譜
音楽－楽譜 OH/76/61 1109236313

OH/76/53 1109235729

◆OH
◆OH 世界大音楽全集 器楽編第２３巻

世界大音楽全集 器楽篇第１４巻 音楽之友社 １９５６．７
音楽之友社 １９５６．９ (２０７ｐ ２３ｃｍ)

- 13 -－393－



音楽－楽譜 OH/76/71 1109236412
OH/76/62 1109236321

◆OH
◆OH 世界大音楽全集 器楽篇第３３巻

世界大音楽全集 器楽編第２４巻 音楽之友社 １９５７．５
音楽之友社 １９５７．４ (２３４ｐ ２３ｃｍ)
(２２７ｐ ２３ｃｍ) 音楽－楽譜
音楽－楽譜 OH/76/72 1109236420

OH/76/63 1109236339

◆OH
◆OH 世界大音楽全集 器楽篇第３５巻

世界大音楽全集 器楽編第２５巻 音楽之友社 １９５６．１２
音楽之友社 １９５７．１０ (２３１ｐ ２３ｃｍ)
(２４１ｐ ２３ｃｍ) 音楽－楽譜
音楽－楽譜 OH/76/74 1109236438

OH/76/64 1109236347

◆OH
◆OH 世界大音楽全集 器楽篇第３４巻

世界大音楽全集 器楽篇第２６巻 音楽之友社 １９５６．４
音楽之友社 １９５６．９ (２２０ｐ ２３ｃｍ)
(２３６ｐ ２３ｃｍ) 音楽－楽譜
音楽－楽譜 OH/76/73 1109236446

OH/76/65 1109236354

◆OH
◆OH 世界大音楽全集 器楽篇第３６巻

世界大音楽全集 器楽篇第２７巻 音楽之友社 １９５８．１
音楽之友社 １９５７．７ (２５２ｐ ２３ｃｍ)
(２０３ｐ ２３ｃｍ) 音楽－楽譜
音楽－楽譜 OH/76/75 1109236453

OH/76/66 1109236362

◆OH
◆OH 世界大音楽全集 器楽篇第３７巻

世界大音楽全集 器楽篇第２８巻 音楽之友社 １９５５．１２
音楽之友社 １９５６．３ (２０７ｐ ２３ｃｍ)
(２２４ｐ ２３ｃｍ) 音楽－楽譜
音楽－楽譜 OH/76/76 1109236461

OH/76/67 1109236370

◆OH
◆OH 世界大音楽全集 器楽篇第３８巻

世界大音楽全集 器楽篇第２９巻 音楽之友社 １９５６．８
音楽之友社 １９５７．４ (２５４ｐ ２３ｃｍ)
(２１４ｐ ２３ｃｍ) 音楽－楽譜
音楽－楽譜 OH/76/77 1109236479

OH/76/68 1109236388

◆OH
◆OH 世界大音楽全集 器楽篇第３９巻

世界大音楽全集 器楽篇第３０巻 音楽之友社 １９５７．３
音楽之友社 １９５８．４ (２２２ｐ ２３ｃｍ)
(２３６ｐ ２３ｃｍ) 音楽－楽譜
音楽－楽譜 OH/76/78 1109236487

OH/76/69 1109236396

◆OH
◆OH 世界大音楽全集 器楽篇第４０巻

世界大音楽全集 器楽篇第３１巻 音楽之友社 １９５７．９
音楽之友社 １９５７．８ (２３８ｐ ２３ｃｍ)
(２２３ｐ ２３ｃｍ) 音楽－楽譜
音楽－楽譜 OH/76/79 1109236495

OH/76/70 1109236404

◆OH
◆OH 世界大音楽全集 器楽篇第４１巻

世界大音楽全集 器楽篇第３２巻 音楽之友社 １９５８．２
音楽之友社 １９５７．１ (２２０ｐ ２３ｃｍ)
(２３１ｐ ２３ｃｍ) 音楽－楽譜
音楽－楽譜 OH/76/80 1109236503
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◆OH
◆OH 世界大音楽全集 器楽篇第４２巻

世界大音楽全集 器楽篇第４３巻 音楽之友社 １９５７．１１
音楽之友社 １９５６．３ (２５１ｐ ２３ｃｍ)
(２２４ｐ ２３ｃｍ) 音楽－楽譜
音楽－楽譜 OH/76/90 1109236594

OH/76/81 1109236511

◆OH
◆OH 世界の子供たちはいま

世界大音楽全集 器楽篇第４４巻 田沼武能／著
音楽之友社 １９５６．１０ 形象社 １９７９．１
(２５０ｐ ２３ｃｍ) (１５８ｐ ２１×２４ｃｍ)
音楽－楽譜 OH/74/17 1109231553

OH/76/82 1109236529

◆OH
◆OH 世界の日本カメラ -輸出産業へのあゆみ-

世界大音楽全集 器楽篇第４５巻 江川朗／著
音楽之友社 １９５７．１２ 総合経営研究所 １９６４．８
(２２８ｐ ２３ｃｍ) (１８７ｐ １８ｃｍ)
音楽－楽譜 OH/74/2 1109231728

OH/76/83 1109236537

◆OH
◆OH 世界美術全集 １６

世界大音楽全集 器楽篇第４６巻 平凡社／編
音楽之友社 １９５６．７ 平凡社 １９５４．８
(２２０ｐ ２３ｃｍ) (３４８ｐ ２６ｃｍ)
音楽－楽譜 内容：西洋１５世紀

OH/76/84 1109236545 西洋美術
OH/70/26 1109228682

◆OH
世界大音楽全集 器楽篇第４７巻 ◆OH
音楽之友社 １９５７．６ 世界美術全集 １３
(２２１ｐ ２３ｃｍ) 角川書店 １９６２．５
音楽－楽譜 (２４５，５ｐ ２７ｃｍ)

OH/76/85 1109236552 秦・漢
OH/70/25 1109228674

◆OH
世界大音楽全集 器楽篇第４８巻 ◆OH
音楽之友社 １９５８．３ 世界美術全集 １７
(２１７ｐ ２３ｃｍ) 平凡社／編
音楽－楽譜 平凡社 １９５１．３

OH/76/86 1109236560 (３４４ｐ ２６ｃｍ)
内容：西洋１６世紀
西洋美術

◆OH OH/70/27 1109228690
世界大音楽全集 器楽篇第４９巻
音楽之友社 １９５６．１
(２３２ｐ ２３ｃｍ) ◆OH
音楽－楽譜 世界名画全集 第８巻

OH/76/87 1109236602 平凡社 １９６０．９
(１０１ｐ ２７ｃｍ)
絵画－画集

◆OH OH/72/9 1109229391
世界大音楽全集 器楽篇第５０巻
音楽之友社 １９５７．２
(２２５ｐ ２３ｃｍ) ◆OH
音楽－楽譜 世界名画選集

OH/76/88 1109236578 日本ジャーナリスト協会 １９６６．６
(図版２０枚 ３９ｃｍ)

OH/72/29 1109231124
◆OH

世界大音楽全集 器楽篇第６９巻
音楽之友社 １９５８．５ ◆OH
(１９８ｐ ２３ｃｍ) 世界名歌百曲集
音楽－楽譜 新興楽譜出版社 ［出版年不明］

OH/76/89 1109236586 (２４０ｐ ２６ｃｍ)
OH/76/110 1109232098
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硯
OH/72/39 1109231215

◆OH
全日本武鑑 四国版第１巻
加戸宏平／編 ◆OH
地方人事調査会 １９７７．８ 地図
(９１２ｐ ２７ｃｍ) 川田喜久治／写真
武道－名簿 美術出版社 １９６５．８

OH/78/34 1109237931 (１冊 ２３ｃｍ)
OH/74/6 1109231769

◆OH
ソナタアルバム １ ◆OH
ベートーヴェン／作曲 茶ごころ
全音楽譜出版社 １９５５．４ 細谷喜一／著
(２８４ｐ ３１ｃｍ) 福村出版 １９６９

OH/76/102 1109232015 (２３５ｐ ２２ｃｍ)
参考文献：２３４－２３５ｐ
茶道－歴史

◆OH OH/79/7-2 1109238046
ソナタアルバム ２
ベートーヴェン／作曲
全音楽譜出版社 ［１９５５．４］ ◆OH
(ｐ２８５－６１３ ３１ｃｍ) 茶ごころ

OH/76/102-2 1109311041 細谷喜一／著
福村書店 １９６２．６
(１９４ｐ ２０ｃｍ)

◆OH OH/79/7 1109238038
空からはかる
西尾元充／著
技報堂 １９６４．９ ◆OH
(２０１ｐ ２７ｃｍ) 茶に生きる心

OH/74/8 1109231785 千宗室／著
講談社 １９６９．９
(２３８ｐ １９ｃｍ)

◆OH OH/79/14 1109238319
大安寺
今城甚造／著
中央公論美術出版 １９６６．１２ ◆OH
(４０ｐ １９ｃｍ) 茶の湯の人々
美術文化シリーズ 細谷喜一／著

OH/71/8 1109229144 明徳出版社 １９５５．１１
(１３０ｐ １９ｃｍ)
師友選書

◆OH OH/79/6 1109238020
第１８回オリンピック競技大会公式報告書 上
オリンピック東京大会組織委員会／編
オリンピック東京大会組織委員会 １９６６ ◆OH
(６８４ｐ ３１ｃｍ) 茶盌抄 上巻

OH/78/24 1109237832 加藤義一郎／著
全国書房 １９６３．１２
(３９８ｐ(図版共) はり込原色図版１００枚 ３１ｃｍ)

◆OH 茶碗
第１８回オリンピック競技大会公式報告書 下 OH/75/10 1109231660
オリンピック東京大会組織委員会／編
オリンピック東京大会組織委員会 １９６６
(７２０ｐ ３１ｃｍ) ◆OH

OH/78/24-2 1109237840 中学校音楽教育における教材研究とその指導法
高橋鉄雄／著
音楽教育研究協会 ［１９７－］

◆OH (４１４ｐ ２７ｃｍ)
第２０回オリンピック競技大会記念アルバム １９７２ OH/76/109 1109232080
神戸新聞マーケティング・センター／企画・編集
デイリースポーツ社 １９７２．５
(２０４ｐ ２８ｃｍ) ◆OH

OH/78/32 1109237923 中華民国国立故宮博物院名品図録
中華民国国立故宮博物院・産経新聞社／編
産経新聞社 １９７６．１２

◆OH (はり込み図１９１枚 図１１２枚 ４４ｃｍ)
端渓硯 OH/72/82 1109231454
相浦紫瑞／著
木耳社 １９６５．３
(１６２ｐ，図版５２ｐ ２２ｃｍ)
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◆OH
中華民国国立故宮博物院名品図録　解説 北斎と広重
国立故宮博物院・産経新聞社／編 OH/72/43 1109231256
産経新聞社 １９７６．１２
(７７ｐ（図、記事とも） ４４ｃｍ)

OH/72/82-2 1109231462 ◆OH
〔トウ〕河緑石・澄泥硯 -附・諸硯-
相浦紫瑞／著

◆OH 木耳社 １９６６
珍ゲームと福引 (１７１ｐ　図版１１枚 ２２ｃｍ)
コロムビア・トップ，ライト／著 硯
鶴書房 １９６４．１２ OH/72/36 1109231181
(１９９，１１ｐ １９ｃｍ)

OH/79/11 1109238087
◆OH

東京オリンピック
◆OH 山田米吉，鈴木良徳，川本信正，大谷要三／共編

陳清波の近代ゴルフ 四国新聞社 １９６３．１
陳清波／著 (３５１ｐ ３１ｃｍ)
７版 オリンピック
報知新聞社 １９６１．１１ OH/78/20 1109251759
(１６７ｐ ２１ｃｍ)

OH/78/5 1109237634
◆OH

東京オリンピック！ -成功へのバイパス-
◆OH 日立製作所／編

ツェルニー三十番練習曲 -解説付- 日立製作所 １９６４．３
ツェルニー／作曲 田村宏／校訂 (１４８ｐ １８ｃｍ)
全音楽譜出版社 １９６５ オリンピック競技
(６９ｐ ３１ｃｍ) OH/78/4 1109237626
Ｚｅｎ－ｏｎ　ｐｉａｎｏ　ｌｉｂｒａｒｙ

OH/76/95 1109231942
◆OH

東京オリンピック作戦 -支援に参加した自衛隊員の手記-
◆OH 朝雲新聞社／編

Ｃｚｅｒｎｙ　１００ Ｏｐｕｓ　１３９ 朝雲新聞社 １９６５．３
全音楽譜出版社／編著 (２７８ｐ　表 １９ｃｍ)
全音楽譜出版社 １９５３．６ OH/78/3 1109237618
(６９ｐ ３０ｃｍ)

OH/76/96 1109231959
◆OH

東美特別展 第５回
◆OH ［東京美術商協同組合］ ［１９７２］

帝劇の五十年 (１１６ｐ ２６ｃｍ)
帝劇史編纂委員会／編 OH/70/46 1109228864
東宝株式会社 １９６６．９
(２５５ｐ ２６×２６ｃｍ)
歌舞伎－歴史 ◆OH

OH/77/18 1109237543 洮味集
呂題／［編］
［出版年不明］

◆OH (１冊 ２７ｃｍ)
デッサン入門 OH/72/135 1109339570
平山郁夫／編 前田常作／編
新潮社 １９８５．１
(１１９ｐ ２２ｃｍ) ◆OH
とんぼの本 東洋の美術 １
デッサン 旺文社／編
4-10-601918-3 旺文社 １９７７．４

OH/72/79 1109231447 (３６２ｐ ３１ｃｍ)
Ｄｅｌｕｘｅ　ｇａｌｌｅｒｙ

OH/72/107 1109291656
◆OH

寺田正写真集
高知営林局 １９７２ ◆OH
(図３２枚 ２６ｃｍ) 東洋の美術 ２

OH/74/10 1109231801 旺文社／編
旺文社 １９７７．８
(３６８ｐ ３１ｃｍ)

◆OH Ｄｅｌｕｘｅ　ｇａｌｌｅｒｙ
東海道五十三次 OH/72/108 1109291664
楢崎宗重／著
講談社 １９６４．５
(１４４ｐ ２０×１９ｃｍ)
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◆OH
長崎２６殉教者 -舟越保武彫刻作品集-
舟越保武／著 藤本四八／撮影
美術出版社 １９６３．９ ◆OH
(図版４９ｐ ３０ｃｍ) 日本甲冑１００選

OH/71/6 1109229128 山上八郎／著
秋田書店 １９７４
(３０９ｐ（図共） １９ｃｍ)

◆OH 甲冑
中村吉右衛門 OH/75/11 1109231678
小宮豊隆／著
岩波書店 １９６２．１１
(２８２ｐ　図版１２枚 １９ｃｍ) ◆OH

OH/77/19 1109237550 日本芸術史研究 第１巻
和辻哲郎／著
岩波書店 １９５５．３

◆OH (１５，６２３，２２ｐ ２２ｃｍ)
鳴門塩田史 -写真集- 歌舞伎 人形浄瑠璃
撮影：岩朝哲男／［等］ 編集：鳴門塩業組合，岩朝哲男 OH/70/6 1109228617
１９７３
(１冊 ２９ｃｍ)
塩田 ◆OH

OH/74/14 1109231546 日本国宝展目録
東京国立博物館／［編］
東京国立博物館 １９６０．１０

◆OH (１６４ｐ ２３×１９ｃｍ)
西の京薬師寺 OH/70/4 1109228591
亀井勝一郎，川添登，長谷川誠／文 入江泰吉／写真
淡交新社 １９６３．１１
(１１１ｐ図版１１４ｐ ２２ｃｍ) ◆OH
薬師寺 日本茶道史

OH/70/32 1109228740 桑田忠親／著
角川書店 １９５４．３
(３２４ｐ ２０ｃｍ)

◆OH OH/79/5 1109238012
日光 -その美術と歴史-
岡田譲／著
淡交新社 １９６１．８ ◆OH
(２５６ｐ ２２ｃｍ) 日本刀研究の手引

OH/70/8 1109228633 神津伯／著
円増訂版５
雄山閣 １９４３

◆OH (３２４ｐ ２６ｃｍ)
日光東照宮 OH/75/6 1109231629
矢島清文／著
社会思想研究会出版部 １９６１．１１
(２１１，１０ｐ １５ｃｍ) ◆OH
現代教養文庫 日本刀匠譚

OH/75/9 1109231652 成瀬関次／著
実業之日本社 １９４１．１０
(３７４ｐ １９ｃｍ)

◆OH OH/75/7 1109231637
日展作品集 第１０回
日展 １９７８．１１
(２３４ｐ ３０ｃｍ) ◆OH

OH/70/50 1109228906 日本ニュース映画史 -開戦前夜から終戦直後まで-
毎日新聞社 １９７７．４
(５３０ｐ ２８ｃｍ)

◆OH 別冊１億人の昭和史
日本再発見 -芸術風土記- OH/77/22 1109237584
岡本太郎／著
新潮社 １９５８．９
(２８６ｐ ２０ｃｍ) ◆OH
内容：　秋田 日本の四季
日本－紀行・案内記 毎日新聞社 １９７３

OH/70/39 1109228807 (２９８，１０ｐ（おもに図） ３７ｃｍ)
OH/74/19 1109231561

◆OH
日本楽器業界に訴う -業界百年の大計- ◆OH
坂本光史／著 日本の美術 １
謌舞技家楽器店 １９６４．６ 旺文社／編
(１１８ｐ １９ｃｍ) 旺文社 １９７６．６

OH/76/5 1109231843 (３６４ｐ ３１ｃｍ)
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Ｄｅｌｕｘｅ　ｇａｌｌｅｒｙ 文芸春秋新社 １９５６．４
OH/72/109 1109291672 (２０７ｐ ２０ｃｍ)

人形
OH/75/2 1109231603

◆OH
日本の美術 ２
旺文社／編 ◆OH
旺文社 １９７６．４ 人間グリーン -ゴルフ交遊録- ２
(３５０ｐ ３１ｃｍ) 永野重雄／［ほか］著
Ｄｅｌｕｘｅ　ｇａｌｌｅｒｙ 光風社書店 ［１９７－］

OH/72/110 1109291680 (２８０ｐ １９ｃｍ)
OH/78/2 1109237600

◆OH
日本の文化財 第２巻 ◆OH
文化財保護委員会／監修 人間国宝 -Ｔｈｅ　ｌｉｖｉｎｇ　ｔｒｅａｓｕｒｅｓ　ｏｆ
第一法規出版 １９６０．１２ 　Ｊａｐａｎ-
(３３０ｐ，図版２４枚 ２７ｃｍ) 本文：バ－バラ・アダチ 写真：ハリ－・ペチノッテイ
内容：中世の美術（野間清六）・鎌倉時代の彫刻（丸屋彰三郎 １９７３
）・中世の絵画（松下隆章）・漆工品について（溝口三郎）・ (６０，９６，２５ｐ（図・肖像共） ２６×２６ｃｍ)
刀剣について（佐藤貫一）・中世の書跡（田山信郎）・能につ 工芸家 文化財
いて（小宮豊隆）・中世の建築（太田博太郎）・中世の庭園（ OH/70/51 1109228914
吉永義信）・中世における地積について（高柳光春）・近世美
術の展望（田中一松）・近世の絵画（鈴木進）・近世染織につ
いて（山辺知行）・わが国陶磁史の展望（小山富士夫）・近世 ◆OH
の書跡（是沢恭三）・文楽と歌舞伎（河竹繁俊）・わが国の音 能 -研究と発見-
楽（田辺尚雄）・わが国の舞踊（郡司正勝）・近世の史跡につ 野上豊一郎／著
いて（黒板昌夫）・近世の建造物（藤島亥治郎）・近世の庭園 岩波書店 １９３０．２
（吉永義信）・民族資料について（祝宮都） (３０２ｐ ２２ｃｍ)
文化財 図版あり

OH/70/29 1109228716 OH/77/1 1109237410

◆OH ◆OH
日本の文化財 第１巻 俳画漫画風俗画
文化財保護委員会／監修 楢崎宗重／著
第一法規 ［出版年不明］ 講談社 １９６４．１０
(３４４ｐ ２７ｃｍ) (１４４ｐ ２０×１９ｃｍ)

OH/70/28 1109228708 北斎と広重
OH/72/46 1109231280

◆OH
日本の文様とホテルオークラ ◆OH
ホテルオークラ／編 林達夫著作集 １
ホテルオークラ １９６４．８ 平凡社 １９７１
(１０３ｐ ３０ｃｍ) (３７８ｐ　肖像 １９ｃｍ)
建築装飾 付（別冊２４ｐ　１８ｃｍ）：研究ノ－ト１

OH/75/1 1109231595 OH/70/52 1109228922

◆OH ◆OH
日本武芸小伝 万国博美術展総目録 ５
綿谷雪／著 日本万国博覧会協会／編
人物往来社 １９６１．１１ 日本万国博覧会協会 ［１９７０］
(５９６ｐ ２０ｃｍ) (１４０ｐ ２４×１９ｃｍ)
増補・本朝武芸小伝(日夏繁高) 新撰武術流祖録(羽島耀清,池 OH/70/66 1109229060
田豊直,青山敬直) 武術流祖録後輯流名(羽島耀清) 善行録(著
者不詳) ありやなしや(清水礫洲) 武術流派便覧(綿谷雪編) 

OH/78/1 1109237592 ◆OH
万国博美術展総目録 ４
日本万国博覧会協会／編

◆OH 日本万国博覧会協会 ［１９７０］
日本仏像１００選 (２７５ｐ ２４×１９ｃｍ)
町田甲一／編 入江泰吉／編 OH/70/65 1109229052
秋田書店 １９７３．５
(２７７ｐ １９ｃｍ)
仏像 ◆OH

OH/71/11 1109232221 万国博美術展総目録 ３
日本万国博覧会協会／編
日本万国博覧会協会 ［１９７０］

◆OH (１９１ｐ ２４×１９ｃｍ)
人形に心あり OH/70/64 1109229045
堀柳女／著
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◆OH
万国博美術展総目録 ２ ◆OH
日本万国博覧会協会／編 ひろしま美術館
日本万国博覧会協会 ［１９７０］ ひろしま美術館 ｃ１９７８
(８３ｐ ２４×１９ｃｍ) (１冊 ２４×２６ｃｍ)

OH/70/63 1109229037 OH/72/127 1109329399

◆OH ◆OH
万国博美術展総目録 １ ファインダーのこちら側 -報道カメラマンがみた昭和史-
日本万国博覧会協会／編 石井幸之助／著
日本万国博覧会協会 ［１９７０］ 文藝春秋 １９８７．１１
(１３７ｐ ２４×１９ｃｍ) (２８６ｐ ２０ｃｍ)

OH/70/62 1109229029 報道写真
4-16-341900-4

OH/74/20 1109231579
◆OH

東の大寺
佐保山堯海／写真 上司海雲／著 杉本健吉／写真 ◆OH
淡光新社 １９６０．１２ 風景との対話
(１３１ｐ ２２ｃｍ) 東山魁夷／著
東大寺 新潮社 １９６７．５

OH/70/37 1109228781 (３００ｐ １９ｃｍ)
新潮選書

OH/72/30 1109231132
◆OH

東山魁夷自選画集
美術出版社 １９７７．５ ◆OH
(１冊（(はり込図８２枚） ３２ｃｍ) 風流遍歴

OH/72/86 1109309276 池田瓢阿／著
求龍堂 １９８１．２
(２７２ｐ ２２ｃｍ)

◆OH 工芸美術
ピカソ 4-7630-8105-0
瀬木慎一／編 OH/70/48 1109228880
三一書房 １９６４．１１
(１４３ｐ（はり込み原色図版５０枚共） ４７×３７ｃｍ)

OH/72/128 1109251718 ◆OH
富嶽三十六景
楢崎宗重／著

◆OH 講談社 １９６４．８
演劇講座 １ (１４４ｐ ２０×１９ｃｍ)
雲の会／編 北斎と広重
河出書房 １９５１．１２ OH/72/38 1109231207
(２，１７９ｐ ２２ｃｍ)
演劇

OH/77/9 1109237485 ◆OH
富士
岡田紅陽／撮影

◆OH 朋文堂 １９５９
美術の都 (図版７２枚 解説２０p 地図 ３１×２７ｃｍ)
沢木四方吉／著 OH/74/11 1109231512
岩波書店 １９６４．１
(２４０ｐ １９ｃｍ)
イタリア美術 イタリア－紀行・案内記 ◆OH

OH/70/1 1109228567 藤田嗣治追悼展
朝日新聞社 １９６８．９
(２３１ｐ ２２×２０ｃｍ)

◆OH OH/72/28 1109231116
秘伝　少林寺拳法 -禅の源流・中国伝来の護身術-
宗道臣／著
光文社 １９６３．８ ◆OH
(２２８ｐ １８ｃｍ) 仏像

OH/78/31 1109237915 久野健／著
学生社 １９６１．１１
(２５０ｐ ２０ｃｍ)

◆OH 仏像
ヒマラヤ -白川義員作品集- OH/71/3 1109229094
白川義員／［撮影］ サン・パブリシティ／編集
小学館 １９７１．１０
(１冊 ４３ｃｍ) ◆OH

OH/74/21 1109231587 仏像の誕生
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高田修／著
岩波書店 １９８７．１０ ◆OH
(２２０，３ｐ １８ｃｍ) 法隆寺 -壁画と金堂-
岩波新書 朝日新聞社 １９６８．９
仏像 (図版１２４枚解説１１８ｐ ３５ｃｍ)
4-00-420388-0 解説: 法隆寺金堂の文化史的意義 (石田茂作) 法隆寺金堂の壁

OH/71/5 1109229110 画 (亀田孜) 法隆寺金堂の彫刻と工芸 (西川新次) 法隆寺金堂
の建築 (大岡実)

OH/70/36 1109228773
◆OH

舞鳳逸品集 ５
［出版者不明］ １９６８．４ ◆OH
(１冊 ３４×２７ｃｍ) 墨場必携 -隷・行・草-
襖紙 小野鵞堂／著

OH/72/22 1109309243 改訂版
文海堂 １９７８．４
728.4

◆OH (２０６ｐ ２２ｃｍ)
古沢岩美デッサン集 -おんな１０１態- 文海堂書道双書
古沢岩美／著 書道－書体 漢字
東洋信販絵画部 １９７３．９ OH/72/51 1109231330
(１冊 ３６ｃｍ)

OH/72/65 1109231397
◆OH

ボクの音楽武者修行
◆OH 小澤征爾／著

プレ・インカ秘宝図録 -解説- 音楽之友社 １９６２．４
泉靖一／編集 (２１４ｐ １９ｃｍ)
三一書房 １９６４．５ OH/76/107 1109232064
(５６ｐ ４２ｃｍ)

OH/70/44 1109309110
◆OH

ボナール -生誕百年展記念画集-
◆OH ボナール／［画］

プレ・インカ服飾図録 美術出版社 １９６８．５
泉靖一／編集 (図版８３枚 (解説共) はり込み原色図版４３枚 ２６ｃｍ)
三一書房 １９６４．５ OH/72/31 1109231140
(１冊 ４２ｃｍ)

OH/70/44-3 1109309128
◆OH

Ｂｏｌｓｈｏｉ　ｏｐｅｒａ
◆OH 福原信夫／編集・企画

プレ・インカ服飾図録 -解説- 新芸術家協会 １９７０
泉靖一／編集 (７１ｐ ３０ｃｍ)
三一書房 １９６４．５ OH/76/104 1109232031
(６０ｐ ４２ｃｍ)

OH/70/44-4 1109309136
◆OH

Ｂｏｌｓｈｏｉ　ｏｐｅｒａ -１９７０年日本公演上演台本＝
◆OH 訳詞-

文藝殿 新芸術家協会 ｃ１９７０
野口米次郎／著 (６５ｐ ３０ｃｍ)
春陽堂文庫出版 １９４３．９ OH/76/104-2 1109310845
(４９１ｐ ２２ｃｍ)

OH/77/13 1109237733
◆OH

万三郎藝談
◆OH 梅若万三郎／著

平均率曲集 １ 積善館 １９４６．２
バッハ／作曲 (２８５ｐ ２２ｃｍ)
標準版 図版あり
音楽之友社 １９５６．６ OH/77/3 1109237436
(１２５ｐ ３１ｃｍ)

OH/76/105 1109232049
◆OH

無一物
◆OH 熊谷守一／著 武者小路侃三郎／編集・文責・著・企画

望郷 -小山五郎画文集- 一枚の絵 １９７８．３
小山五郎／著 (１冊 ３０ｃｍ)
四季書館 １９７７．６ 熊谷守一・人と作品
(１８９ｐ ２６ｃｍ) OH/72/95-2 1109231488

OH/72/50 1109231322
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◆OH 全国体育指導委員連合 １９７６．９
名曲解説全集 １４ (１４９ｐ ３８ｃｍ)
音楽之友社／編 OH/78/27 1109237873
音楽之友社 １９６１．５
(４２０ｐ ２０ｃｍ)

OH/76/9 1109231884 ◆OH
山脇哲臣山岳写真集
高知営林局 １９７２

◆OH (１冊 ２６ｃｍ)
名工左甚五郎の一生 山岳－写真集
左光挙／著 OH/74/9 1109231793
左甚五郎顕彰会 １９７１．８
(５２５ｐ ２２ｃｍ)

OH/71/7 1109229136 ◆OH
弓
麻生頼孝／著

◆OH 三省堂 １９３３．３
明治神宮聖徳記念壁画集 (３６９ｐ ２０ｃｍ)
明治神宮社務所 １９６０．８ OH/78/30 1109237907
(１冊 ３８ｃｍ)

OH/72/15 1109309235
◆OH

謡曲
◆OH 田中允／訳

名人ホースケのジャン友雀敵 河出書房 １９５４．８
福地泡介／著 (３６５ｐ １９ｃｍ)
徳間書店 ［１９７７］ 現代語譯日本古典文學全集
(２３１ｐ １８ｃｍ) 高砂 他１８篇
Ｔｏｋｕｍａ　ｂｏｏｋｓ OH/76/106 1109232056

OH/79/17 1109238343

◆OH
◆OH 幼児の音楽教育 -音楽リズム指導法-

モダン・ジャズ入門 高橋鉄雄／著
油井正一／編 自由現代社 １９７９．７
荒地出版社 １９６１．６ (２３６ｐ ２１ｃｍ)
(２１７ｐ ２０ｃｍ) 幼児教育 音楽教育
モダン・ジャズの面白さ(油井正一) モダン・ジャズの誕生(い OH/76/108 1109232072
ソノてルヲ) ソニー・ロリンズ(植草甚一) ジョン・コルトレ
ーン(相倉久人) チャーリー・パーカー(いソノてルヲ) ディズ
ィ・ガレスピー(いソノてルヲ) セロニアス・モンク(植草甚一 ◆OH
) チャーリーミンガス(植草甚一) マイルス・デヴィス(油井正 横綱琴桜
一) A.ブレーキーとジャズメッセンジャーズ(牧芳雄) ジョン 横綱琴桜刊行会／編
・ルイスとMJQ(久保田二郎) クリフォード・ブラウン(相倉久 横綱琴桜刊行会 １９７４．６
人) キャノンボール・アダリー(相倉久人) 伸びゆく「ソウル (３４５ｐ ２６ｃｍ)
」の新人たち(岩浪洋三) 日本モダン・ジャズ界の現状(岩浪洋 琴桜
三) モダンジャズと映画(野口久光) 真夏の夜のジャズ(瀬川昌 OH/78/10 1109237667
久) 日本のファンキーを求めて(河野典生) ほんものを求める
似而ファン(今井寿恵) ぼくの好きなジャズ(和田誠) モダン・
ジャズLP30選(藤井肇) ジャズ用語集,モダン・ジャズメン一覧 ◆OH
,ジャズ史年表. ヨットを始める人のために
ジャズ 小沢吉太郎／著

OH/76/2 1109231819 池田書店 １９６３．６
(２０４ｐ ２２ｃｍ)

OH/78/11 1109237675
◆OH

桃山江戸の美術
大日本インキ化学工業 １９６７．１０ ◆OH
(２８５ｐ　はり込み原色図版１００枚 ３０ｃｍ) ヨットとわが人生

OH/70/40 1109228815 エドワード・ヒース／［著］ 大儀見薫／訳
集英社 １９７７．１１
(１９１ｐ ２５ｃｍ)

◆OH OH/78/35 1109237949
守一九十六才
熊谷守一／著 武者小路侃三郎／編集・文責・著・企画
一枚の絵 １９７８．３ ◆OH
(１冊 ３０ｃｍ) 読売報道写真集 １９７０
熊谷守一・人と作品 読売新聞社 １９７０．５

OH/72/95 1109231470 (１５２ｐ ２７ｃｍ)
OH/74/4 1109231744

◆OH
モントリオール・オリンピック大会
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◆OH
読売報道写真集 １９７１ (２４０，２２ｐ １９ｃｍ)
読売新聞社 １９７１．５ 麗沢叢書
(１５２ｐ ２７ｃｍ) 画学秘訣(王維) 歴代名画記(張彦遠) 筆法記(荊浩) 林泉高致(

OH/74/7 1109231777 郭煕) 図画見聞誌(郭若虚) 山水純全集(韓拙) 画継(鄧椿) 画
鑒(湯[コウ]) 写山水訣(黄公望)

OH/72/34 1109231165
◆OH

ヨーロッパ名画選 １
［出版社不明］ ［出版年不明］ ◆OH
(図２４枚 ４０ｃｍ) レコードの選択と鑑賞 -続・レコードのある部屋-

OH/72/132 1109311181 村田武雄／著
音楽之友社 １９５８．５
(２２８ｐ １８ｃｍ)

◆OH レコード芸術新書
ヨーロッパ名画選 ２ OH/76/4 1109231835
［出版社不明］ ［出版年不明］
(図２３枚 ４０ｃｍ)

OH/72/133 1109311199 ◆OH
ロダン展
読売新聞社 ［１９６６］

◆OH (１冊  ２２ｃｍ)
ＬＡ　ＶＥＮＵＳ　ＤＥ　ＭＩＬＯ -ミロのヴィーナス- OH/71/4 1109229102
朝日新聞社／編
美術出版社 １９６４．１０
(９７ｐ（図版共） ３６ｃｍ) ◆OH

OH/71/10 1109279941 私の演劇白書
福田恒存／著
新潮社 １９５８．１２

◆OH (２６２ｐ ２２ｃｍ)
落語鑑賞 演劇－評論
安藤鶴夫／著 OH/77/7 1109237725
新装版
創元社 １９６０．３
(３６５ｐ １９ｃｍ) ◆OH
落語 私の演劇教室

OH/79/1 1109237972 福田恒存／箸
新潮社 １９６１．１０
(２９９ｐ　図版 ２０ｃｍ)

◆OH 演劇－論説
利休とその道統 OH/77/2 1109237428
千宗守／編
創元社 １９７４．１１
(２０１，１１ｐ　図８枚 ２２ｃｍ) ◆OH
付録：近世茶道史基準年譜並びに図解 Ａｉｋｉｄｏ -ｔｈｅ　ａｒｔｓ　ｏｆ　ｓｅｌｆ-ｄｅｆｅ
茶道－歴史 ｎｓｅ-

OH/79/9 1109238061 ｂｙ　Ｋｏｉｃｈｉ　Ｔｏｈｅｉ ｅｄｉｔｅｄ　ｂｙ　Ｍｏ
ｒｉｈｅｉ　Ｕｙｅｓｈｉｂａ
Ｒｅｖ．ｅｄ．

◆OH Ｒｉｋｕｇｅｉ　Ｐｕｂｌｉｓｈｉｎｇ　Ｈｏｕｓｅ ｃ１９
李朝絵画 １巻 ６１
知識産業社 １９７１．１２ (１７４ｐ ２７ｃｍ)
(はり込原色図版３０枚 ５４ｃｍ) OH/78/17 1109251742

OH/72/124 1109309292

◆OH
◆OH Ａｍｅｒｉｃａｎ　ｐａｉｎｔｉｎｇ　ｉｎ　ｔｈｅ　ｎａｔ

李朝絵画 ２巻 ｉｏｎａｌ　ｇａｌｌｅｒｙ　ｏｆ　ａｒｔ
知識産業社 １９７３．５ ｂｙ　Ｍａｒｇａｒｅｔ　Ｂｏｕｔｏｎ
(はり込み原色図版３５枚 ５４ｃｍ) Ｎａｔｉｏｎａｌ　Ｇａｌｌｅｒｙ　ｏｆ　Ａｒｔ ｃ１９５

OH/72/125 1109309300 ９
(４３ｐ １９ｃｍ)
Ｔｅｎ　ｓｃｈｏｏｌｓ　ｏｆ　ｐａｉｎｔｉｎｇ

◆OH OH/72/59-1 1109232239
李朝絵画 ３巻
知識産業社 １９７３．１２
(はり込み原色図版３５枚 ５４ｃｍ) ◆OH

OH/72/126 1109309318 Ｔｈｅ　Ａｒｔ　ｏｆ　Ｇｕｓｔａｖ Ｖｉｇｅｌａｎｄ　ｉ
ｎ　４８　ｐｉｃｔｕｒｅｓ
Ｊｏｈａｎ　Ｇｒｕｎｄｔ　Ｔａｎｕｍ １９５７

◆OH (１ｖ． ２６ｃｍ)
歴代畫論 唐宋元篇 Ｔｈｅ　Ｖｉｇｅｌａｎｄ　Ｍｕｓｅｕｍ　Ｓｅｒｉｅｓ
青木正児・奥村伊九良／譯註 OH/71/2 1109229086
弘文堂書房 １９４２．９
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◆OH ◆OH
Ａｒｔ　ｏｎ　ｔｈｅ　ｓｏｉｌ　ｏｆ　Ｙｕｇｏｓｌａｖｉ Ｅａｒｌｙ　Ｉｔａｌｉａｎ　ｐａｉｎｔｉｎｇ　ｉｎ　ｔｈ
ａ　ｆｒｏｍ　ｐｒｅｈｉｓｔｏｒｉｃ　ｔｉｍｅｓ　ｔｏ　 ｅ　ｎａｔｉｏｎａｌ　ｇａｌｌｅｒｙ　ｏｆ　ａｒｔ
ｔｈｅ　ｐｒｅｓｅｎｔ ｂｙ　Ｆｅｒｎ　Ｒｕｓｋ　Ｓｈａｐｌｅｙ
［ｓ．ｎ．］ １９７１ Ｎａｔｉｏｎａｌ　Ｇａｌｌｅｒｙ　ｏｆ　Ａｒｔ ｃ１９５
(１ｖ． ２８×２４ｃｍ) ９

OH/70/53 1109228930 (４３ｐ １９ｃｍ)
Ｔｅｎ　ｓｃｈｏｏｌｓ　ｏｆ　ｐａｉｎｔｉｎｇ

OH/72/59-3 1109232254
◆OH

Ａｓｉａｎ　ａｒｔ -ｓｅｌｅｃｔｉｏｎｓ　ｆｒｏｍ　ｔｈ
ｅ　Ｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎ　ｏｆ　Ｍｒ．　ａｎｄ　Ｍｒｓ． ◆OH
Ｊｏｈｎ　Ｄ．Ｒｏｃｋｅｆｅｌｌｅｒ　３ｒｄ- Ｅｄｄｙ　Ｄｕｃｈｉｎ’ｓ　ｐｉａｎｏ　ｓｔｙｌｅｓ ｖ
Ａｓｉａ　Ｓｏｃｉｅｔｙ １９７０ ｏ．１
(９４ｐ，：ｐｌａｔｅｓ　（ｐａｒｔ　ｃｏｌ．） ２８ｃｍ Ｒｅｍｉｃｋ　Ｍｕｓｉｃ ［１９５－］
) (４０ｐ ３０ｃｍ)

OH/70/75 1109340545 OH/76/114 1109311033

◆OH ◆OH
Ａｓｉａｎ　ａｒｔ -ｓｅｌｅｃｔｉｏｎｓ　ｆｒｏｍ　ｔｈ Ｅｔüｄｅｎ
ｅ　Ｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎ　ｏｆ　Ｍｒ．　ａｎｄ　Ｍｒｓ． ｖｏｎ　ＦＲ．Ｃｈｏｐｉｎ
Ｊｏｈｎ　Ｄ．Ｒｏｃｋｅｆｅｌｌｅｒ　３ｒｄ- Ｐａｒｔ２ Ｃ．Ｆ．Ｐｅｔｅｒｓ ［１９－－］
ｂｙ　Ｓｈｅｒｍａｎ　Ｅ．　Ｌｅｅ ｐｈｏｔｏｇｒａｐｈ (１２３ｐ．ｏｆ　ｍｕｓｉｃ ３１ｃｍ)
ｓ　ｂｙ　Ｏｔｔｏ　Ｅ．　Ｎｅｌｓｏｎ　 OH/76/98 1109231975
Ａｓｉａ　Ｓｏｃｉｅｔｙ １９７５
(１０３ｐ，：ｐｌａｔｅｓ　（ｐａｒｔ　ｃｏｌ．） ２８ｃ
ｍ) ◆OH

OH/70/75-2 1109340560 Ｆｌｅｍｉｓｈ　ｐａｉｎｔｉｎｇ　ｉｎ　ｔｈｅ　Ｎａｔｉ
ｏｎａｌ　Ｇａｌｌｅｒｙ　ｏｆ　Ａｒｔ
ｂｙ　Ｈｕｇｈ　Ｔ．Ｂｒｏａｄｌｅｙ

◆OH Ｎａｔｉｏｎａｌ　Ｇａｌｌｅｒｙ　ｏｆ　Ａｒｔ ｃ１９６
Ｂｒｉｔｉｓｈ　ｐａｉｎｔｉｎｇ　ｉｎ　ｔｈｅ　Ｎａｔｉ ０
ｏｎａｌ　Ｇａｌｌｅｒｙ　ｏｆ　Ａｒｔ (４３ｐ １９ｃｍ)
ｂｙ　Ｈｅｒｅｗａｒｄ　Ｌｅｓｔｅｒ　Ｃｏｏｋｅ Ｔｅｎ　ｓｃｈｏｏｌｓ　ｏｆ　ｐａｉｎｔｉｎｇ
Ｎａｔｉｏｎａｌ　Ｇａｌｌｅｒｙ　ｏｆ　Ａｒｔ ｃ１９６ OH/72/59-5 1109232270
０
(４３ｐ １９ｃｍ)
Ｔｅｎ　ｓｃｈｏｏｌｓ　ｏｆ　ｐａｉｎｔｉｎｇ ◆OH

OH/72/59-8 1109309334 Ｆｒｅｅｒ　Ｇａｌｌｅｒｙ　ｏｆ　Ａｒｔ １
Ｓｍｉｔｈｓｏｎｉａｎ　Ｉｎｓｔｉｔｕｔｉｏｎ １９７３
．５

◆OH (３１９ｐ ３１ｃｍ)
Ｃｏｍｅ　ｒｕｎ　ｗｉｔｈ　ｍｅ OH/72/138 1109339489
ｂｙ　Ｓｔｒｕｄｗｉｃｋ　Ｐｅｔｅｒ　ｗｉｔｈ　Ｊａｍｅ
ｓ　Ｒｕｔｚ　
Ｅｘｐｏｓｉｔｉｏｎ　Ｐｒｅｓｓ １９７９ ◆OH
(ｘｉ，１４６ｐ ２１ｃｍ) Ｆｒｅｎｃｈ　ｐａｉｎｔｉｎｇ　ｏｆ　ｔｈｅ　１６ｔｈ－
Ａｎ　ｅｘｐｏｓｉｔｉｏｎ－ｂａｎｎｅｒ　ｂｏｏｋ １８ｔｈ　ｃｅｎｔｕｒｉｅｓ　ｉｎ　ｔｈｅ　Ｎａｔｉｏｎ
0-682-49423-2 ａｌ　Ｇａｌｌｅｒｙ　ｏｆ　Ａｒｔ

OH/78/38 1109340552 ｂｙ　Ｃｏｏｋｅ　Ｈｅｒｅｗａｒｄ　Ｌｅｓｔｅｒ
Ｎａｔｉｏｎａｌ　Ｇａｌｌｅｒｙ　ｏｆ　Ａｒｔ ｃ１９５
９

◆OH (４３ｐ １９ｃｍ)
Ｄａｎｉｓｈ　ｍａｒｉｎｅ　ｐａｉｎｔｅｒｓ Ｔｅｎ　ｓｃｈｏｏｌｓ　ｏｆ　ｐａｉｎｔｉｎｇ
ｂｙ　Ｈｅｎｒｉｋ　Ｂｒａｍｓｅｎ OH/72/59-4 1109232262
Ｂｕｒｍｅｉｓｔｅｒ　＆　Ｗａｉｎｓ １９６２
(１１５ｐ．，［４８］ｐ．ｏｆ　ｐｌａｔｅｓ ２９×２６ｃ
ｍ) ◆OH

OH/72/35 1109231173 Ｆｒｅｎｃｈ　ｐａｉｎｔｉｎｇ　ｏｆ　ｔｈｅ　１９ｔｈ　
ｃｅｎｔｕｒｙ　ｉｎ　ｔｈｅ　ｎａｔｉｏｎａｌ　ｇａｌｌ
ｅｒｙ　ｏｆ　ａｒｔ

◆OH ｂｙ　Ｇｒｏｓｅ　Ｅｖａｎｓ
Ｄｕｔｃｈ　ｐａｉｎｔｉｎｇ　ｉｎ　ｔｈｅ　Ｎａｔｉｏｎ Ｎａｔｉｏｎａｌ　Ｇａｌｌｅｒｙ　ｏｆ　Ａｒｔ ｃ１９５
ａｌ　Ｇａｌｌｅｒｙ　ｏｆ　Ａｒｔ ９
ｂｙ　Ｔｈｏｍａｓ　ｐ．　Ｂａｉｒｄ (４３ｐ １９ｃｍ)
Ｎａｔｉｏｎａｌ　Ｇａｌｌｅｒｙ　ｏｆ　Ａｒｔ ｃ１９６ Ｔｅｎ　ｓｃｈｏｏｌｓ　ｏｆ　ｐａｉｎｔｉｎｇ
０ OH/72/59-2 1109232247
(４３ｐ １９ｃｍ)
Ｔｅｎ　ｓｃｈｏｏｌｓ　ｏｆ　ｐａｉｎｔｉｎｇ

OH/72/59-7 1109309326 ◆OH
Ｇｅｒｍａｎ　ｐａｉｎｔｉｎｇ　ｉｎ　ｔｈｅ　Ｎａｔｉｏ
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ｎａｌ　Ｇａｌｌｅｒｙ　ｏｆ　Ａｒｔ ｂｙ　Ｓｏｆｕ　Ｔｅｓｈｉｇａｈａｒａ
ｂｙ　Ｈｕｇｈ　Ｔ．　Ｂｒｏａｄｌｅｙ Ｓｏｇｅｔｓｕｋａｉ １９６２
Ｎａｔｉｏｎａｌ　Ｇａｌｌｅｒｙ　ｏｆ　Ａｒｔ ｃ１９６ (６４ｐ ３５ｃｍ)
０ OH/79/10 1109238079
(４３ｐ １９ｃｍ)
Ｔｅｎ　ｓｃｈｏｏｌｓ　ｏｆ　ｐａｉｎｔｉｎｇ

OH/72/59-9 1109309342 ◆OH
Ｉｎｖｅｎｔｉｏｎｅｎ
Ｂａｃｈ．

◆OH Ｅｄｉｔｉｏｎ　Ｐｅｔｅｒｓ
Ｇｌａｓｓ　５００　Ｂ．Ｃ．　ｔｏ　Ａ．Ｄ．１９００ -ｔ Ｃ．Ｆ．Ｐｅｔｅｒｓ ［１９－－］
ｈｅ　Ｈａｎｓ　Ｃｏｈｎ　Ｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎ，　Ｌｏｓ (６３ｐ ３１ｃｍ)
　Ａｎｇｅｌｅｓ／Ｃａｌ．- OH/76/100 1109231991
Ａｘｅｌ　ｖｏｎ　Ｓａｌｄｅｒｎ　
Ｐ．ｖｏｎ　Ｚａｂｅｒｎ ｃ１９８０
(２８８ｐ ２４×２２ｃｍ) ◆OH

OH/75/12 1109231686 Ｋｏｒｕｓｍｕｖｅｉ
Ｂａｒｔｏ´ｋ　Ｂｅ´ｌａ．
ｚｅｎｅｍｕｋｉａｄｏ １９６９

◆OH (８２ｐ ２５ｃｍ)
Ｇｕｉｄｅ　Ｃｈｏｐｉｎ　ｉｌｌｕｓｔｒé OH/76/103 1109232023
Ｋａｚｉｍｉｅｒｚ　Ｃｚｅｋａｊ
［Ｓｏｃｉéｔé　Ｆｒéｄéｒｉｃ　Ｃｈｏｐｉｎ］ １９６０
(２２２ｐ ２２×２１ｃｍ) ◆OH

OH/76/94 1109231934 Ｌａｔｅｒ　Ｉｔａｌｉａｎ　ｐａｉｎｔｉｎｇ　ｉｎ　ｔｈ
ｅ　Ｎａｔｉｏｎａｌ　Ｇａｌｌｅｒｙ　ｏｆ　Ａｒｔ
ｂｙ　Ｆｅｒｎ　Ｒｕｓｋ　Ｓｈａｐｌｅｙ

◆OH Ｎａｔｉｏｎａｌ　Ｇａｌｌｅｒｙ　ｏｆ　Ａｒｔ ｃ１９６
Ｇｕｉｄｅ　ｔｏ　Ｇｕｓｔａｖ　Ｖｉｇｅｌａｎｄ’ｓ　ｓ ０
ｃｕｌｐｔｕｒｅ　ｐａｒｋ　ｉｎ　Ｏｓｌｏ (４３ｐ １９ｃｍ)
ｂｙ　Ａｒｎｅ　Ｂｒｅｎｎａ Ｔｅｎ　ｓｃｈｏｏｌｓ　ｏｆ　ｐａｉｎｔｉｎｇ
［ｓ．ｎ．］ １９６２ OH/72/59-6 1109232288
(６３ｐ ２１ｃｍ)

OH/71/1 1109229078
◆OH

Ｌｉｅｄｅｒ　ｏｈｎｅ　Ｗｏｒｔｅ
◆OH Ｍｅｎｄｅｌｓｓｏｈｎ．

Ｇｙｅｒｍｅｋ－éｓ　ｎőｉｋａｒｏｋ ｅｄｉｔｉｏｎ　Ｐｅｔｅｒｓ
［ｂｙ］　Ｋｏｄáｌｙ　Ｚｏｌｔáｎ ［ｂｙ］　Ｋóｒｕｓｏ ［ｓ．ｎ．］ ［１９－－］
ｋ　Ｉ．　Ｋöｔｅｔ (１４５ｐ ３１ｃｍ)
Ｚｅｎｅｍűｋｉａｄó １９６９ OH/76/101 1109232007
(１９８ｐ ２５ｃｍ)

OH/76/117 1109311074
◆OH

Ｌｉｒｉｃａ　Ｉｔａｌｉａｎａ -Ｔｅｒｚａ　Ｉｔａｌｉａ
◆OH ｎａ- １９６１

［Ｈｅｒｍｉｔａｇｅ］ １９６１
１９６３．９ (１冊 ３１ｃｍ)
(［１２］ｐ，５０ｐ．ｏｆ　ｐｌａｔｅｓ　 ３０ｃｍ) OH/76/113 1109311082

OH/72/136 1109311157

◆OH
◆OH Ｌｉｖｉｎｇ　ｗｉｔｈ　ｆｌｏｗｅｒｓ -Ｔａｂｌｅ　ｄｅ

Ｈｉｓｔｏｒｙ　ｏｆ　ｔｈｅ　Ｌｏｓ　Ａｎｇｅｌｅｓ　ｃ ｃｏｒａｔｉｏｎｓ-
ｏｕｎｔｒｙ　ｃｌｕｂ １８９８－１８７３ ｂｙ　Ｈｏｅｉ　Ｈｉｒａｇａ
ｔｈｅ　Ｌｏｓ　Ａｎｇｅｌｅｓ　ｃｏｕｎｔｒｙ　ｃｌｕｂ Ｔｏｋｙｏ　Ｎｅｗｓ　Ｓｅｒｖｉｃｅ ｃ１９６３
 ［１９７３？］ (９９ｐ　ｉｌｌｕｓ（ｐａｒｔ　ｃｏｌ．） ２７ｃｍ)
(１２５ｐ ２６ｃｍ) OH/79/13 1109238103

OH/78/29 1109237899

◆OH
◆OH Ｎｉｘｏｎ　ｒａｔｅｄ　ｃａｒｔｏｏｎｓ

Ｈｕｎｇａｒｉａｎ　ｐａｉｎｔｉｎｇ　ｉｎ　ｔｈｅ　ｔｗ ｂｙ　Ｒａｎａｎ　Ｒ．Ｌｕｒｉｅ　
ｅｎｔｉｅｔｈ　ｃｅｎｔｕｒｙ Ｎｅｗ　Ｙｏｒｋ　Ｔｉｍｅｓ　Ｂｏｏｋ １９７３
ｂｙ　Ｏｄｏｎ　Ｇａｂｏｒ　Ｐｏｇａｎｙ ｔｒ．ｂｙ．Ａ (３２０ｐ ２９ｃｍ)
ｎｎｉｅ　Ｂａｒａｔ 0-8129-0404-4
Ｃｏｒｖｉｎａ １９６０ OH/72/139 1109340628
(４１，vii　ｐ．，４８ｐｌａｔｅｓ ４０ｃｍ)

OH/72/134 1109311173
◆OH

Ｏｎ　ａｎｄ　ｏｆｆ　ｔｈｅ　ｆａｉｒｗａｙ -Ａ　ｐｉｃ
◆OH ｔｏｒｉａｌ　ａｕｔｏｂｉｏｇｒａｐｈｙ-

Ｉｋｅｂａｎａ ｂｙ　Ｊａｃｋ　Ｎｉｃｋｌａｕｓ　ｗｉｔｈ　Ｋｅｎ　Ｂｏ
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ｗｄｅｎ ◆OH
Ｓｉｍｏｎ　＆　Ｓｃｈｕｓｔｅｒ ｃ１９７８ Ｙｕｇｏｓｌａｖｉａ -ｆｏｕｒ　ｐｅｒｉｏｄｓ，ｆｏｕｒ
(２５５ｐ ２９ｃｍ) 　ａｒｔｓ　-

OH/78/14 1109251312 ｅｄｉｔｏｒ　ｉｎ　ｃｈｉｅｆ　Ｏｔｏ　Ｂｉｈａｌｊｉ‐
Ｍｅｒｉｎ．
Ｐｕｂｌｉｃｓｔｉｃｋｏ‐Ｉｚｄａｖ　Ａｃｋｉ　Ｚａｖｏ

◆OH ｄ　‟Ｊｕｇｏｓｌａｖｉｊａ” １９５９
Ｏ̈ｓｔａｓｉａｔｉｓｋａ　Ｍｕｓｅｅｔ・Ｂｉｌｄｋａｔ (１１２ｐ ３３ｃｍ)
ａｌｏｇ Ｊｕｇｏｓｌａｖｉｊａ
Ｏ̈ｓｔａｓｉａｔｉｓｋａ　Ｍｕｓｅｅｔ ［１９６３］ OH/70/73 1109311140
(１０２ｐ ２２ｃｍ)

OH/70/5 1109228609

◆OH
Ｓａｍ　Ｓｚｅｍｂｅｋ　 -ｋｕｎｓｔｈａｌｌｅ　Ｎüｒｎ
ｂｅｒｇ-
ｋｕｎｓｔｈａｌｌｅ　Ｎüｒｎｂｅｒｇ １９８７
(２９ｐ ２８ｃｍ)
Ｃａｔａｌｏｇｕｅ　Ｎｏ．７２／１９８７

OH/72/137 1109317444

◆OH
Ｓｏｎａｔｅｎ
Ｗ．Ａ．Ｍｏｚａｒｔ．
Ｅｄｉｔｉｏｎ　Ｐｅｔｅｒｓ
Ｃ．Ｆ．Ｐｅｔｅｒｓ ［１９－－］
(１６５ｐ ３１ｃｍ)

OH/76/99 1109231983

◆OH
Ｓｐａｎｉｓｈ　ｐａｉｎｔｉｎｇ　ｉｎ　ｔｈｅ　Ｎａｔｉ
ｏｎａｌ　Ｇａｌｌｅｒｙ　ｏｆ　Ａｒｔ
ｂｙ　Ｇｒｏｓｅ　Ｅｖａｎｓ
Ｎａｔｉｏｎａｌ　Ｇａｌｌｅｒｙ　ｏｆ　Ａｒｔ ｃ１９６
０
(４３ｐ １９ｃｍ)
Ｔｅｎ　ｓｃｈｏｏｌｓ　ｏｆ　ｐａｉｎｔｉｎｇ

OH/72/59-10 1109232296

◆OH
Ｔｏｋｙｏ　Ｏｌｙｍｐｉａｄ １９６４
共同通信社 ［１９６－］
(３５１ｐ（(おもに図版） ３５ｃｍ)

OH/78/19 1109237709

◆OH
Ｗａｌｚｅｒ　
von　Fr．Chopin．
Ｃ．Ｆ．Ｐｅｔｅｒｓ １９２４
(７９ｐ ３１ｃｍ)
Ｅｄｉｔｉｏｎ　Ｐｅｔｅｒｓ

OH/76/115 1109311058

◆OH
Ｗｉｔ　Ｓｔｗｏｓｚ -ｔｈｅ　ｃｒａｃｏｗ　ａｌｔａｒ-
ｔｅｘｔ　Ｔａｄｅｕｓｚ　Ｄｏｂｒｏｗｏｌｓｋｉ　ａｎｄ
　Ｊóｚｅｆ　Ｅｄｗａｒｄ　Ｄｕｔｋｉｅｗｉｃｚ　；　ｐ
ｈｏｔｏｇｒａｐｈｓ　ｂｙ　Ｓｔａｎｉｓłａｗ　Ｋｏｌｏ
ｗｃａ　；　ｔｒａｎｓｌａｔｅｄ　ｆｒｏｍ　ｔｈｅ　Ｐｏ
ｌｉｓｈ　ｂｙ　Ｈｉｌｄａ　Ａｎｄｒｅｗｓ‐Ｒｕｓｉｅｃ
ｋａ．　
Ｏｆｉｃｙｎａ　Ｗｙｄａｗｎｉｃｚａ　Ａｕｒｉｇａ １９
６６
(２１，１４１，ⅩⅩⅡｐ ３６ｃｍ)

OH/71/16 1109311165
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８ 言語 

 





◆OH (６０５ｐ １９ｃｍ)
岩波英和辞典 英語－文法
島村盛助，土居光知，田中菊雄／著 OH/83/3 1109238871
新版
岩波書店 １９５８．３
(１１４０ｐ １７ｃｍ) ◆OH

OH/83/35 1109240489 旺文社古語辞典
旺文社／編
旺文社 １９６０．４

◆OH (１３１２ｐ ２７ｃｍ)
英会話コーナー OH/81/29 1109238616
広永周三郎／著
毎日新聞社 １９６４．１
(２４３ｐ １８ｃｍ) ◆OH

OH/83/33 1109240463 奧の細道・俳文・俳論｛芭蕉・一茶・也有｝の講義
金子武雄／著
大修館書店 １９５５．１２

◆OH (３１１ｐ １９ｃｍ)
英語が一週間で喋れる本 -カタカナ英語海を渡る- OH/81/28 1109238608
小林克己／著
ビジネス社 １９７５．１１
(２０５ｐ １９ｃｍ) ◆OH

OH/83/45 1109240588 同じ漢字でも -これだけ違う日本語と中国語-
金若静／著
学生社 １９８７．２

◆OH (３０６ｐ １９ｃｍ)
英語会話イディオム集 漢字 中国語 日本語
松本亨／著 OH/82/5 1109238848
日本放送出版協会 １９６６．７
(３０２ｐ １９ｃｍ)

OH/83/38 1109240513 ◆OH
改新独逸文法辞典
片山正雄／著

◆OH １４版
英語語法大事典 有朋堂 １９３７．５
石橋幸太郎／［等］編 (５，６１３，３９８，２６，１５ｐ ２０ｃｍ)
１２版 ドイツ語－文法－辞典
大修館書店 １９７６．８ OH/84/2 1109240653
(１７５４ｐ ２２ｃｍ)

OH/83/48 1109240612
◆OH

漢詩と人間学 -昭心詩話-
◆OH 安岡正篤／著

英語に強くなる本 -教室では学べない秘法の公開- 福村書店 １９４８．３
岩田一男／著 (２０２ｐ ２２ｃｍ)
光文社 １９６１．８ OH/81/6 1109238434
(２７０ｐ １８ｃｍ)

OH/83/18 1109240323
◆OH

完成漢和大字典
◆OH 新井無二郎／編

英語のなかの歴史 湯川弘文社 １９３１
オウエン・バーフィールド／著 渡部昇一／訳 土家典生／訳 (３，４，１７，２１３１ｐ ２０ｃｍ)
中央公論社 １９７８．４ OH/81/17 1109238533
(３１６ｐ ２０ｃｍ)
英語－語源 イギリス人

OH/83/46 1109240596 ◆OH
基礎スペイン語文法
宮城昇／著

◆OH 白水社 １９５７
英文学夜ばなし (２７３ｐ １９ｃｍ)
中野好夫／著 スペイン語－文法
新潮社 １９７１．１２ OH/86/1 1109240786
(２５３ｐ ２０ｃｍ)
新潮選書
イギリス文学 ◆OH

OH/83/41 1109240547 Ｋｅｎｋｙｕｓｈａ’ｓ　ｎｅｗ　Ｅｎｇｌｉｓｈ－Ｊａｐａ
ｎｅｓｅ　ｄｉｃｔｉｏｎａｒｙ
研究社英和大辞典編集部／［編］

◆OH 研究社辞書部 １９５３．３
英文法通論 (ｘｘｘｉｉ，２１２３ｐ ２４ｃｍ)
オレステ・ヴァカーリ／著 OH/83/34 1109240471
丸善 １９６３．２
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OH/81/4 1109238418
◆OH

言語 -現代における綜合的考察-
ホワットモー-／著 蛭沼寿雄・久野暲／訳 ◆OH
岩波書店 １９６０．５ 広辞苑
(４２９ｐ １９ｃｍ) 新村出／編
言語学 岩波書店 １９５６．４

OH/81/9 1109238467 (７，２３５９ｐ ２２ｃｍ)
日本語－辞典

OH/81/34 1109238665
◆OH

言語と思考
Ｊ．Ｂ．キャロル／著 詫摩武俊／訳 ◆OH
岩波書店 １９７２．１ 広辞林
(１９９ｐ １９ｃｍ) 金沢庄三郎／編
言語心理学 新訂版

OH/80/4 1109238376 三省堂 １９５２．９
(１９３６，２７，２２ｐ １９ｃｍ)
日本語－辞典

◆OH OH/81/33 1109238657
言志四録
光学館編集部／編
光学館 １９３７．７ ◆OH
(１３２，６ｐ １９ｃｍ) 国学の本義
精解国語漢文叢書 山田孝雄／著

OH/82/3 1109238822 畝傍書房 １９４２．１１
(２２５ｐ ２２ｃｍ)

OH/81/7 1109238442
◆OH

現代英語学辞典
石橋幸太郎／［等］編集 ◆OH
成美堂 １９７３ 国語書取・読み方必携 -学習・受験・就職用-
(８，１３０３ｐ ２７ｃｍ) 旺文社／編

OH/83/44 1109240570 重版
旺文社 １９５９．７
(１９８ｐ １９ｃｍ)

◆OH OH/81/13 1109238491
高校国漢基礎講座 第４巻
宮崎健三／等編
河出書房 １９５５．１１ ◆OH
(２５３ｐ ２１ｃｍ) 国語学原論 -言語過程説の成立とその展開-
俳句(麻生磯次,宮崎健三) 物語 第1(宮崎健三) 日記文学(玉井 時枝誠記／著
幸助,橘誠) 現代詩 第2(関良一) 随筆・評論 第3(関良一) 文 岩波書店 １９４１
学史 第4(宮崎健三) 文法要説 第2(京極興一) 漢詩 第3(尾関 (５５０，４，８ｐ ２２ｃｍ)
富太郎) 文章 第2(吉田元定) 基礎学習 第3(渡辺茂) 基本単語 OH/81/1 1109238384
 第4(江波煕) 

OH/81/2 1109238392
◆OH

国語学史要
◆OH 山田孝雄／著

高校国漢基礎講座 第５巻 岩波書店 １９３５．５
宮崎健三／等編 (３００ｐ １８ｃｍ)
河出書房 １９５５．１２ 岩波全書
(２７２ｐ ２１ｃｍ) OH/81/15 1109238517
俳文 第1(宮崎健三) 物語 第2(池田亀鑑,橘誠) 近世小説(中馬
静男) 謡曲・狂言(田中允,中馬静男) 現代短歌(木俣修,中馬静
男) 現代小説 第2(関良一) 随筆・評論 第4(関良一) 文法要説 ◆OH
 第3(京極興一) 史伝 第2(尾関富太郎) 文章 第3(吉田元定) 国語の起源 助動詞編
経子 第1(尾関富太郎) 基礎学習 第4(渡辺茂) 基礎単語 第5( 田井信之／著
江波煕) 桜書院 １９７０．６

OH/81/3 1109238400 (２４２ｐ １８ｃｍ)
語源新書
日本語－歴史 日本語－助動詞

◆OH OH/81/20 1109238558
高校国漢基礎講座 第６巻
宮崎健三／等編
河出書房 １９５６．２ ◆OH
(２９４ｐ ２１ｃｍ) 国語問題論争史
歌謡(小西甚一) 俳文 第2(宮崎健三) 評論(久松潜一,峰村文人 福田恒存／著
,橘誠) 浄瑠璃(中馬静男) 現代俳句(加藤楸邨,宮崎健三) 戯曲 新潮社 １９６２．１２
(山田肇,関良一) 随筆・評論 第5(関良一) 文学史 第5(中馬静 (３８１ｐ ２０ｃｍ)
男) 文法要説 第4(京極興一) 経子 第2(尾関富太郎) 漢文学史 国語国字問題
(尾関富太郎) 基礎学習 第5(渡辺茂) 基本単語 第6(江波煕) OH/81/11 1109238483
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旺文社 １９４２．９
(２，７，３７５ｐ １９ｃｍ)

◆OH OH/81/16 1109238525
語源を探る -国語音韻論の構成-
田井信之／著
桜書院 １９６８．２ ◆OH
(４３２，２１ｐ １９ｃｍ) ３分間テーブルスピーチ -あらゆる会合にすぐ応用できる : 

OH/81/26 1109238582 上品に、ユーモアーに話すコツ-
君島礼象／著
永岡書店 １９６７．４

◆OH (２２２ｐ １８ｃｍ)
言葉に関する問答集 １５ OH/80/5 1109317162
文化庁／編集
大蔵省印刷局 １９８９．３
(９４ｐ ２１ｃｍ) ◆OH
「ことば」シリーズ 思考と行動における言語
国語国字問題 Ｓ．Ｉ．ハヤカワ／著 大久保忠利／訳

OH/81/54 1109306041 第２版
岩波書店 １９６５．１０
(３２，３２６，１０ｐ １９ｃｍ)

◆OH 岩波現代叢書
言葉の伝達 -コミュニケーション- OH/81/10 1109238475
文化庁／編
文化庁 １９８９．３
(９４ｐ ２１ｃｍ) ◆OH
「ことば」シリーズ 時事英語辞典
コミュニケーション 研究社辞書部／編

OH/81 /55 1109306033 研究社辞書部 １９６０．１０
(９，７９０ｐ １７ｃｍ)

OH/83/23 1109240372
◆OH

コンサイス仏和辞典
丸山順太郎／編 ◆OH
新版 実用フランス語会話
三省堂 １９５８．６ 秋田玄務／著
(１１６８，４０ｐ １６ｃｍ) 再増補版

OH/85/4 1109240760 大学書林 １９６２．１０
(２０９ｐ １８ｃｍ)

OH/85/3 1109240752
◆OH

最新コンサイス英和辞典
三省堂編集所／編 ◆OH
改訂２版 支那語教育の理論と実際
三省堂 １９５９．１ 倉石武四郎／著
(７，４，１２９６ｐ １６×９ｃｍ) 岩波書店 １９４１．３
英語－辞典 (２６０ｐ １９ｃｍ)

OH/83/24 1109240380 中国語
OH/82/1 1109238806

◆OH
最新コンサイス英和辞典 ◆OH
三省堂編集所／編 社会人の英語
改訂１６版 毎日新聞社／編
三省堂 １９６０．４ 毎日新聞社 １９６１．１
(１２９６ｐ １６×９ｃｍ) (２２１ｐ １９ｃｍ)
英語－辞典 文学編(杉木喬) 論文編(野々村一雄) 新聞編(高田市太郎) 

OH/83/24-2 1109240638 OH/83/16 1109240307

◆OH ◆OH
最新手紙百科 資料国文学史
東堀一陽／著 斎藤渓石／書 松尾聡／編
金園社 １９５６．１２ 清水書院 １９５３．１１
(５９４ｐ １９ｃｍ) (３３８，７４，１２ｐ ２２ｃｍ)
実用百科選書 OH/81/8 1109238459
書簡文

OH/81/24 1109238574
◆OH

新簡易英英辞典
◆OH 研究社辞書部／編

作文の総合的研究 研究社 １９５７．５
保坂弘司／著 (１２８８ｐ １７ｃｍ)
改訂版 OH/83/21 1109240356
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アーヴィング／著 藤島秀麿／訳註
泰文堂 １９５６．１１

◆OH (２４８ｐ １８ｃｍ)
新簡約英和辞典 英文解釈研究シリーズ
岩崎民平／主幹 OH/83/8 1109240224
１２版
研究社辞書部 １９５６．５
(３２，２１４３ｐ ２０ｃｍ) ◆OH

OH/83/17 1109240315 スタンダード和英大辞典
竹原常太／著
竹原常太 １９２４

◆OH (１６７７ｐ ２３ｃｍ)
新々英文解釈研究 OH/83/40 1109240539
山崎貞／著
新訂新版
研究社出版 １９６５．１２ ◆OH
(１６，４６９ｐ １９ｃｍ) すてんどぐらす -生活の中の英語- １

OH/83/39 1109240521 朝日新聞社 １９６３．１１
(１３４ｐ １８ｃｍ)

OH/83/27 1109240406
◆OH

新々独和辞典
相良守峯／編 ◆OH
研究社 １９５１ すてんどぐらす -生活の中の英語- ２
(１０８８ｐ １６ｃｍ) 朝日新聞社 １９６４．３

OH/84/10 1109310878 (１３２ｐ １８ｃｍ)
OH/83/28 1109240414

◆OH
新編漢詩読本 -人生詩話- ◆OH
安岡正篤／著 世界の中の日本文字 -その優れたシステムとはたらき-
福村書店 １９６４．６ 橋本万太郎／編 岡田英弘／〔ほか〕共著
(２５７ｐ ２０ｃｍ) 弘文堂 １９８０．３
中国詩 (３１８，８ｐ ２０ｃｍ)

OH/81/27 1109238590 日本語 文字
OH/81/18 1109238541

◆OH
新ポケット英和辞典 ◆OH
岩崎民平／編 大学入試のための必修古語三二〇〇
改訂新版 三省堂編修所／編
研究社辞書部 １９６３ 三省堂 １９５６
(１５５５ｐ １６ｃｍ) (１９１ｐ １７ｃｍ)

OH/83/43 1109240562 OH/81/14 1109238509

◆OH ◆OH
新訳和英辞典 大百科事典 第４巻
三省堂編輯所／編 下中彌三郎／編
三省堂 １９２９．１０ 新輯版
(１５０２ｐ １９ｃｍ) 平凡社 １９４４．２

OH/83/25 1109240398 (６３４ｐ ２７ｃｍ)
OH/81/52 1109238681

◆OH
スクール英和新辞典 ◆OH
研究社辞書部／編 大百科事典 第６巻
研究社辞書部 １９５０ 下中彌三郎／編
(１３，１６３６ｐ ２０ｃｍ) 新輯版

OH/83/19 1109240331 平凡社 １９４４．１０
(６４４ｐ ２７ｃｍ)

OH/81/53 1109238699
◆OH

スケッチ・ブック -訳註・詳解- 上
アーヴィング／著 藤島秀麿／訳註 ◆OH
泰文堂 １９５４ 手紙辞典
(２３０，９ｐ １８ｃｍ) 志村文蔵／著
英文解釈研究シリーズ 改訂４版

OH/83/7 1109240216 野ばら社 １９５８
(４１４ｐ １６ｃｍ)
書簡文

◆OH OH/81/31 1109238632
スケッチ・ブック -訳註・詳解- 下
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◆OH
日本国語大辞典 第９巻

◆OH 日本大辞典刊行会／編集
ドイツ広文典 小学館 １９７４
佐藤通次／著 (６８６ｐ ３０ｃｍ)
白水社 １９５１．４ 日本語－辞書
(３９６ｐ １９ｃｍ) OH/81/40 1109237790

OH/84/3 1109240661

◆OH
◆OH 日本国語大辞典 第１０巻

ドイツ語日常会話 日本大辞典刊行会／編集
ヘルタ・ヤーン，星野慎一／共著 小学館 １９７４
７版 (７１１ｐ ３０ｃｍ)
第三書房 １９５９．３ 日本語－辞書
(２５７ｐ １９ｃｍ) OH/81/41 1109237808

OH/84/4 1109240679

◆OH
◆OH 日本国語大辞典 第１１巻

ドイツ重要単語４０００ -例文活用- 日本大辞典刊行会／編集
羽鳥重雄／共編 平塚久裕／共編 小学館 １９７４
白水社 １９６８．１ (７１６ｐ ３０ｃｍ)
(１９７ｐ １８ｃｍ) 日本語－辞書
ドイツ語－単語 OH/81/42 1109238707

OH/84/9 1109240729

◆OH
◆OH 日本国語大辞典 第１２巻

日漢辞典 日本大辞典刊行会／編集
陳濤／主編 小学館 １９７４
燎原書房 １９７２．５ (７１６ｐ ３０ｃｍ)
(２２１３ｐ １６ｃｍ) 日本語－辞書
中国語－辞典（日中） OH/81/43 1109238715

OH/82/4 1109238830

◆OH
◆OH 日本国語大辞典 第１３巻

日本国語大辞典 第４巻 日本大辞典刊行会／編集
日本大辞典刊行会／編集 小学館 １９７５
小学館 １９７３ (７１６ｐ ３０ｃｍ)
(７１６ｐ ３０ｃｍ) 日本語－辞書
日本語－辞書 OH/81/44 1109238723

OH/81/36 1109237758

◆OH
◆OH 日本国語大辞典 第１４巻

日本国語大辞典 第５巻 日本大辞典刊行会／編集
日本大辞典刊行会／編集 小学館 １９７５
小学館 １９７３ (７１８ｐ ３０ｃｍ)
(６５１ｐ ３０ｃｍ) 日本語－辞書
日本語－辞書 OH/81/45 1109238731

OH/81/37 1109237766

◆OH
◆OH 日本国語大辞典 第１５巻

日本国語大辞典 第６巻 日本大辞典刊行会／編集
日本大辞典刊行会／編集 小学館 １９７５
小学館 １９７３ (７１６ｐ ３０ｃｍ)
(６６７ｐ ３０ｃｍ) 日本語－辞書
日本語－辞書 OH/81/46 1109238749

OH/81/32 1109237774

◆OH
◆OH 日本国語大辞典 第１６巻

日本国語大辞典 第８巻 日本大辞典刊行会／編集
日本大辞典刊行会／編集 小学館 １９７５
小学館 １９７４ (７１６ｐ ３０ｃｍ)
(７０４ｐ ３０ｃｍ) 日本語－辞書
日本語－辞書 OH/81/47 1109238756

OH/81/39 1109237782

◆OH
日本国語大辞典 第１７巻
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日本大辞典刊行会／編集 (２８７ｐ １９ｃｍ)
小学館 １９７５ OH/85/1 1109240737
(７１６ｐ ３０ｃｍ)
日本語－辞書

OH/81/48 1109238764 ◆OH
ふらんす語カタコト教室
岩瀬孝／著

◆OH ９版
日本国語大辞典 第１８巻 白水社 １９６２．２
日本大辞典刊行会／編集 (２０４ｐ １８ｃｍ)
小学館 １９７５ OH/85/2 1109240745
(７０４ｐ ３０ｃｍ)
日本語－辞書

OH/81/49 1109238772 ◆OH
文章読本
谷崎潤一郎／著

◆OH 中央公論社 １９３４．１１
日本国語大辞典 第１９巻 (２９０ｐ ２２ｃｍ)
日本大辞典刊行会／編集 OH/81/5 1109238426
小学館 １９７６
(７０９ｐ ３０ｃｍ)
日本語－辞書 ◆OH

OH/81/50 1109238780 文章の書き方
人生手帖編集部／著
文理書院 １９６０．１０

◆OH (９３ｐ １９ｃｍ)
日本国語大辞典 第２０巻 OH/81/35 1109238673
日本大辞典刊行会／編集
小学館 １９７６．３
(７１１，１３ｐ ３０ｃｍ) ◆OH
日本語－辞典 ペアー仏英入り仏和・和仏辞典

OH/81/51 1109238798 木越豊彦 山根昇／共著
錬金社 １９５９．３
(１４１ｐ １５ｃｍ)

◆OH OH/85/5 1109240778
日本語と日本人 -司馬遼太郎対談集-
司馬遼太郎／著
読売新聞社 １９７８．１０ ◆OH
(２３６ｐ １９ｃｍ) 米英会話入門
日本語 Ｊ．Ａ．サージェント／著

OH/81/22 1109238566 旺文社 １９６１．８
(２５３ｐ １９ｃｍ)
英語－会話

◆OH OH/83/32 1109240455
日本語の歴史 １
平凡社 １９６３．１０
(４２３ｐ ２０ｃｍ) ◆OH
日本語－歴史 防衛時事英語辞典

OH/81/32 1109238640 西村大四郎／編
原書房 １９７１．４
(７９８ｐ １９ｃｍ)

◆OH OH/83/37 1109240505
日本人はこう話した -言論１００年-
芳賀綏／著
実業之日本社 １９７６．５ ◆OH
(２５８ｐ ２０ｃｍ) ラテン文法概要
有楽選書 呉茂一／著

OH/80/1 1109238368 鐵塔書院 １９３３．４
(２８７ｐ ２３ｃｍ)

OH/89/1 1109240794
◆OH

日本の言葉
山本健吉／著 ◆OH
河出書房新社 １９６２．４ 旅行者のためのドイツ語会話
(２３３ｐ １９ｃｍ) 赤阪力・布施俊夫／著
日本語 創元社 １９６８．１０

OH/81/30 1109238624 (２３７ｐ １８ｃｍ)
OH/84/8 1109240711

◆OH
フランス語への招待 -フランス語２０日間- ◆OH
大塚幸男／著 ローマ字中国語 初級
大学書林 １９６０．４ 倉石武四郎／著
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岩波書店 １９５８．４ (１６１ｐ １９ｃｍ)
(８５ｐ　 １９ｃｍ) Ｔｈｅ　Ｃａｍｂｒｉｄｇｅ　ｅｃｏｎｏｍｉｃ　ｈａｎｄｂ
中国語－研究・指導 ｏｏｋｓ

OH/82/2 1109238814 OH/83/14 1109240281

◆OH ◆OH
私の外国語 Ｄｅｕｔｓｃｈｅ　ｋｕｎｓｔ‐ｕｎｄ　ａｎｔｉｑｕｉｔａ
梅棹忠夫，永井道雄／編 ｔｅｎ‐ｍｕｓｓｅ　ｍｕｎｃｈｅｎ ７
中央公論社 １９７０ ［Ｗｅｌｔｋｕｎｓｔ］ １９６２
(２２８ｐ １８ｃｍ) (２４７ｐ ２１ｃｍ)
中公新書 OH/84/6 1109240695
外国語

OH/80/6 1109306108
◆OH

Ａｎ　Ｅｌｅｍｅｎｔａｒｙ　Ｌａｔｉｎ　ｄｉｃｔｉｏｎａ
◆OH ｒｙ

私も英語が話せなかった 続 ｂｙ　Ｃｈａｒｌｔｏｎ　Ｔ．Ｌｅｗｉｓ　
村松増美／著 Ｋｏｎｎｄｏ　Ｓｈｏｔｅｎ １９４３．６
サイマル出版会 １９７９ (９５２ｐ ２２ｃｍ)
(２５５ｐ １９ｃｍ) OH/83/4 1109238889
英語－研究・指導

OH/83/42 1109240554
◆OH

Ａｎ　Ｅｎｇｌｉｓｈ－ｒｅａｄｅｒ’ｓ　ｄｉｃｔｉｏｎａ
◆OH ｒｙ

和独 ｂｙ　Ａ．Ｓ．Ｈｏｒｎｂｙ　ａｎｄ　Ｅ．Ｃ．Ｐａｒｎｗｅ
相良守峯／編 ｌｌ
三修社 １９５７．３ Ｏｘｆｏｒｄ　Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ　Ｐｒｅｓｓ ［１９－
(６００ｐ １５ｃｍ) －］

OH/84/5 1109240687 (ｖｉｉｉ，５１１ｐ １７ｃｍ)
OH/83/22 1109240364

◆OH
和独 ◆OH
相良守峯／編 Ｈｏｗ　ｔｏ　ｓｔｏｐ　ｗｏｒｒｙｉｎｇ　ａｎｄ　ｓｔａ
三修社 １９５７．３ ｒｔ　ｌｉｖｉｎｇ
(６４５ｐ １６ｃｍ) ｂｙ　Ｄａｌｅ　Ｃａｒｎｅｇｉｅ

OH/84/7 1109240703 Ｃａｒｄｉｎａｌ　ｅｄ．
Ｐｏｃｋｅｔ　Ｂｏｏｋｓ １９５３
(１９，３４０ｐ １７ｃｍ)

◆OH OH/83/29 1109240422
Ａｍｅｒｉｃａｎ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　ｃｏｕｒｓｅ
Ｌｉｎｇｕａｐｈｏｎｅ　Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ ［１９－－］
(１９６ｐ ２１ｃｍ) ◆OH

OH/83/12 1109240265 Ｉｄｉｏｍ -Ｔｈｅ　ｗｏｒｄ　ｏｆ　ｔｈｅ　ｗｏｒｌｄ-
Ｂｙ　Ｖｉｒｇｉｎｉａ　Ｂ．　Ｈａｌｅｙ
Ｋｅｎｋｙｕｓｈａ １９６１

◆OH (１６６ｐ ２１ｃｍ)
Ａｓ　ｙｏｕ　ｌｉｋｅ　ｉｔ OH/83/10 1109240240
［ｂｙ　Ｗｉｌｌｉａｍ　Ｓｈａｋｅｓｐｅａｒｅ］ ｅｄｉ
ｔｅｄ　ｗｉｔｈ　ｉｎｔｒｏｄｕｃｔｉｏｎ　ａｎｄ　ｎｏ
ｔｅｓ　ｂｙ　Ｓａｎｋｉ　Ｉｃｈｉｋａｗａ，Ｔａｋｕｊｉ ◆OH
　Ｍｉｎｅ Ｔｈｅ　Ｉｍｐｅｒｉａｌ　ｈｏｔｅｌ　ｓｔｏｒｙ
Ｋｅｎｋｙｕｓｈａ １９６３．５ Ｂｙ　Ｈｅｓｓｅｌｌ　Ｔｉｌｔｍａｎ
(ｘｘｉｘ，２１１ｐ １９ｃｍ) Ｔｈｅ　Ｉｎｐｅｒｉａｌ　Ｈｏｔｅｌ　Ｔｏｋｙｏ １９６
Ｔｈｅ　Ｋｅｎｋｙｕｓｈａ　Ｓｈａｋｅｓｐｅａｒｅ ４

OH/83/15 1109240299 (６２ｐ ２１ｃｍ)
OH/83/6 1109238905

◆OH
Ｃｏｎｄｅｘ　ｏｆ　Ｓｐｅａｋｌｏｐｅｄｉａ ◆OH
ニューアカデミーシステム ［１９７２］ Ｉｎｓｉｄｅ　Ａｓｉａ
(３０３ｐ ２９ｃｍ) ｂｙ　Ｊｏｈｎ　Ｇｕｎｔｈｅｒ

OH/83/47 1109240604 Ｈａｍｉｓｈ　Ｈａｍｉｌｔｏｎ ［１９３９］
(６５９ｐ ２３ｃｍ)

OH/83/2 1109238863
◆OH

Ｔｈｅ　ｃｏｎｔｒｏｌ　ｏｆ　ｉｎｄｕｓｔｒｙ
ｂｙ　Ｄｅｎｎｉｓ　Ｒｏｂｅｒｔｓｏｎ，Ｓｔａｎｌｅｙ　 ◆OH
Ｄｅｎｎｉｓｏｎ Ａｎ　Ｉｎｔｒｏｄｕｃｔｉｏｎ　ｔｏ　ｗｏｒｌｄ　ｐｏｌ
Ｋｉｎｏｋｕｎｉｙａ　Ｂｏｏｋｓｔｏｒｅ　ｃｏ． １９６ ｉｔｉｃｓ
３．２ ｂｙ　Ｗ．　Ｆｒｉｅｄｍａｎｎ
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３ｄ　ｅｄ．
Ｍａｃｍｉｌｌａｎ １９５６ ◆OH
(４５４ｐ １９ｃｍ) Ｓｈｏｒｔ　ｓｔｏｒｉｅｓ　ｉｎ　ｔｈｅ　ｎａｍｅ　ｏｆ

OH/83/5 1109238897 　ｔｒｕｔｈ
ｂｙ　Ｅｄｗａｒｄ　Ｍａｙｅｒ　Ｂａｋｅｒ
Ｒｅｖ．ａｎｄ　ｅｎｌ　ｅｄ．

◆OH Ｃｈｒｉｓｔｏｐｈｅｒ　Ｐｕｂ．Ｈｏｕｓｅ ｃ１９５８
Ｔｈｅ　Ｌｉｔｔｌｅ　ｐｒｉｎｃｅ (９１ｐ ２１ｃｍ)
Ｂｙ　Ａｎｔｏｉｎｅ　ｄｅ　Ｓａｉｎｔ－Ｅｘｕｐｅｒｙ OH/83/9 1109240232
ｔｒａｎｓｌａｔｅｄ　ｂｙ　Ｋａｔｈｅｒｉｎｅ　Ｗｏｏｄ
ｓ．
Ｐｅｎｇｕｉｎ　Ｂｏｏｋｓ １９６３ ◆OH
(１０９ｐ １８ｃｍ) Ｓｉｘ　ｋｅｙｓ　ｔｏ　ｔｈｅ　Ｓｏｖｉｅｔ　ｓｙｓｔｅ
Ａ　Ｐｕｆｆｉｎ　ｂｏｏｋ ｍ．

OH/83/20 1109240349 ｂｙ　Ｂｅｒｔｒａｍ　Ｄ．　Ｗｏｌｆｅ
Ｂｅａｃｏｎ　Ｐｒｅｓｓ ｃ１９５６
(ｘｖ，２５８ｐ ２２ｃｍ)

◆OH OH/83/31 1109240448
Ｍｅｍｏｒｉａｌｓ　ｏｆ　Ｎａｉｂｕ　Ｋａｎｄａ
Ｅｄ．　ｂｙ　Ｋａｎｄａ　Ｍｅｍｏｒｉａｌ　Ｃｏｍｍｉｔ
ｔｅｅ ◆OH
Ｔｏｋｏ－Ｓｈｏｉｎ ｃ１９２７ Ｖｏｌｃａｎｏｅｓ　ａｎｄ　ｔｈｅ　ｓｕｎ -ａ　ｎｅｗ　
(ｉｘ，５１６ｐ ２３ｃｍ) ｃｏｎｃｅｐｔ　ｏｆ　ｔｈｅ　ｍｙｔｈｏｌｏｇｙ　ｏｆ　

OH/83/11 1109240257 ｔｈｅ　Ｋｏｊｉｋｉ-
ｂｙ　Ａｌｅｘａｎｄｅｒ　Ｖａｎｎｏｖｓｋｙ
Ｂｒｉｄｇｅｗａｙ　Ｐｒｅｓｓ １９６０

◆OH (１１１ｐ １９ｃｍ)
Ｔｈｅ　Ｍｅｒｒｉａｍ－ｗｅｂｓｔｅｒ　ｐｏｃｋｅｔ　ｄ OH/83/13 1109240273
ｉｃｔｉｏｎａｒｙ
Cardinal ed．
Ｐｏｃｋｅｔ　Ｂｏｏｋｓ １９５１
(ｉｖ，５０６ｐ １７ｃｍ)

OH/83/30 1109240430

◆OH
Ｍｏｃｋ　Ｊｏｙａ’ｓ　ｔｈｉｎｇｓ　Ｊａｐａｎｅｓｅ
ｂｙ　Ｍｏｃｋ　Ｊｏｙａ
５ｔｈ　ｒｅｖｉｓｅｄ　ｅｄ．
Ｔｏｋｙｏ　Ｎｅｗｓ　Ｓｅｒｖｉｃｅ，　ｌｔｄ． １９６
４
(７８２，４４ｐ ２２ｃｍ)

OH/83/36 1109240497

◆OH
Ａ　Ｎｅｗ　Ｇｅｒｍａｎ　ａｎｄ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　ｄｉｃ
ｔｉｏｎａｒｙ 
ｒｅｖｉｓｅｄ　ａｎｄ　ｃｏｎｓｉｄｅｒａｂｌｙ　ｅｎｌ
ａｒｇｅｄ　ｂｙ　Ｋａｒｌ　Ｂｒｅｕｌ
ｒｅｖｉｓｅｄ　ｅｄ．
Ｍａｒｕｚｅｎ ［１９－－］
(５４２ｐ ２０ｃｍ)

OH/84/1 1109240646

◆OH
Ｑｕｉ　ｅｓｔ　ｒｅｓｐｏｎｓａｂｌｅ？ ｔｏｍｅ　２
ｐａｒ　Ａｌｅｘａｎｄｒａ Ｏｂｅｒｅｎｏｖｉｃｈ
Éｄｉｔｉｏｎｓ　ｄｕ　Ｓｃｏｒｐｉｏｎ ｃ１９６４
(８０５ｐ ２５ｃｍ)

OH/83/49 1109240620

◆OH
Ｒｅｐｏｒｔ -Ｔｈｅ　ｐｒｅｓｉｄｅｎｔ’ｓ　ｃｏｍｍｉ
ｓｓｉｏｎ　ｏｎ　ｔｈｅ　ａｓｓａｓｓｉｎａｔｉｏｎ　ｏ
ｆ　ｐｒｅｓｉｄｅｎｔ　Ｋｅｎｎｅｄｙ-
Ｗａｒｒｅｎ　Ｅａｒｌ／著
Ｕ.Ｓ. Ｇｏｖｔ. Ｐｒｉｎｔ. Ｏｆｆ. ［１９６４］
(８８８ｐ ２４ｃｍ)

OH/83/1 1109238855
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◆OH 藤原兼家,梶原景時,北条政子,北条高時,高師直,足利義満
愛染時雨 OH/91/103 1109247047
今東光／著
新潮社 １９６２．１１
(２８２ｐ ２０ｃｍ) ◆OH

OH/91/373 1109259760 悪魔が来りて笛を吹く
横溝正史／著
角川書店 １９７３．２

◆OH (４５６ｐ １５ｃｍ)
愛の試み愛の終り 角川文庫
福永武彦／著 OH/91/884 1109278273
人文書院 １９５８．３
(２０７ｐ １９ｃｍ)

OH/91/220 1109254126 ◆OH
芦の芽 -句集-
伊藤疇坪／著

◆OH ［伊藤疇坪］ １９６２．５
青桐 (３４０ｐ １９ｃｍ)
木崎さと子／著 OH/91/123 1109230860
文藝春秋 １９８５．３
(２２９ｐ ２０ｃｍ)
内容：青桐，白い原 ◆OH
4-16-308410-X 馬酔木の花 -歌集-

OH/91/1089 1109336246 赤城猪太郎／著
短歌研究社 １９６３．７
(１７８ｐ １９ｃｍ)

◆OH 歩道叢書
青草句集 OH/91/424 1109266278
［江澤省三］／著
江澤省三 １９７９．１１
(１２１ｐ １９ｃｍ) ◆OH

OH/91/946 1109279685 明日への道 -全報告グアム島孤独の２８年-
横井庄一／著
文藝春秋 １９７４

◆OH (２６１ｐ　図　肖像 ２０ｃｍ)
赤蛙 OH/91/959 1109279818
島木健作／著
新潮社 １９５８．４
(２１２ｐ １６ｃｍ) ◆OH
新潮文庫 遊ぶ

OH/91/97 1109246981 平山孝／著
経済往来社 １９７５．１
(３３９ｐ １９ｃｍ)

◆OH OH/91/909 1109278620
悪女について
有吉佐和子／著
新潮社 １９７８．９ ◆OH
(２６４ｐ ２０ｃｍ) あだし野

OH/91/821 1109277648 立原正秋／著
新潮社 １９７０．３
(２２１ｐ ２０ｃｍ)

◆OH OH/91/626 1109273001
芥川龍之介集
芥川龍之介／著
新潮社 １９５９．６ ◆OH
(６０２ｐ １８ｃｍ) あだ花随筆
日本文學全集 あだ花会 １９８０．１

OH/91/420 1109266237 (２３８ｐ １８ｃｍ)
OH/91/914 1109278679

◆OH
芥川龍之介未定稿集 ◆OH
葛巻義敏／編 熱い恋
岩波書店 １９６８．２ フランスワーズ・サガン／著 朝吹登水子／訳
(６６３ｐ １９ｃｍ) 新潮社 １９６７．２

OH/91/1081 1109318418 (２２７ｐ ２０ｃｍ)
OH/91/497 1109270551

◆OH
悪人列伝 ２ ◆OH
海音寺潮五郎／著 阿部一族 -他二篇-
文芸春秋新社 １９６２．１ 森鴎外／作
(２６０ｐ ２０ｃｍ) 岩波書店 １９６２．３

- 1 -－415－



(１０７ｐ １５ｃｍ) OH/91/342 1109263648
岩波文庫

OH/91/858 1109278018
◆OH

イエスの生涯
◆OH 遠藤周作／著

アラビアのロレンス 新潮社 １９７４．７
中野好夫／著 (２５６ｐ ２０ｃｍ)
改訂版 OH/91/836 1109277796
岩波書店 １９６３．１２
(２５２，１０ｐ　図版 １８ｃｍ)
岩波新書 ◆OH

OH/91/196 1109253680 怒りの白き都
西村寿行／著
徳間書店 １９７８

◆OH (２７２ｐ ２０ｃｍ)
ある労対屋の告白 -人に見せられぬ日記- OH/91/622 1109272961
村田智美／著
ミツヤ出版 １９７６．５
(２７１ｐ １９ｃｍ) ◆OH

OH/91/845 1109277887 怒りの像
石原慎太郎／著
集英社 １９７４．３

◆OH (２２７ｐ １８ｃｍ)
阿波踊り -随筆- コンパクト・ブックス
黒田嘉一郎／著 OH/91/857 1109278000
真珠書院 １９６６．６
(２０３p 図版 １８ｃｍ)
パール新書 ◆OH

OH/91/604 1109272789 生きがいの周辺
加藤秀俊／著
文藝春秋 １９７０．１１

◆OH (２４５ｐ ２０ｃｍ)
あわれ人妻 OH/91/336 1109263580
林芙美子／著
新潮社 １９５５．１０
(２５１ｐ １８ｃｍ) ◆OH
林芙美子作品集 石狩平野 続

OH/91/413 1109266161 船山馨／著
河出書房 １９６８．４
(４３５ｐ ２０ｃｍ)

◆OH OH/91/332 1109263549
暗黒流砂
森村誠一／著
祥伝社 １９７３．１２ ◆OH
(３３８ｐ １８ｃｍ) 石川啄木全集 第四巻
ノン・ノベル 石川一／著

OH/91/943 1109279651 改造社 １９２９．１
(６２５ｐ ２０ｃｍ)

OH/91/541 1109271138
◆OH

暗泉夜話 -芸術・歴史・紀行-
中村真一郎／著 ◆OH
読売新聞社 １９７５．２ 石川啄木全集 第二巻
(２７８ｐ ２０ｃｍ) 石川一／著
読売選書 改造社 １９２９．３

OH/91/948 1109279701 (４５６ｐ ２０ｃｍ)
OH/91/539 1109271112

◆OH
暗夜行路 前篇 ◆OH
志賀直哉／著 石川啄木全集 第三巻
新潮社 １９５１．９ 石川一／著
(２５２ｐ １６ｃｍ) 改造社 １９２８．１１
新潮文庫 (７６１ｐ ２０ｃｍ)

OH/91/291 1109259547 OH/91/540 1109271120

◆OH ◆OH
イエスとノーの間 石川啄木全集 第五巻
高橋義孝／著 石川一／著
新潮社 １９５７．１ 改造社 １９２９．２
(１８５ｐ １９ｃｍ) (６１６，３９ｐ ２０ｃｍ)
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OH/91/542 1109271146 付：主要参考・引用文献，昭和１８年当時の豪北地図
OH/91/890 1109278331

◆OH
石川啄木全集 第一巻 ◆OH
石川一／著 一丁目 -句集-
改造社 １９２８．１２ 菜刀句会／［編］
(６０９ｐ ２０ｃｍ) 俳句研究社 １９７０．１１

OH/91/538 1109271104 (２１２ｐ １９ｃｍ)
OH/91/846 1109277895

◆OH
石川啄木全集 ◆OH
石川啄木／著 愛しきものへ -香川県戦没兵士の手紙-
改造社 １９３１．２ 香川県遺族連合会／編
(６５７，１６ｐ ２６ｃｍ) 香川県遺族連合会 １９７１．８

OH/91/713 1109276574 (３１８ｐ １９ｃｍ)
OH/91/620 1109272946

◆OH
石叫ばん -天野偵祐先生序- ◆OH
出射義夫／著 いどばた論語
提言刊行会 １９７８．１２ 邱永漢／著
(２５０ｐ １９ｃｍ) 日本経済新聞社 １９６４．６

OH/91/376 1109259794 (２７６ｐ １９ｃｍ)
OH/91/174 1109253466

◆OH
いしずえ -戦没者遺族の体験記録- ◆OH
日本遺族会編 井上靖エッセイ全集 第５巻
日本遺族会 １９６３．１２ 学習研究社 １９８３．１０
(５３５，２ｐ ２２ｃｍ) (４６７ｐ ２３ｃｍ)

OH/91/311 1109260339 4-05-100667-0
OH/91/1057 1109284321

◆OH
礎 ◆OH
島木健作／著 井上靖エッセイ全集 第８巻
新潮社 １９４４．１１ 井上靖／著
(４７０ｐ １９ｃｍ) 学習研究社 １９８３．７

OH/91/164 1109251965 (４４５ｐ ２３ｃｍ)
内容：長城と天壇〔ほか４７編〕
4-05-100670-0

◆OH OH/91/1059-2 1109284354
石の森
三浦綾子／著
集英社 １９７６．４ ◆OH
(２５９ｐ ２０ｃｍ) 井上靖エッセイ全集 第１巻

OH/91/95 1109246965 井上靖／著
学習研究社 １９８３．８
(４１３ｐ ２３ｃｍ)

◆OH 内容：郷里のこと〔ほか６１編〕
遺跡の旅・シルクロード 4-05-100663-8
井上靖／著 OH/91/1055 1109284305
新潮社 １９７７．９
(２２７ｐ ２１ｃｍ)
シルクロード ◆OH

OH/91/1078 1109340313 井上靖エッセイ全集 第９巻
井上靖／著
学習研究社 １９８３．９

◆OH (４１５ｐ ２３ｃｍ)
一族再会 第１部 内容：シルクロードへの夢〔ほか４６編〕
江藤淳／著 4-05-100671-9
講談社 １９７３．５ OH/91/1058 1109284339
(３０９ｐ ２０ｃｍ)

OH/91/1079 1109336188
◆OH

井上靖エッセイ全集 第４巻
◆OH 井上靖／著

一死，大罪を謝す -陸軍大臣阿南惟幾- 学習研究社 １９８４．３
角田房子／著 (６０３ｐ ２３ｃｍ)
新潮社 １９８０．８ 4-05-100666-2
(２７０，５ｐ ２０ｃｍ) OH/91/1056 1109284313
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◆OH
◆OH 井上靖歴史小説集 第７巻

井上靖エッセイ全集 第１０巻 井上靖／著
井上靖／著 岩波書店 １９８１．１２
学習研究社 １９８４．２ (６００ｐ ２３ｃｍ)
(５４３ｐ ２３ｃｍ) OH/91/1066 1109284420
内容：歴史の通った道〔ほか７５編〕
4-05-100672-7

OH/91/1059 1109284347 ◆OH
井上靖歴史小説集 第８巻
井上靖／著

◆OH 岩波書店 １９８２．１
井上靖西域小説集 (４９１ｐ ２３ｃｍ)
井上靖／著 OH/91/1067 1109284438
講談社 １９７７．９
(８８６ｐ ２２ｃｍ)

OH/91/978 1109284081 ◆OH
井上靖歴史小説集 第１０巻
井上靖／著

◆OH 岩波書店 １９８２．３
井上靖歴史小説集 第４巻 (４６７ｐ ２３ｃｍ)
井上靖／著 内容：真田軍記，簀火，高嶺の花，犬坊狂乱，川村権七逐電，
岩波書店 １９８１．９ 信松尼記，佐治与九郎覚書，信康自刃，平蜘蛛の釜，幽鬼，利
(３７６ｐ ２３ｃｍ) 休の死，桶狭間，天目山の雲，森蘭丸，大正１０年元旦

OH/91/1063 1109284396 OH/91/1069 1109284453

◆OH ◆OH
井上靖歴史小説集 第１巻 井上靖歴史小説集 第９巻
井上靖／著 井上靖／著
岩波書店 １９８１．６ 岩波書店 １９８２．２
(［２］，３３５ｐ ２３ｃｍ) (４５９ｐ ２３ｃｍ)
内容：敦煌，異域の人，洪水　前付：「敦煌」参考図 OH/91/1068 1109284446

OH/91/1060 1109284362

◆OH
◆OH 井上靖歴史小説集 第１１巻

井上靖歴史小説集 第２巻 井上靖／著
井上靖／著 岩波書店 １９８２．４
岩波書店 １９８１．７ (４５３ｐ ２３ｃｍ)
(［１］，４０５ｐ ２３ｃｍ) 内容：澄賢房覚書，小磐梯，北の駅路，考える人，西域物語，
内容：桜蘭，崑崙の玉，永泰公主の頸飾り，狼災記，宦者中行 西域詩篇
説，褒 OH/91/1070 1109284461

OH/91/1061 1109284370

◆OH
◆OH いのちささげて -戦中学徒・遺詠遺文抄- 続

井上靖歴史小説集 第５巻 国民文化研究会／編
井上靖／著 国民文化研究会 １９７９．４
岩波書店 １９８１．１０ (４２１ｐ １８ｃｍ)
(［２］，２９８ｐ ２３ｃｍ) 国文研叢書

OH/91/1064 1109284404 太平洋戦争
OH/91/952 1109279743

◆OH
井上靖歴史小説集 第３巻 ◆OH
井上靖／著 芋の葉
岩波書店 １９８１．８ 幸田露伴／著
(［１］，３８２ｐ ２３ｃｍ) 岩波書店 １９４６．８
内容：天平の甍，玉碗記，漆胡樽，僧行賀の涙，漂流，補陀落 (２３４ｐ １９ｃｍ)
渡海記，塔二と弥三　前付：「天平の甍」参考図 OH/91/204 1109253763

OH/91/1062 1109284388

◆OH
◆OH 印度洋の常陸丸

井上靖歴史小説集 第６巻 長谷川伸／著
井上靖／著 新小説社 １９６２．３
岩波書店 １９８１．１１ (２９１ｐ ２０ｃｍ)
(４３２ｐ ２３ｃｍ) OH/91/179 1109253516
前付：「おろしや国酔夢譚」参考図

OH/91/1065 1109284412
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◆OH
雨月物語・春雨物語 OH/91/184 1109253565
重友毅／訳 中村幸彦／訳
河出書房 １９５３．１２
(２１３ｐ １９ｃｍ) ◆OH
現代語譯日本古典文學全集 うまい話あり

OH/91/69 1109246700 城山三郎／著
光文社 １９７２．５
(２６４ｐ １８ｃｍ)

◆OH カッパ・ノベルス
羽左衛門伝説 OH/91/924 1109278778
里見弴／著
毎日新聞社 １９５５．３
(２７６ｐ ２０ｃｍ) ◆OH
図版あり 海鳴りの底から

OH/91/182 1109253540 堀田善衛／著
朝日新聞社 １９６１．１１
(４８６ｐ ２０ｃｍ)

◆OH OH/91/315 1109260370
兎の眼
灰谷健次郎／著
理論社 １９７８．１０ ◆OH
(２８６ｐ ２０ｃｍ) 海辺の町にて -仮説と意見-

OH/91/794 1109277374 加藤周一／著
文芸春秋新社 １９６４．１２
(２４５ｐ ２０ｃｍ)

◆OH OH/91/183 1109253557
宇治拾遺物語　古今著聞集
永積安明・市古貞次／訳
河出書房 １９５５．１２ ◆OH
(３１６ｐ １９ｃｍ) 梅里先生行状記
現代語譯日本古典文學全集 吉川英治／著

OH/91/75 1109246767 六興・出版部 １９５６．１２
(３０８ｐ １９ｃｍ)

OH/91/243 1109259166
◆OH

芋銭子文翰全集 上巻
小川茂吉／著 ◆OH
中央公論社 １９３９．１２ 雲床独臥
(４７８ｐ　図版 ２３ｃｍ) 得能冬兎／著

OH/91/709 1109276533 ［得能冬兎］ １９７３．９
(１４８ｐ １９ｃｍ)

OH/91/840 1109277838
◆OH

芋銭子文翰全集 下巻
小川茂吉／著 ◆OH
中央公論社 １９４０．２ 英国に就て
(５３５ｐ　図版 ２３ｃｍ) 吉田健一／著

OH/91/710 1109276541 筑摩書房 １９７４．５
(２６１ｐ ２０ｃｍ)
イギリス

◆OH OH/91/333 1109263556
うちの社長
源氏鶏太／著
講談社 １９６５．４ ◆OH
(２１４p １８ｃｍ) 英詩選釈
ロマン・ブックス 厨川白村／著

OH/91/608 1109272821 改造社 １９２９．８
(４７２ｐ ２０ｃｍ)
厨川白村全集

◆OH OH/91/601 1109272755
美しい日本の私 -その序説-
川端康成／著 サイデンステッカー／訳
講談社 １９６９．３ ◆OH
(７４ｐ １８ｃｍ) 詠進俳句集 第５集（昭和４７年版）
講談社現代新書 三溝沙美／編纂

OH/91/603 1109272771 俳句詠進会 １９７２．２
(３７２ｐ ２２ｃｍ)

OH/91/707 1109276517
◆OH

うどん
梅林貴久生／著 ◆OH
青樹社 １９６７．３ 絵空ごと
(２５１ｐ ２０ｃｍ) 吉田健一／著
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◆OH
河出書房新社 １９７１．７ エロ事師たち
(２３７ｐ ２０ｃｍ) 野坂昭如／著

OH/91/145 1109253326 講談社 １９６６．３
(２０５ｐ １９ｃｍ)

OH/91/354 1109265569
◆OH

江戸川乱歩全集 第１
講談社 １９６９ ◆OH
(４０９ｐ　図版 ２０ｃｍ) 円型水槽
内容：二銭銅貨，一枚の切符，恐ろしき錯誤，二廃人，双生児 曽野綾子／著
，Ｄ坂の殺人事件，心理試験，黒手組，赤い部屋，算盤が恋を 中央公論社 １９７４
語る話，日記帳，幽霊，盗難，白昼夢，指環，夢遊病者の死， (３９４ｐ ２０ｃｍ)
屋根裏の散歩者，百面相役者，一人二役，火縄銃，闇に蠢く． OH/91/951 1109279735
　江戸川乱歩に捧げる（有馬頼義）　作品解題（中島河太郎）

OH/91/492 1109270502
◆OH

遠望 -歌集-
◆OH 赤城猪太郎／著

江戸川乱歩全集 第２ 短歌研究社 １９６９．８
講談社 １９６９ (２５２ｐ ２０ｃｍ)
(４１３ｐ　図版 ２０ｃｍ) 歩道叢書
内容：人間椅子，疑惑，接吻，湖畔亭事件，踊る一寸法師，毒 OH/91/339 1109263614
草，覆面の舞踏者，灰神楽，火星の運河，モノグラム，お勢登
場，人でなしの恋，パノラマ島奇談，鏡地獄，一寸法師．　乱
歩文学の本質（渋沢竜彦） ◆OH

OH/91/295 1109259588 鴎外全集 第１３巻
森林太郎／著
岩波書店 １９７２．１１

◆OH (５８３ｐ ２３ｃｍ)
江戸川乱歩全集 第３ OH/91/992 1109283646
講談社 １９６９
(４３０ｐ　図版 ２０ｃｍ)
内容：木馬は廻る，陰獣，芋虫，孤島の鬼，蜘蛛男．　乱歩の ◆OH
作品、乱歩さんの思い出（福永武彦）　作品解題（中島河太郎 鴎外全集 第１巻
） 森林太郎／著

OH/91/426 1109266294 岩波書店 １９７１．１１
(６６２ｐ ２３ｃｍ)

OH/91/980 1109283521
◆OH

江戸後期の詩人たち -鴟鵂庵詩話-
富士川英郎／著 ◆OH
麦書房 １９６６．１２ 鴎外全集 第１４巻
(３９５，１１ｐ １９ｃｍ) 森林太郎／著
漢詩－伝記 岩波書店 １９７２．１２

OH/91/377 1109259802 (６４５ｐ ２３ｃｍ)
OH/91/993 1109283653

◆OH
江戸城物語 ◆OH
朝日新聞社／編 鴎外全集 第２６巻
朝日新聞社 １９６４．６ 森林太郎／著
(２３０ｐ １９ｃｍ) 岩波書店 １９７３．１２
江戸城 (６７６ｐ ２３ｃｍ)

OH/91/143 1109231009 内容：妄人妄語　ほか８４篇
OH/91/1005 1109283778

◆OH
江戸長恨歌 ◆OH
吉川英治／著 鴎外全集 第２７巻
桃源社 １９５３．１２ 森林太郎／著
(２７８ｐ １９ｃｍ) 岩波書店 １９７４．１

OH/91/246 1109259190 (９２９，１２ｐ ２３ｃｍ)
OH/91/1006 1109283786

◆OH
Ｌサイズでいこう ◆OH
森村桂／著 鴎外全集 第２巻
講談社 １９６８．８ 森林太郎／著
(２３４ｐ １９ｃｍ) 岩波書店 １９７１．１２

OH/91/433 1109269652 (６１９ｐ ２３ｃｍ)
OH/91/981 1109283539

- 6 -－420－



◆OH OH/91/995 1109283679
鴎外全集 第３１巻
森林太郎／著
岩波書店 １９７４．７ ◆OH
(６５２ｐ ２３ｃｍ) 鴎外全集 第３５巻

OH/91/1010 1109283828 森林太郎／著
岩波書店 １９７５．１
(８７２ｐ ２３ｃｍ)

◆OH OH/91/1014 1109283869
鴎外全集 第１５巻
森林太郎／著
岩波書店 １９７３．１ ◆OH
(７０９ｐ ２３ｃｍ) 鴎外全集 第１７巻

OH/91/994 1109283661 森林太郎／著
岩波書店 １９７３．３
(８９０ｐ ２３ｃｍ)

◆OH OH/91/996 1109283687
鴎外全集 第２９巻
森林太郎／著
岩波書店 １９７４．４ ◆OH
(６１８ｐ ２３ｃｍ) 鴎外全集 第１８巻
内容：衛生新誌の真面目　ほか１０９篇 森林太郎／著

OH/91/1008 1109283802 岩波書店 １９７３．４
(７４５ｐ ２３ｃｍ)

OH/91/997 1109283695
◆OH

鴎外全集 第３０巻
森林太郎／著 ◆OH
岩波書店 １９７４．５ 鴎外全集 第４巻
(６５５ｐ ２３ｃｍ) 森林太郎／著
内容：第十回国際医学会　ほか５０篇 岩波書店 １９７２．２

OH/91/1009 1109283810 (６７０ｐ ２３ｃｍ)
OH/91/983 1109283554

◆OH
鴎外全集 第３巻 ◆OH
森林太郎／著 鴎外全集 第１９巻
岩波書店 １９７２．１ 森林太郎／著
(６５７ｐ ２３ｃｍ) 岩波書店 １９７３．５

OH/91/982 1109283547 (６７６ｐ ２３ｃｍ)
OH/91/998 1109283703

◆OH
鴎外全集 第３２巻 ◆OH
森林太郎／著 鴎外全集 第２０巻
岩波書店 １９７４．８ 森林太郎／著
(７１０ｐ ２３ｃｍ) 岩波書店 １９７３．６

OH/91/1011 1109283836 (８０８ｐ ２３ｃｍ)
OH/91/999 1109283711

◆OH
鴎外全集 第３３巻 ◆OH
森林太郎／著 鴎外全集 第５巻
岩波書店 １９７４．１０ 森林太郎／著
(７６６ｐ ２３ｃｍ) 岩波書店 １９７２．３
内容：日清役自紀　ほか４０篇 (６６３ｐ ２３ｃｍ)

OH/91/1012 1109283844 OH/91/984 1109283562

◆OH ◆OH
鴎外全集 第３４巻 鴎外全集 第３６巻
森林太郎／著 森林太郎／著
岩波書店 １９７４．１１ 岩波書店 １９７５．３
(８１２ｐ ２３ｃｍ) (７０２ｐ ２３ｃｍ)
内容：大戦学理　ほか４４篇 内容：書簡（明治十四年－大正十一年，年代不詳）

OH/91/1013 1109283851 OH/91/1015 1109283877

◆OH ◆OH
鴎外全集 第１６巻 鴎外全集 第３７巻
森林太郎／著 森林太郎／著
岩波書店 １９７３．２ 岩波書店 １９７５．４
(６５４ｐ ２３ｃｍ) (５８４ｐ ２３ｃｍ)
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図版あり　内容：手記　１ 森林太郎／著
OH/91/1016 1109283885 岩波書店 １９７３．１１

(５９６ｐ ２３ｃｍ)
内容：知惠袋　ほか５３篇

◆OH OH/91/1004 1109283760
鴎外全集 第２１巻
森林太郎／著
岩波書店 １９７３．７ ◆OH
(５１２ｐ ２３ｃｍ) 鴎外全集 第９巻

OH/91/1000 1109283729 森林太郎／著
岩波書店 １９７２．７
(５８７ｐ ２３ｃｍ)

◆OH OH/91/988 1109283604
鴎外全集 第６巻
森林太郎／著
岩波書店 １９７２．４ ◆OH
(５８８ｐ ２３ｃｍ) 鴎外全集 第１０巻

OH/91/985 1109283570 森林太郎／著
岩波書店 １９７２．８
(６２２ｐ ２３ｃｍ)

◆OH OH/91/989 1109283612
鴎外全集 第３８巻
森林太郎／著
岩波書店 １９７５．６ ◆OH
(７０９ｐ ２３ｃｍ) 鴎外全集 第１１巻
内容：手記　２　雑纂．参考篇．補遺．年譜 森林太郎／著

OH/91/1017 1109283893 岩波書店 １９７２．９
(６１７ｐ ２３ｃｍ)

OH/91/990 1109283620
◆OH

鴎外全集 第２２巻
森林太郎／著 ◆OH
岩波書店 １９７３．８ 鴎外全集 第１２巻
(６２７ｐ ２３ｃｍ) 森林太郎／著
内容：醫學の説より出でたる小説論　ほか７４篇 岩波書店 １９７２．１０

OH/91/1001 1109283737 (９１７ｐ ２３ｃｍ)
OH/91/991 1109283638

◆OH
鴎外全集 第７巻 ◆OH
森林太郎／著 鴎外全集 第２８巻
岩波書店 １９７２．５ 森林太郎／著
(６３１ｐ ２３ｃｍ) 岩波書店 １９７４．２

OH/91/986 1109283588 (６３２ｐ ２３ｃｍ)
内容：病室著色の事　ほか５７篇

OH/91/1007 1109283794
◆OH

鴎外全集 第２３巻
森林太郎／著 ◆OH
岩波書店 １９７３．９ 鴎外全集 著作篇第１８巻
(５９１ｐ ２３ｃｍ) 森林太郎／著
内容：柵草紙の山房論文　ほか４１篇 岩波書店 １９３７．８

OH/91/1002 1109283745 (５８０，９ｐ ２０ｃｍ)
OH/91/666 1109273415

◆OH
鴎外全集 第２４巻 ◆OH
森林太郎／著 鴎外森林太郎
岩波書店 １９７３．１０ 森潤三郎／著
(６４４ｐ ２３ｃｍ) 森北出版 １９４２．４

OH/91/1003 1109283752 (３６４ｐ ２２ｃｍ)
OH/91/140 1109230977

◆OH
鴎外全集 第８巻 ◆OH
森林太郎／著 王者の妻
岩波書店 １９７２．６ 永井路子／著
(６２１ｐ ２３ｃｍ) 講談社 １９７１．１２

OH/91/987 1109283596 (３４８ｐ ２０ｃｍ)
OH/91/920 1109278737

◆OH
鴎外全集 第２５巻
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◆OH
王朝 OH/91/287 1109259703
海音寺潮五郎／著
雪華社 １９６０．７
(２８７ｐ ２２ｃｍ) ◆OH

OH/91/99 1109247005 大宅壮一の本 １
大宅壮一／著
サンケイ新聞出版局 １９６６．１１

◆OH (３３７ｐ １８ｃｍ)
王朝の求道と色好み -日本人の精神史研究- OH/91/335 1109263572
亀井勝一郎／著
文芸春秋新社 １９６２．５
(２８３ｐ ２０ｃｍ) ◆OH
日本文学－歴史－平安時代 大宅壮一の本 ４

OH/91/302 1109260248 大宅壮一／著
サンケイ新聞出版局 １９６７．３
(３３８ｐ １８ｃｍ)

◆OH OH/91/609 1109272839
応仁の乱
池波正太郎／著
東方社 １９６０．１１ ◆OH
(２７５ｐ ２０ｃｍ) 隠岐四島 -定本句集-
内容：応仁の乱,尊徳雲がくれ,将軍 佐渡卓／著

OH/91/341 1109263630 玉藻社 １９６６．１２
(２８４ｐ １９ｃｍ)

OH/91/436 1109269686
◆OH

巨いなる企て 上
堺屋太一／著 ◆OH
毎日新聞社 １９８０．９ 奥様はお料理がお好き
(３０２ｐ ２０ｃｍ) 邱永漢／著

OH/91/975 1109280071 三和図書 １９６４．３
(２５１ｐ １９ｃｍ)

OH/91/250 1109259232
◆OH

大いなる変身
黒岩重吾／著 ◆OH
サンケイ新聞社出版局 １９７２．９ 奥の細道・芭蕉俳論 -研究と評釈-
(３４６ｐ １９ｃｍ) 飯野哲二／著

OH/91/616 1109272904 改訂版
学燈社 １９５３
(２，７，２７１ｐ １９ｃｍ)

◆OH 俳人 俳文
大鏡 OH/91/126 1109230894
岡一男／訳
河出書房 １９５５．４
(２６３ｐ １９ｃｍ) ◆OH
現代語譯日本古典文學全集 おごそかな渇き

OH/91/77 1109246783 山本周五郎／著
新潮社 １９６７．１０
(３８７ｐ ２０ｃｍ)

◆OH 山本周五郎全集
狼がやってきた日 内容：滝口,醜聞,ひとごろし,へちまの木,あとのない仮名,枡
柳田邦男／著 落し,おごそかな渇き
文藝春秋 １９７９．５ OH/91/664 1109273399
(３３４ｐ ２０ｃｍ)
石油経済－ドキュメンタリー

OH/91/822 1109277655 ◆OH
尾崎士郎選集 第６
尾崎士郎／著

◆OH 平凡社 １９４１．１１
大野万木句集 (３８０ｐ １９ｃｍ)
大野伴睦／〔著〕 橋本花風／編 OH/91/654 1109273290
弘文堂 １９６６．５
(２９５ｐ ２２ｃｍ)
著者肖像あり ◆OH

OH/91/98 1109246999 尾崎士郎選集 第８
尾崎士郎／著
平凡社 １９４１．１０

◆OH (３９０ｐ １９ｃｍ)
大風呂敷 OH/91/675 1109273506
杉森久英／著
毎日新聞社 １９６５．１１
(３９１ｐ ２２ｃｍ)
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◆OH
おしまいのページで -随筆コラム１２０種- OH/91/156 1109251890
獅子文六／［ほか］著 
文藝春秋 １９７９．９
(２５５ｐ １９ｃｍ) ◆OH

OH/91/881 1109278240 おれは大物 天の巻
柴田錬三郎／著
集英社 １９６４．１２

◆OH (２６２ｐ １８ｃｍ)
男伊達 コンパクト・ブックス
柴田錬三郎／著 OH/91/610 1109272847
桃源社 １９７８．７
(２３９ｐ １８ｃｍ)
ポピュラー・ブックス ◆OH

OH/91/805 1109277481 おれは大物 地の巻
柴田錬三郎／著
集英社 １９６５．９

◆OH (２５６ｐ １８ｃｍ)
男って何ですか OH/91/611 1109272854
三浦朱門／著
海竜社 １９８０．１１
(２４６ｐ ２０ｃｍ) ◆OH

OH/91/761 1109277044 おろしや国酔夢譚
井上靖／著
文藝春秋 １９６８．１０

◆OH (３３５ｐ ２２ｃｍ)
おとなのおとぎ話 OH/91/703 1109276475
渡辺紳一郎／著
東峰出版 １９６３．１１
(２１８ｐ １９ｃｍ) ◆OH

OH/91/367 1109265692 穏健なペシミストの観想
高橋義孝／著
新潮社 １９６７．３

◆OH (１８０ｐ ２０×１３ｃｍ)
大人のままごと OH/91/613 1109273076
荻昌弘／著
文藝春秋 １９７６
(２７９，１３ｐ ２０ｃｍ) ◆OH
料理 をんな随筆

OH/91/883 1109278265 森田たま／著
講談社 １９６２．４
(２５６ｐ ２０ｃｍ)

◆OH OH/91/186 1109253581
おばんです
宮田輝／著
毎日新聞社 １９７１ ◆OH
(２７０ｐ　図 ２１ｃｍ) 女の顔 上

OH/91/833 1109277762 平岩弓枝／著
文藝春秋 １９７０
(４１３ｐ ２０ｃｍ)

◆OH OH/91/879 1109278224
覚えはない -詩集-
小田俊与／著
第２版 ◆OH
世界タイムス社 １９６２．１ 女の顔 下
(４１２ｐ １９ｃｍ) 平岩弓枝／著

OH/91/138 1109230951 文藝春秋 １９７０
(４１３ｐ ２０ｃｍ)

OH/91/880 1109278232
◆OH

オホーツク諜報船
西木正明／著 ◆OH
角川書店 １９８０．７ 女の気持 下
(２８３ｐ ２０ｃｍ) 平岩弓枝／著
巻末：参考文献 中央公論社 １９７４．７

OH/91/785 1109277283 (２５８ｐ ２０ｃｍ)
OH/91/868 1109278117

◆OH
折口学への招待 -民俗文学入門- ◆OH
高崎正秀／著 女の気持 上
南雲堂桜楓社 １９６４．１２ 平岩弓枝／著
(２１７ｐ １９ｃｍ) 中央公論社 １９７４．７
現代の教養 (２５２ｐ ２０ｃｍ)
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OH/91/867 1109278109 司馬遼太郎／著
朝日新聞社 １９７４．１０
(３８９ｐ １９ｃｍ)

◆OH OH/91/977 1109280063
女の繭
円地文子／著
講談社 １９６２．９ ◆OH
(２８２ｐ ２０ｃｍ) 街道をゆく

OH/91/330 1109263523 司馬遼太郎／著
朝日新聞社 １９７１
(３５３ｐ １９ｃｍ)

◆OH OH/91/630 1109273043
女予言者 OH/91/735 1109276798
黒岩重吾／著
青樹社 １９７３．４
(２９９ｐ ２０ｃｍ) ◆OH

OH/91/908 1109278612 かかる軍人ありき
伊藤桂一／著
光人社 １９７９．１０

◆OH 913.6
怨念 (３０７ｐ ２０ｃｍ)
川内康範／著 内容：　戦犯記〔ほか１５編〕
廣済堂出版 １９７３．１１ 日中戦争（１９３７～１９４５）－小説 太平洋戦争（１９４
(３０９ｐ　図 １９ｃｍ) １～１９４５）－小説

OH/91/933 1109278851 OH/91/897 1109278406

◆OH ◆OH
海外とは日本人にとって何か -経済最前線をゆく- 蝸牛庵訪問記 -露伴先生の晩年-
城山三郎／著 小林勇／著
文藝春秋 １９７９．２ 岩波書店 １９５６．３
(２４０ｐ ２０ｃｍ) (３３９，４ｐ １９ｃｍ)

OH/91/811 1109277549 OH/91/232 1109258952

◆OH ◆OH
怪奇小説集 １ 限りなき一つの道
鱒書房 １９５５．１０ 池上金男／著
(１８４ｐ １８ｃｍ) 祥伝社 １９７９．９
軽文学新書 (４０９ｐ ２０ｃｍ)
殺人鬼と刑事(橘外男) 亡霊の言葉(火野葦平) 怪魚シーラカン OH/91/894 1109278372
ス(香山滋) 聖悪魔(渡辺啓助) 緑眼虫(角田喜久雄) 

OH/91/189 1109253615
◆OH

學事詩事 -随筆集-
◆OH 吉川幸次郎／著

海軍技術戦記 筑摩書房 １９６０．９
内藤初穂／著 (２９２ｐ ２０ｃｍ)
３版 OH/91/801 1109277440
図書出版社 １９７８．６
(３１６ｐ ２０ｃｍ)

OH/91/828 1109277713 ◆OH
学習受験枕草子 -文法詳説-
浅尾芳之助・野村嗣男／著

◆OH 改訂９９」版
海軍めしたき物語 日栄社 １９５８
高橋孟／著 (４４６ｐ １９ｃｍ)
新潮社 １９７９．８ OH/91/110 1109251114
(２１９ｐ ２０ｃｍ)
太平洋戦争（１９４１～１９４５）－海戦 軍隊生活

OH/91/808 1109277515 ◆OH
革命前後
火野葦平／著

◆OH 中央公論社 １９６０．１
街道をゆく ２ (２８８ｐ ２２ｃｍ)
司馬遼太郎／著 OH/91/236 1109258994
朝日新聞社 １９７２
(３８１ｐ １９ｃｍ)

OH/91/643 1109273183 ◆OH
霞渓句集
岩崎霞渓／著 岩崎利一／編

◆OH 渋柿図書刊行会 １９６６．１０
街道をゆく ５ (２９８ｐ ２０ｃｍ)
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OH/91/120 1109251213 (３４５ｐ １９ｃｍ)
OH/91/130 1109251809

◆OH
霞渓句集拾遺 ◆OH
岩崎霞渓／著 岩崎利一／編 歌集鷲
岩崎利一 １９８０．５ 川田順／著
(３８ｐ ２０ｃｍ) 創元社 １９４０．６

OH/91/120-2 1109318475 (２６２，４ｐ １８ｃｍ)
創元選書

OH/91/210 1109254035
◆OH

花実のない森
松本清張／著 ◆OH
光文社 １９６４．１０ 果心居士の幻術
(２７５ｐ １８ｃｍ) 司馬遼太郎／著
カッパ・ノベルス 新潮社 １９６１．４

OH/91/259 1109259323 (２１８ｐ ２０ｃｍ)
OH/91/356 1109265585

◆OH
貸しボート十三号 ◆OH
横溝正史／著 風になじんだ歌
東京文芸社 １９６２．７ 佐多稲子／著
(２９２ｐ １９ｃｍ) 新潮社 １９６７．２

OH/91/423 1109266260 (２３９ｐ ２０ｃｍ)
OH/91/360 1109265627

◆OH
歌集　碧海集 ◆OH
大村襄治／著 風の雫
永田書房 １９７７．５ 石橋裕／著
(１１１ｐ １９ｃｍ) 思潮社 １９６６．５

OH/91/800 1109277432 (１０８ｐ ２２ｃｍ)
OH/91/708 1109276525

◆OH
歌集　樫の実 ◆OH
紀伊短歌会／著 片隅の二人
紀伊短歌会 １９６２．８ 曾野綾子／著
(１０６ｐ １９ｃｍ) 集英社 １９７４．１２

OH/91/136 1109230936 (２８０ｐ ２０ｃｍ)
OH/91/934 1109278869

◆OH
歌集　こころの鉦 ◆OH
大村襄治／著 渇愛 上
永田書房 １９７５．９ 丹羽文雄／著
(１４７ｐ ２０ｃｍ) 新潮社 １９７４．８

OH/91/942 1109279644 (２６９ｐ ２０ｃｍ)
OH/91/817 1109277606

◆OH
歌集潮雷 ◆OH
磯恭清／著 渇愛 下
白玉書房 １８７３．１２ 丹羽文雄／著
(４３０ｐ ２２ｃｍ) 新潮社 １９７４．８

OH/91/792 1109277358 (２６８ｐ ２０ｃｍ)
OH/91/818 1109277614

◆OH
歌集　風塵抄 ◆OH
田岡雁来紅／著 割腹 -虜囚ロッキーを越える-
大阪教書図書 １９７０．１１ 豊田穣／著
(１５９ｐ ２０ｃｍ) 文藝春秋 １９７９．１０

OH/91/631 1109273050 (２９１ｐ ２０ｃｍ)
OH/91/737 1109276814 内容：割腹〔ほか６編〕

太平洋戦争－ドキュメンタリー
OH/91/769 1109277127

◆OH
歌集　わが旅のうた
上山英三／著 ◆OH
雄鶏社 １９６５．７ 哀しきものの記録
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桜井忠温／著 ◆OH
文芸春秋新社 １９５７．１２ 変った種族研究
(２９６ｐ ２０ｃｍ) 吉行淳之介／著

OH/91/309 1109260313 講談社 １９６５．１
(２４１ｐ ２０ｃｍ)
肖像あり

◆OH 日本－伝記
金持大名貧乏大名 OH/91/262 1109259356
松好貞夫／著
人物往来社 １９６４．２
(２７０ｐ ２０ｃｍ) ◆OH

OH/91/382 1109265858 川の音 -わたしの出エジプト記-
中島累蔵／著
新星書房 １９７６．２

◆OH (２２２ｐ ２０ｃｍ)
黴 -小説- OH/91/927 1109278802
徳田秋声／著
日本近代文学館 １９６８．９
(２４９ｐ １６ｃｍ) ◆OH
名著複刻全集近代文学館 ガン回廊の朝（あした）

OH/91/625 1109272995 柳田邦男／著
講談社 １９７９．６
(５７９ｐ ２０ｃｍ)

◆OH 巻末：参考文献
花氷 癌－小説
松本清張 OH/91/68 1109246692
講談社 １９６８．３
(２５２ｐ １８ｃｍ)
Ｒｏｍａｎ　ｂｏｏｋｓ ◆OH

OH/91/961 1109279834 感傷夫人
伊藤整／著
中央公論社 １９７２．１１

◆OH (３１２ｐ ２０ｃｍ)
ガラスの結晶 OH/91/849 1109277929
渡辺淳一／著
講談社 １９７０
(２５３ｐ ２０ｃｍ) ◆OH

OH/91/617 1109272912 完全犯罪の座標
森村誠一／著
講談社 １９７６．６

◆OH (２５５ｐ １９ｃｍ)
カリフォルニヤ OH/91/780 1109277234
阿川弘之／著
新潮社 １９５９．１１
(２７２ｐ ２０ｃｍ) ◆OH

OH/91/495 1109270536 寒窗記
川田順／著
第一書房 １９４０．５

◆OH (３５０ｐ ２０ｃｍ)
華麗なる割腹 OH/91/208 1109254019
南条範夫／著
桃源社 １９８１．７
(２６６ｐ １８ｃｍ) ◆OH

OH/91/885 1109278281 カンナ燃ゆ
亀井正夫／著
亀井正夫 １９７５．３

◆OH (９２ｐ １８ｃｍ)
河上肇詩集 OH/91/863 1109278067
河上肇／著
筑摩書房 １９６６．９
(２４４ｐ １９ｃｍ) ◆OH
筑摩叢書 橄欖と瑩窟

OH/91/442 1109270601 埴谷雄高／著
未来社 １９７２．６
(３１３ｐ １８ｃｍ)

◆OH OH/91/1084 1109317295
河内風土記
今東光／著
新潮社 １９６０．４ ◆OH
(２５１ｐ ２０ｃｍ) 官僚たちの夏

OH/91/268 1109259414 城山三郎／著
新潮社 １９７５．６
(２４３ｐ ２０ｃｍ)
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◆OH
OH/91/843 1109277861 北の怒涛

谷恒生／著
集英社 １９７８．９

◆OH (２９０ｐ ２０ｃｍ)
鬼 OH/91/876 1109278190
綱淵謙錠／著
河出書房新社 １９７７．１２
(２６５ｐ ２０ｃｍ) ◆OH

OH/91/775 1109277184 キチガイ日本
邱永漢／著
南北社 １９６１．６

◆OH (２１８ｐ １９ｃｍ)
記憶の蜃気楼 OH/91/176 1109253482
鈴木信太郎／著
文芸春秋新社 １９６１．３
(２４４ｐ ２０ｃｍ) ◆OH

OH/91/1080 1109317303 記念写真 -藤野昌子遺稿集-
藤野昌子／著 藤野孝子／編
モンド １９７０．１０

◆OH (１６７ｐ １９ｃｍ)
聞書抄 OH/91/633 1109273084
谷崎潤一郎／著
全国書房 １９４６．１２
(１８７ｐ １９ｃｍ) ◆OH

OH/91/256 1109259299 昨日の恥今日の恥
坪田譲治／著
新潮社 １９６１．３

◆OH (２６７ｐ ２０ｃｍ)
帰郷者 昨日の恥,借金について,姉,こわがり屋,昨日の恥今日の恥,手
萩原朔太郎／著 術,老いては,老人独白,老人の歌,息子シカル,まずお爺さんの
白水社 １９４０．７ 話,いまはむかしのものがたり
(２８８ｐ １６ｃｍ) OH/91/293 1109259562

OH/91/178 1109253508

◆OH
◆OH 鬼謀の人

紀行を旅する 司馬遼太郎／著
加藤秀俊／著 新潮社 １９６４．７
中央公論社 １９８４．４ (２６８ｐ ２０ｃｍ)
(３１３ｐ ２０ｃｍ) OH/91/340 1109263622
内容：大館から阿仁へ（菅江真澄遊覧記）〔ほか１１編〕
日本－紀行・案内記 文学地理
4-12-001292-1 ◆OH

OH/91/670 1109273456 きもの歳時記
森田たま ／著
読売新聞社 １９６９．１０

◆OH (２３７ｐ １９ｃｍ)
雉の声 OH/91/715 1109276590
熊谷太三郎／著
白玉書房 １９７３．７
(２０８ｐ ２０ｃｍ) ◆OH

OH/91/802 1109277457 逆転の人生
源氏鶏太／著
東京文芸社 １９６８．９

◆OH (３２６ｐ １８ｃｍ)
起承転結殺人事件 ＴＯＫＹＯ　ＢＯＯＫＳ
赤川次郎／〔著〕 OH/91/417 1109266203
講談社 １９８４．１０
(３２１ｐ １５ｃｍ)
講談社文庫 ◆OH
4-06-183407-X 鏡花全集 巻１

OH/91/1074 1109284503 泉鏡太郎／著
岩波書店 １９４２
(７１５，７１ｐ　肖像 ２０ｃｍ)

◆OH 内容：冠弥左衛門，活人形，金時計，大和心，予備兵，海戦の
鬼女山房記 余波，譬喩談，義血侠血，乱菊，鬼の角，取舵，聾の一心，秘
野上弥生子／著 妾伝，夜行巡査．　泉鏡花年譜，泉鏡花作品　年表
岩波書店 １９６４．８ OH/91/1 1109240802
(２５１ｐ １９ｃｍ)

OH/91/170 1109253425
◆OH

鏡花全集 巻２
泉鏡太郎／著
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岩波書店 １９４２
(６５２ｐ ２０ｃｍ)
内容：旅僧，外科室，妙の宮，鐘声夜半録，貧民倶楽部，黒猫 ◆OH
，ねむり看守，八万六千四百囘，化銀杏，一之巻，二之巻，三 鏡花全集 巻２０
之巻，四之巻，五之巻，六之巻，誓之巻，蓑谷，五の君，紫陽 泉鏡太郎／著
花，毬粟，照葉狂言 岩波書店 １９４１

OH/91/2 1109244416 (６４８ｐ ２０ｃｍ)
内容：柳の横町，手習，縁日商品，伯爵の釵，売色鴨南蛮，瓜
の涙，榲［ボツ］に目鼻のつく話，唄立山心中一曲，鯛，斉，

◆OH 蝶々の目，毘首羯摩
鏡花全集 巻３ OH/91/9 1109244481
泉鏡太郎／著
岩波書店 １９４１
(６３７ｐ ２０ｃｍ) ◆OH
内容：竜潭譚，勝手口，Ｘ蟷螂鰒鉄道，化鳥，凱旋祭，堅パン 鏡花全集 巻２３
，さ丶蟹，風流蝶花形，清心庵，怪語，な丶もと桜，髯題目， 泉鏡太郎／著
山中哲学，暗まぎれ，玄武朱雀 岩波書店 １９４２

OH/91/3 1109244424 (８３６ｐ ２０ｃｍ)
内容：駒の話，絵本の春，隣の糸，半島一奇抄，卵塔場の天女
，河伯令嬢，ピストルの使ひ方，飛剣幻なり，木の子説法，古

◆OH 狢，貝の穴に河童の居る事，菊あはせ，白花の朝顔，灯明之巻
鏡花全集 巻６ ，神鷺之巻，開扉一妖帖
泉鏡太郎／著 OH/91/10 1109244499
岩波書店 １９４１
(６５８ｐ ２０ｃｍ)
内容：月下園，みちゆき松の露，うしろ髪，長屋刃傷，三枚続 ◆OH
，式部小路，女肩衣，葛飾砂子，裸蝋燭，政談十二社，処方秘 鏡花全集 巻２６
箋，斧の舞，雪の翼，風流後妻打，水鶏の里，註文帳，蠅を憎 泉鏡太郎／著
む記 岩波書店 １９４２

OH/91/4 1109244432 (７８２ｐ ２０ｃｍ)
内容：紅玉，海神別荘，恋女房，湯島の境内，錦染滝白糸，日
本橋，天守物語，山吹，戦国茶漬，多神教，お忍び，かきぬき

◆OH OH/91/11 1109244507
鏡花全集 巻７
泉鏡太郎／著
岩波書店 １９４２ ◆OH
(６８９ｐ ２０ｃｍ) 鏡花全集 巻２７
内容：袖屏風，女仙前記，きぬぎぬ川，妖僧記，祝杯，波がし 泉鏡太郎／著
ら，青切符，やどり木，お留守さま，親子そば三人客，起誓文 岩波書店 １９４２
，舞の袖，二世の契，千歳の針，置炬燵，伊勢之巻，薬草取， (８３０ｐ ２０ｃｍ)
侠言，鷺の灯，留守見舞 内容：小品　神楽坂七不思議，妖怪年代記，鉄槌の音，迷子，

OH/91/5 1109244440 十万石，怪談女の輪，森の紫陽花，山の手小景，術三則，聞き
たるま丶，花間文字，妙齢，銭湯，松の葉，昼の裡，麦搗，鑑
定，人参，一席話，唐模様，廓そだち，みつ柏，雛がたり，五

◆OH 月より，月令十二態，番茶話，婦人十一題，くさびら，祭のこ
鏡花全集 巻９ と，露宿，十六夜，間引菜，春着，湯どうふ，二三羽－十二三
泉鏡太郎／著 羽，玉川の草，火の用心の事，真夏の梅，麻を刈る，深川浅景
岩波書店 １９４２ ，鳥影，九九九会小記，木莵俗見，若菜のうち．紀行　弥次行
(６７４ｐ ２０ｃｍ) ，熱海の春，城の石垣，吉浦蜆，道中一枚絵その１，道中一枚
内容：千鳥川，外国軍事通信員，柳小島，わか紫，銀短冊，瓔 絵その２，左の窓，日記の端，大阪まで，七宝の柱，飯坂ゆき
珞品，少年行，胡蝶之曲，女客，悪獣篇，海異記，月夜遊女 ，雨ふり，玉造日記，栃の実，城崎を憶ふ，十和田湖，御存じ

OH/91/6 1109244457 より，啄木鳥，十和田の夏霧．唄　俳句
OH/91/12 1109244515

◆OH
鏡花全集 巻１６ ◆OH
泉鏡太郎／著 鏡花全集 巻２８
岩波書店 １９４２ 泉鏡太郎／著
(６８７ｐ ２０ｃｍ) 岩波書店 １９４２
内容：紅葛，桜心中，桜貝，新通夜物語，星の歌舞伎，夕顔， (８４６ｐ ２０ｃｍ)
蒔絵もの，懸香，白金之絵図，浮舟，袙奇譚，人魚の祠 内容：未定稿　竜膽と撫子・続篇，雑記，雑録，弔詞，報条，

OH/91/7 1109244465 尺牘，序題，広告，談話
OH/91/13 1109244523

◆OH
鏡花全集 巻１７ ◆OH
泉鏡太郎／著 梟首
岩波書店 １９４２ 南条範夫／著
(６８９ｐ ２０ｃｍ) 東京文芸社 １９６７．６
内容：萩薄内証話，通ひ路，木曽の紅蝶，町双六，時雨の姿， (２７２ｐ １８ｃｍ)
伊達羽子板，炎さばき，幻の絵馬，峰茶屋心中，二人連れ，卯 南条範夫残酷全集
辰新地，継三味線，黒髪，友染火鉢，茸の舞姫 OH/91/410 1109266138

OH/91/8 1109244473
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石川達三／著
◆OH 新潮社 １９６６

京の歌ごよみ (２６６ｐ ２０ｃｍ)
吉井勇／著 OH/91/455 1109269744
再版
ダヴィッド社 １９６０．１２
(２８０ｐ １９ｃｍ) ◆OH
洛東雑記 他7篇 近代史幻想

OH/91/165 1109251973 河上徹太郎／著
文藝春秋 １９７４．６
(２７５ｐ ２０ｃｍ)

◆OH OH/91/661 1109273365
楽欲
宇能鴻一郎／著
新潮社 １９６５．１２ ◆OH
(２３１ｐ ２０ｃｍ) 近代日本の作家と作品

OH/91/329 1109263515 片岡良一／著
岩波書店 １９５４．８
(６４２ｐ ２２ｃｍ)

◆OH OH/91/159 1109251916
虚構の家
曽野綾子／著
読売新聞社 １９７４．４ ◆OH
(２５１ｐ ２０ｃｍ) 近代はもう終った

OH/91/869 1109278125 中河与一／著
雪華社 １９６２．４
(２４４ｐ １８ｃｍ)

◆OH OH/91/162 1109251940
虚点の思想 -動乱を越えるもの-
日野啓三／著
永田書房 １９６８．１２ ◆OH
(２５５ｐ ２０ｃｍ) 空港へ -太平洋海空戦記-

OH/91/1072 1109284487 豊田穣／著
光人社 １９７９．７
(２６７ｐ ２０ｃｍ)

◆OH OH/91/872 1109278158
きりえ -句集-
竹田鐵三／著
竹田鉄三神父古稀記念出版委員会 １９７１．１０ ◆OH
(２１１ｐ １９ｃｍ) 偶然録

OH/91/923 1109278760 川田順／著
OH/91/137 1109230944 湯川弘文社 １９４２．１１

(３１５ｐ １９ｃｍ)
OH/91/212 1109254050

◆OH
霧の罠
高木彬光／著 ◆OH
光文社 １９６８．３ 空母信濃の生涯
(２８５ｐ １８ｃｍ) 豊田穣／著
カッパ・ノベルス 集英社 １９８０．４

OH/91/607 1109272813 (２７６，２ｐ ２０ｃｍ)
付：参考及び引用文献

OH/91/813 1109277564
◆OH

帰林鳥語
吉川幸次郎／著 ◆OH
岩波書店 １９７０．１０ 草の陰刻 下
(１９３ｐ １９ｃｍ) 松本清張／著

OH/91/957 1109279792 講談社 １９６７．６
(２３０ｐ １８ｃｍ)

OH/91/80 1109246817
◆OH

金閣寺
三島由紀夫／著 ◆OH
１４刷改版 句集乾坤
新潮社 １９６７．３ 佐渡卓／著
(２８０ｐ １６ｃｍ) ［佐渡卓］ １９６０．５
新潮文庫 (２３５ｐ １９ｃｍ)

OH/91/453 1109269728 OH/91/118 1109251197

◆OH ◆OH
金環蝕 句集続春曙
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鈴木三樹／著 (２５６ｐ １８ｃｍ)
木太刀社 １９６１．１２ Ｔｏｋｙｏ　ｂｏｏｋｓ
(３２１ｐ １９ｃｍ) OH/91/496 1109270544

OH/91/425 1109266286

◆OH
◆OH 黒部の太陽 -日本人の記録-

句集白峰 木本正次／著
清水海夕／編 毎日新聞社 １９６４．１１
清水能澄 １９６２．６ (３１７ｐ １９ｃｍ)
(２０３ｐ １９ｃｍ) 毎日ノンフィクション・シリーズ

OH/91/132 1109251825 OH/91/353 1109265551

◆OH ◆OH
駆逐艦雪風 -誇り高き不沈艦の生涯- 経済小説名作選
永富映次郎／著 日本ペンクラブ／編 城山三郎／選
改訂新版 集英社 １９８０．７
出版協同社 １９８０．４ (４４８ｐ １６ｃｍ)
916 集英社文庫
(２５２ｐ １９ｃｍ) 内容：　セメント樽の中の手紙　／　葉山嘉樹著
太平洋戦争（１９４１～１９４５） 小説（日本）－小説集

OH/91/873 1109278166 OH/91/877 1109278208

◆OH ◆OH
雲ながるる果てに -戦没海軍飛行予備学生の手記- 形相 -歌集-
白鴎遺族会／編 南原繁／著
河出書房新社 １９６７．４ 創元社 １９４８．３
916 (２９８ｐ １９ｃｍ)
(２８４ｐ　図版 ２０ｃｍ) OH/91/235 1109258986
太平洋戦争（１９４１～１９４５）

OH/91/439 1109270577
◆OH

けたはずれ人生
◆OH 松尾国三／著

雲悠々 ［松尾国三］ １９７６．６
尾崎士郎／著 (３４９ｐ ２２ｃｍ)
酣灯社 １９４５．１１ OH/91/910 1109278638
(９５ｐ ２１ｃｍ)

OH/91/657 1109273324
◆OH

結婚の生態
◆OH 石川達三／著

栗の実のうた 改版
礒野栗子／著 新潮社 １９６８．７
栗の子刊行会 １９７３．１ (２１５ｐ １５ｃｍ)
(３８３ｐ ２２ｃｍ) OH/91/937 1109278893

OH/91/745 1109276889

◆OH
◆OH 訣別の時

黒い樹海 -長編推理小説- 黒岩重吾／著
松本清張／著 新潮社 １９７７．１２
光文社 １９６２．１０ (２４７ｐ ２０ｃｍ)
(２６６ｐ １８ｃｍ) OH/91/903 1109278562
カッパ・ノベルス

OH/91/283 1109259661
◆OH

下頭橋由来
◆OH 吉川英治／著

黒い船渠（ドック） 六興出版社 １９５３．７
梶山季之／著 (４０１ｐ １９ｃｍ)
集英社 １９６５．１２ 吉川英治短編集
(２４６ｐ １８ｃｍ) 下頭橋由来,静御前,細川ガラシヤ夫人,鬼,旗岡巡査,退屈兵学
コンパクト・ブックス 者,茶漬三略,悲願の旗

OH/91/416 1109266195 OH/91/242 1109259158

◆OH ◆OH
黒の捜査 獣たちの熱い眠り
佐賀潜／著 勝目梓／箸
東京文芸社 １９６７．４ 徳間書店 １９７８．１２
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◆OH
(２３６ｐ １８ｃｍ) 源氏物語 巻６
ＴＯＫＵＭＡ　ＮＯＶＥＬＳ ［紫式部／著］ 谷崎潤一郎／訳

OH/91/763 1109277069 中央公論社 １９３９．６
(２，１０６ｐ ２３ｃｍ)
内容：澪標, 蓬生, 關屋

◆OH OH/91/16-2 1109244580
けもの道は暗い OH/91/583-2 1109271583
辻井喬／著
角川書店 １９７７．１１
(２２２ｐ ２０ｃｍ) ◆OH

OH/91/1087 1109336147 源氏物語 巻７
［紫式部／著］ 谷崎潤一郎／訳
中央公論社 １９３９．７

◆OH (２，１１０ｐ ２３ｃｍ)
剣士凡て斃る 内容：繪合, 松風, 薄雲
南条範夫／著 OH/91/584-1 1109271591
東京文芸社 １９６５．１ OH/91/17-1 1109244598
(２９３ｐ １８ｃｍ)
南条範夫残酷全集

OH/91/337 1109263598 ◆OH
源氏物語 巻８
［紫式部／著］ 谷崎潤一郎／訳

◆OH 中央公論社 １９３９．７
源氏物語 巻１ (２，１１８ｐ ２３ｃｍ)
［紫式部／著］ 谷崎潤一郎／訳 内容：槿, 乙女
中央公論社 １９３９．１ OH/91/17-2 1109244606
(２４，１５４ｐ ２３ｃｍ) OH/91/584-2 1109271609
桐壺, 帚木, 空蟬

OH/91/14-1 1109244531
OH/91/581-1 1109271534 ◆OH

源氏物語 巻９
［紫式部／著］ 谷崎潤一郎／訳

◆OH 中央公論社 １９３９．８
源氏物語 巻２ (２，１３２ｐ ２３ｃｍ)
［紫式部／著］ 谷崎潤一郎／訳 内容：玉鬘, 初音, 胡蝶
中央公論社 １９３９．１ OH/91/585-1 1109271617
(２，１６６ｐ ２３ｃｍ) OH/91/18-1 1109244614
内容：夕顔, 若紫

OH/91/14-2 1109244549
OH/91/581-2 1109271542 ◆OH

源氏物語 巻１０
［紫式部／著］ 谷崎潤一郎／訳

◆OH 中央公論社 １９３９．８
源氏物語 巻３ (２，１６４ｐ ２３ｃｍ)
［紫式部／著］ 谷崎潤一郎／訳 内容：螢, 常夏, 篝火, 野分, 行幸
中央公論社 １９３９．４ OH/91/585-2 1109271625
(２，１２０ｐ ２３ｃｍ) OH/91/18-2 1109244622
内容：末摘花, 紅葉賀, 花宴

OH/91/15-1 1109244556
OH/91/582-1 1109271559 ◆OH

源氏物語 巻１１
［紫式部／著］ 谷崎潤一郎／訳

◆OH 中央公論社 １９３９．１０
源氏物語 巻４ (２，１６４ｐ ２３ｃｍ)
［紫式部／著］ 谷崎潤一郎／訳 内容：藤袴, 眞木柱, 梅枝, 藤裏葉
中央公論社 １９３９．４ OH/91/586-1 1109271633
(２，１７０ｐ ２３ｃｍ) OH/91/19-1 1109244630
内容：葵, 賢木, 花散里

OH/91/15-2 1109244564
OH/91/582-2 1109271567 ◆OH

源氏物語 巻１２
［紫式部／著］ 谷崎潤一郎／訳

◆OH 中央公論社 １９３９．１０
源氏物語 巻５ (２，１７８ｐ ２３ｃｍ)
［紫式部／著］ 谷崎潤一郎／訳 内容：若菜 上
中央公論社 １９３９．６ OH/91/586-2 1109271641
(２，１５０ｐ ２３ｃｍ) OH/91/19-2 1109244648
内容：須磨, 明石

OH/91/583-1 1109271575
OH/91/16-1 1109244572 ◆OH

源氏物語 巻１５
［紫式部／著］ 谷崎潤一郎／訳
中央公論社 １９４０．３
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(２，１３６ｐ ２３ｃｍ) OH/91/23-2 1109245728
内容：夕霧

OH/91/588-1 1109271674
OH/91/20-1 1109244655 ◆OH

源氏物語 巻１３
［紫式部／著］ 谷崎潤一郎／訳

◆OH 中央公論社 １９３９．１２
源氏物語 巻１６ (１７０ｐ ２３ｃｍ)
［紫式部／著］ 谷崎潤一郎／訳 内容：若菜 下
中央公論社 １９４０．３ OH/91/358 1109265601
(２，２０６ｐ ２３ｃｍ) OH/91/587-1 1109271658
内容：御法, 幻, 雲隠, 匂宮, 紅梅, 竹河

OH/91/20-2 1109244663
OH/91/588-2 1109271682 ◆OH

源氏物語 巻１４
［紫式部／著］ 谷崎潤一郎／訳

◆OH 中央公論社 １９３９．１２
源氏物語 巻１７ (１３２ｐ ２３ｃｍ)
［紫式部／著］ 谷崎潤一郎／訳 内容：柏木，横笛，鈴虫
中央公論社 １９４０．６ OH/91/587-2 1109271666
(２，１４２ｐ ２３ｃｍ) OH/91/359 1109265619
内容：橋姫, 椎本

OH/91/589-1 1109271690
OH/91/21-1 1109244671 ◆OH

源氏物語 巻２１
［紫式部／著］ 谷崎潤一郎／訳

◆OH 中央公論社 １９４０．１２
源氏物語 巻１８ (２，２，１３６ｐ ２３ｃｍ)
［紫式部／著］ 谷崎潤一郎／訳 内容：浮舟
中央公論社 １９４０．６ OH/91/591-1 1109272631
(２，２０８ｐ ２３ｃｍ)
内容：總角, 早蕨

OH/91/589-2 1109271708 ◆OH
OH/91/21-2 1109244689 源氏物語 巻２２

［紫式部／著］ 谷崎潤一郎／訳
中央公論社 １９４０．１２

◆OH (２，２，１１０ｐ ２３ｃｍ)
源氏物語 巻１９ 内容：蜻蛉
［紫式部／著］ 谷崎潤一郎／訳 OH/91/591-2 1109272649
中央公論社 １９４０．９
(２，１７４ｐ ２３ｃｍ)
内容：寄生 ◆OH

OH/91/590-1 1109272615 源氏物語 巻２５
OH/91/22-1 1109244697 ［紫式部／著］ 谷崎潤一郎／訳

中央公論社 １９４１．７
(２，２，１８６ｐ ２３ｃｍ)

◆OH 内容：源氏物語和歌講義 下巻
源氏物語 巻２０ OH/91/593-1 1109272672
［紫式部／著］ 谷崎潤一郎／訳
中央公論社 １９４０．９
(２，１２２ｐ ２３ｃｍ) ◆OH
内容：東屋 源氏物語 第２６

OH/91/22-2 1109244705 ［紫式部／著］ 谷崎潤一郎／訳
OH/91/590-2 1109272623 中央公論社 １９４１．７

(２，２，２０２ｐ ２３ｃｍ)
内容：源氏物語系図，源氏物語年立，源氏物語梗概，奥書

◆OH OH/91/593-2 1109272680
源氏物語 巻２３
［紫式部／著］ 谷崎潤一郎／訳
中央公論社 １９４１．４ ◆OH
(２，１５６ｐ ２３ｃｍ) 元首の謀叛
内容：手習, 夢浮橋 中村正軌／著

OH/91/592-1 1109272656 文藝春秋 １９８０．７
OH/91/23-1 1109245710 (３３１ｐ ２０ｃｍ)

OH/91/889 1109278323

◆OH
源氏物語 巻２４ ◆OH
［紫式部／著］ 谷崎潤一郎／訳 現代日本文学史
中央公論社 １９４１．４ 吉田精一／著
(２，２，１８８ｐ ２３ｃｍ) 筑摩書房 １９６３．９
内容：源氏物語和歌講義 上巻 (２２２ｐ １９ｃｍ)

OH/91/592-2 1109272664 日本文学－歴史
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OH/91/152 1109251866

◆OH
◆OH 現代日本文学全集 第２０篇

現代日本文学全集 第１６篇 上田敏／著者代表
島崎春樹／著 改造社 １９２９．１２
改造社 １９２７．３ (５２７ｐ ２３ｃｍ)
(３２４ｐ ２３ｃｍ) OH/91/561 1109271336

OH/91/557 1109271294

◆OH
◆OH 現代日本文学全集 第１７篇

現代日本文学全集 第１４篇 田山花袋／著
泉鏡太郎／著 改造社 １９３０．２
改造社 １９２８．９ (６０６ｐ ２３ｃｍ)
(５５９ｐ ２３ｃｍ) OH/91/558 1109271302

OH/91/555 1109271278

◆OH
◆OH 現代日本文学全集 第４０篇

現代日本文学全集 第１１篇 伊藤左千夫／［ほか］著
正岡子規／著 改造社 １９３０．５
改造社 １９２８．５ (６０７ｐ ２３ｃｍ)
(５７４ｐ ２３ｃｍ) 内容：伊藤左千夫集，長塚節集，高浜虚子集

OH/91/552 1109271245 OH/91/576 1109271484

◆OH ◆OH
現代日本文学全集 第１５篇 現代日本文学全集 第３４篇
国木田独歩／著 中村吉蔵／著
改造社 １９２７．４ 改造社 １９２８．６
(３３２ｐ ２３ｃｍ) (６２２ｐ ２３ｃｍ)

OH/91/556 1109271286 OH/91/571 1109271435

◆OH ◆OH
現代日本文学全集 第１３篇 現代日本文学全集 第４５篇
高山樗牛／ほか著 石川一／著
改造社 １９２８．１２ 改造社 １９２８．７
(５５９ｐ ２３ｃｍ) (５８２ｐ ２３ｃｍ)

OH/91/554 1109271260 OH/91/578 1109271500

◆OH ◆OH
現代日本文学全集 第５篇 現代日本文学全集 第３８篇
三宅雪嶺／著 山本三生／編
改造社 １９３１．１ 改造社 １９２９．９
(５４３ｐ ２３ｃｍ) (５４３ｐ ２３ｃｍ)

OH/91/546 1109271187 OH/91/575 1109271476

◆OH ◆OH
現代日本文学全集 第２９篇 現代日本文学全集 第３０篇
改造社 １９２７．８ 芥川龍之助／著
(５５８ｐ ２３ｃｍ) 改造社 １９２８．１
内容：里見弴集，佐藤春夫集（里見弴　佐藤春夫／著） (５５０ｐ ２３ｃｍ)

OH/91/566 1109271385 OH/91/567 1109271393

◆OH ◆OH
現代日本文学全集 第１８篇 現代日本文学全集 第４８篇
徳田秋声／著 広津和郎／［ほか］著
改造社 １９２８．１１ １９２９．１１
(５１０ｐ ２３ｃｍ) (５０３ｐ ２３ｃｍ)

OH/91/559 1109271310 内容：広津和郎集，葛西善蔵集，宇野浩二集
OH/91/580 1109271526

◆OH
現代日本文学全集 第２５篇 ◆OH
志賀直哉／著 現代日本文学全集 第１９篇
改造社 １９２８．７ 改造社 １９２７．６
(４８７ｐ ２３ｃｍ) (４１４ｐ ２３ｃｍ)

OH/91/564 1109271369 OH/91/560 1109271328
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◆OH
現代日本文学全集 第２７篇

◆OH 有島武郎／他著
現代日本文学全集 第１０篇 １９２７．７
二葉亭四迷，嵯峨の屋御室／著 (５２６ｐ ２３ｃｍ)
改造社 １９２８．１０ OH/91/565 1109271377
(５５８ｐ ２３ｃｍ)

OH/91/551 1109271237
◆OH

現代日本文学全集 第２２篇
◆OH 永井壮吉／著

現代日本文学全集 第９篇 改造社 １９２７．９
改造社 １９２７．１ (４９４ｐ ２３ｃｍ)
(３１６ｐ ２３ｃｍ) OH/91/563 1109271351

OH/91/550 1109271229

◆OH
◆OH 現代日本文学全集 第２１篇

現代日本文学全集 第８篇 正宗白鳥／著
幸田露伴／著 改造社 １９２９．２
改造社 １９２７．１２ (５０２ｐ ２３ｃｍ)
(４９４ｐ ２３ｃｍ) OH/91/562 1109271344

OH/91/549 1109271211

◆OH
◆OH 現代日本文学全集 第７篇

現代日本文学全集 第３３篇 広津柳浪ほか／著
鈴木三重吉／著作者代表 改造社 １９２９．３
改造社 １９２８．３ (５０３ｐ ２３ｃｍ)
(５６６ｐ ２３ｃｍ) OH/91/548 1109271203

OH/91/570 1109271427

◆OH
◆OH 現代日本文学全集 第６篇

現代日本文学全集 第３２篇 尾崎紅葉／著
近松秋江，久米正雄／著 改造社 １９２６．１２
改造社 １９２８．４ (３１１，４ｐ ２３ｃｍ)
(５６６ｐ ２３ｃｍ) OH/91/547 1109271195

OH/91/569 1109271419

◆OH
◆OH 現代日本文学全集 第３篇

現代日本文学全集 第３１篇 森林太郎／著
菊池寛／著 改造社 １９２８．１
１９２７．５ (５２６ｐ ２３ｃｍ)
(３６０ｐ ２３ｃｍ) OH/91/545 1109271179

OH/91/568 1109271401

◆OH
◆OH 現代日本文学全集 第１２篇

現代日本文学全集 第３７篇 徳富蘆花／著
島崎藤村／［ほか］著 改造社 １９２７．１０
改造社 １９２９．４ (５５８ｐ ２３ｃｍ)
(５９５ｐ ２３ｃｍ) OH/91/553 1109271252

OH/91/574 1109271468

◆OH
◆OH 現代日本文学全集 ６９

現代日本文学全集 第３６篇 筑摩書房 １９５８．６
戸川明三／著者代表 (４２３ｐ ２３ｃｍ)
改造社 １９２９．８ OH/91/114 1109251155
(５５８ｐ ２３ｃｍ)

OH/91/573 1109271450
◆OH

現代日本文学全集 ８９
◆OH 筑摩書房 １９５８．２

現代日本文学全集 第３５篇 (４４５ｐ　図版 ２３ｃｍ)
中村吉蔵／著 OH/91/115 1109251163
改造社 １９２９．１０
(５０３ｐ ２３ｃｍ)

OH/91/572 1109271443 ◆OH
現代日本文学全集 ５５
筑摩書房 １９５６．１０
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(４３１ｐ ２３ｃｍ)
森鴎外集 ◆OH
即興詩人,青年,文づかひ,追儺,鶏,あそび,沈黙の塔,心中,不思 現代文学大系 ６０
議な鏡,羽鳥千尋,藤棚,大塩平八郎,堺事件,安井夫人,栗山大膳 筑摩書房 １９６３．１０
,最後の一句,椙原品,独逸日記. 森鴎外のロマンティシズム(佐 (５２０ｐ　図版１枚 ２０ｃｍ)
藤春夫) OH/91/362 1109265643

OH/91/299 1109260222

◆OH
◆OH 幻談

現代日本文学全集 第１篇 幸田露伴／著
山本三生／編纂 岩波書店 １９４７．９
改造社 １９３１．１ (２４２ｐ １９ｃｍ)
(６２２ｐ ２３ｃｍ) OH/91/200 1109253722

OH/91/543 1109271153

◆OH
◆OH 古泉千樫とその歌

現代日本文学全集 第２篇 橋本徳壽／著
坪内雄藏／著 第３版
改造社 １９２９．６ 三省堂 １９４２．１
(５０３ｐ ２３ｃｍ) (３８４ｐ １９ｃｍ)

OH/91/544 1109271161 OH/91/199 1109253714

◆OH ◆OH
現代日本文学全集 第４３篇 小泉八雲全集 第１巻
岡本綺堂／著 長田幹彦／著 ラフカディオ・ハーン／著
改造社 １９３０．３ 学生版
(６０６ｐ ２３ｃｍ) 第一書房 １９３０．１１

OH/91/577 1109271492 (６２４ｐ ２０ｃｍ)
OH/91/520 1109270924

◆OH
現代日本文学全集 第４６篇 ◆OH
山本有三 倉田百三／著 小泉八雲全集 第２巻
改造社 １９２９．１２ ラフカディオ・ハーン／著
(６３８ｐ ２３ｃｍ) 学生版

OH/91/579 1109271518 第一書房 １９３１．２
(６９９ｐ ２０ｃｍ)

OH/91/521 1109270932
◆OH

現代の悪魔
福田恒存／著 ◆OH
新潮社 １９６２．５ 小泉八雲全集 第３巻
(２７８ｐ ２０ｃｍ) ラフカディオ・ハーン／著

OH/91/310 1109260321 学生版
第一書房 １９３１．１２
(８９５ｐ ２０ｃｍ)

◆OH OH/91/522 1109270940
現代俳句 上巻
山本健吉／著
５版 ◆OH
角川書店 １９５３．４ 小泉八雲全集 第４巻
(２０１ｐ １８ｃｍ) ラフカディオ・ハーン／著
角川新書 学生版
俳句－評釈 第一書房 １９３１．９

OH/91/300 1109260230 (５４９ｐ ２０ｃｍ)
OH/91/523 1109270957

◆OH
現代文学大系 ２５ ◆OH
筑摩書房 １９６３．９ 小泉八雲全集 第５巻
(５０１ｐ　図版１枚 ２０ｃｍ) ラフカディオ・ハーン／著

OH/91/127 1109251775 学生版
第一書房 １９３０．１０
(６４０ｐ ２０ｃｍ)

◆OH OH/91/524 1109270965
現代文学大系 ５８
筑摩書房 １９６３．１２
(５１０ｐ　図版１枚 ２０ｃｍ) ◆OH

OH/91/128 1109251783 小泉八雲全集 第６巻
ラフカディオ・ハーン／著
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外征版 第一書房 １９６１．１１
第一書房 １９３１．５ (６３７ｐ ２０ｃｍ)
(６６９ｐ ２０ｃｍ) OH/91/533 1109271054

OH/91/525 1109270973

◆OH
◆OH 小泉八雲全集 第１５巻

小泉八雲全集 第７巻 ラフカディオ・ハーン／著
ラフカディオ・ハーン／著 学生版
学生版 第一書房 １９３２．１
第一書房 １９３１．１ (６６９ｐ ２０ｃｍ)
(５３０ｐ ２０ｃｍ) OH/91/534 1109271062

OH/91/526 1109270981

◆OH
◆OH 小泉八雲全集 第１６巻

小泉八雲全集 第８巻 ラフカディオ・ハーン／著
ラフカディオ・ハーン／著 学生版
学生版 第一書房 １９３２．２
第一書房 １９３１．７ (６５０ｐ ２０ｃｍ)
(５３５ｐ ２０ｃｍ) OH/91/535 1109271070

OH/91/527 1109270999

◆OH
◆OH 小泉八雲全集 第１７巻

小泉八雲全集 第９巻 ラフカディオ・ハーン／著
ラフカディオ・ハーン／著 学生版
学生版 第一書房 １９３２．３
第一書房 １９３１．６ (６１９ｐ ２０ｃｍ)
(６３９ｐ ２０ｃｍ) OH/91/536 1109271088

OH/91/528 1109271005

◆OH
◆OH 小泉八雲全集 別冊

小泉八雲全集 第１０巻 ラフカディオ・ハーン／著
ラフカディオ・ハーン／著 学生版
学生版 第一書房 １９３０．１２
第一書房 １９３１．３ (５０９，８ｐ ２０ｃｍ)
(６８８ｐ ２０ｃｍ) OH/91/537 1109271096

OH/91/529 1109271013

◆OH
◆OH 項羽と劉邦 上巻

小泉八雲全集 第１１巻 司馬遼太郎／著
ラフカディオ・ハーン／著 新潮社 １９８０．５
学生版 (３３０ｐ ２０ｃｍ)
第一書房 １９３１．１０ OH/91/898 1109278513
(６４８ｐ ２０ｃｍ)

OH/91/530 1109271021
◆OH

項羽と劉邦 中巻
◆OH 司馬遼太郎／著

小泉八雲全集 第１２巻 新潮社 １９８０．７
ラフカディオ・ハーン／著 (２９９ｐ ２０ｃｍ)
学生版 OH/91/786 1109277291
第一書房 １９３１．４
(６８２ｐ ２０ｃｍ)

OH/91/531 1109271039 ◆OH
香雲 -詩集-
川田順／著

◆OH 創元社 １９４６．１１
小泉八雲全集 第１３巻 (４，１１８ｐ １９ｃｍ)
ラフカディオ・ハーン／著 OH/91/218 1109254100
学生版
第一書房 １９３１．８
(７３０ｐ ２０ｃｍ) ◆OH

OH/91/532 1109271047 考證永井荷風
秋庭太郎／著
岩波書店 １９６６．９

◆OH (７３２ｐ ２０ｃｍ)
小泉八雲全集 第１４巻 OH/91/1082 1109318426
ラフカディオ・ハーン／著
学生版
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◆OH OH/91/325 1109263473
幸福の限界
石川達三／著
改版 ◆OH
新潮社 １９６９．１２ 心残りの記
(２１１ｐ １６ｃｍ) 久保田万太郎／著

OH/91/938 1109278901 筑摩書房 １９５８．７
(３１２ｐ ２０ｃｍ)

OH/91/190 1109253623
◆OH

後楽 -山中三里句集-
山中三里／著 ◆OH
１９７７．１２ こころの窓
(２２４ｐ １９ｃｍ) 芹沢光治良／著

OH/91/926 1109278794 新潮社 １９６６．１
(２０４ｐ ２０ｃｍ)
内容：野の花　他２６篇

◆OH OH/91/327 1109263499
虚空の舞い
西村寿行／著
徳間書店 １９８１．２ ◆OH
(２７７ｐ ２０ｃｍ) 古今名吟集 -全日本詩吟道連盟-

OH/91/67 1109246684 岩淵神風／編
［全日本詩吟道連盟本部］ １９６５．４
(１９２ｐ １５ｃｍ)

◆OH OH/91/1075 1109284511
黒白の虹
高木彬光／著
光文社 １９６３．１２ ◆OH
(３０８ｐ １８ｃｍ) 五山文学史稿
カッパ・ノベルス 北村澤吉／著

OH/91/278 1109259612 富山房 １９４２．４
(８７６ｐ ２２ｃｍ)

OH/91/223 1109254159
◆OH

国文学の文献学的研究
佐々木信綱／著 ◆OH
岩波書店 １９３５．７ 古事記
(３，１３，４３９，５ｐ ２２ｃｍ) 倉野憲司／訳

OH/91/108 1109247096 河出書房 １９５５．１２
(１９３ｐ １９ｃｍ)
現代語譯日本古典文學全集

◆OH OH/91/73 1109246742
国民の文学 -カラ－版- 第１
河出書房新社 １９６９
(４７６ｐ　図版 ２０ｃｍ) ◆OH
内容：大菩薩峠．　年譜（大衆文学研究会）　解説（多田道太 古城物語 続
郎） 南条範夫／著

OH/91/730 1109276749 文芸春秋新社 １９６１．１２
(１８７ｐ ２０ｃｍ)
内容：七尾城の桜の馬場　他七篇

◆OH OH/91/142 1109230993
国民の文学 ２１
河出書房 １９６７．１０
(４４６ｐ ２０ｃｍ) ◆OH
内容：火の縄，無宿人別帳他 後白河院

OH/91/742 1109276863 井上靖／著
筑摩書房 １９７２．６
(２１８ｐ ２２ｃｍ)

◆OH OH/91/704 1109276483
極楽から来た
佐藤春夫／著 芹沢銓介／絵
講談社 １９６１．２ ◆OH
(３５３ｐ １６×２２ｃｍ) 枯草録

OH/91/357 1109265593 川田順／著
全国書房 １９４６．７
(２５５ｐ １９ｃｍ)

◆OH OH/91/392 1109265957
心に太陽を持て
山本有三／編著
新潮社 １９５６．４ ◆OH
(２８２ｐ １８ｃｍ) 古代の光を求めて -西欧の源流-
新編日本少国民文庫 村松剛／著
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角川書店 １９６４．２
(２０２ｐ １８ｃｍ)
角川新書 ◆OH

OH/91/222 1109254142 古典日本文学全集 ６
筑摩書房 １９６２．４
(３９５ｐ　図版 ２３ｃｍ)

◆OH OH/91/460 1109269793
胡蝶の夢 １
司馬遼太郎／著
新潮社 １９７９．７ ◆OH
(２４８ｐ ２０ｃｍ) 古典日本文学全集 ７

OH/91/827 1109277705 筑摩書房 １９６０．７
(４６５ｐ　図版 ２３ｃｍ)
内容:王朝物語集 竹取物語(臼井吉見訳) 伊勢物語(中谷孝雄訳

◆OH ) 落窪物語(塩田良平訳) 堤中納言物語(臼井吉見訳) とりかえ
古典と伝統について ばや物語(中村真一郎訳) 解説(松尾聡) お伽噺としての竹取物
小林秀雄／著 語(和辻哲郎) 伊勢物語序説(窪田空穂) 落窪物語(小島政二郎)
講談社 １９６８．１２  堤中納言物語(小島政二郎) とりかへばや物語(中村真一郎) 
(４０３ｐ ２０ｃｍ) OH/91/461 1109269801
名著シリーズ

OH/91/619 1109272938
◆OH

古典日本文学全集 ８
◆OH 筑摩書房 １９６０．１１

古典について (３８４ｐ　図版 ２３ｃｍ)
吉川幸次郎／著 内容：土佐日記（紀貫之著　森三千代訳）蜻蛉日記（藤原道綱
筑摩書房 １９６６．７ 母著　円地文子訳）和泉式部日記（和泉式部著　円地文子訳）
(２３７ｐ １９ｃｍ) 紫式部日記（紫式部著　森三千代訳）更級日記（菅原孝標女著
筑摩叢書 　関みさを訳） 
日本思想 OH/91/462 1109269819

OH/91/266 1109259398

◆OH
◆OH 古典日本文学全集 ９

古典日本文学全集 ３０ 筑摩書房 １９６２．２
筑摩書房 １９６０．３ (４５０ｐ　図版 ２３ｃｍ)
(４０９ｐ　図版 ２３ｃｍ) 内容:栄花物語(与謝野晶子訳) 解説(松村博司) 源氏物語から
内容：寛文－元禄時代．解説．芭蕉のこと（島崎藤村）．芭蕉 栄花物語へ(阿部秋生) 女性の文学としての栄花物語(富倉徳次
私見（萩原朔太郎）．芭蕉雑記（芥川竜之介）．芭蕉の俳諧精 郎) 栄花物語の時代背景(山中裕)
神（穎原退蔵） OH/91/463 1109269827

OH/91/481 1109270403

◆OH
◆OH 古典日本文学全集 １２

古典日本文学全集 １０ 筑摩書房 １９６２．３
筑摩書房 １９６０．１ (４０４ｐ　図版 ２３ｃｍ)
(４２８ｐ　図版 ２３ｃｍ) 内容：解説(窪田章一郎,小島吉雄) 古今集論(佐佐木信綱) 古
内容：悉達太子　他１６０篇（長野甞一訳並解説）．「今昔物 今和歌集概説(窪田空穂) 新古今集の叙景と抒情(風巻景次郎) 
語」について（芥川竜之介）．「今昔物語」（小島政二郎）． 隠者文学(山本健吉) 新古今世界の構造(小田切秀雄) 藤原定家
「今昔物語」の世界（福永武彦）．「今昔物語集」の時代的背 (安田章生)
景（山田英雄） OH/91/465 1109269843

OH/91/464 1109269835

◆OH
◆OH 古典日本文学全集 １３

古典日本文学全集 ２ 筑摩書房 １９６２．５
筑摩書房 １９５９．９ (４２０ｐ　図版 ２３ｃｍ)
(４２７ｐ　図版 ２３ｃｍ) OH/91/466 1109269850

OH/91/457 1109269769

◆OH
◆OH 古典日本文学全集 １４

古典日本文学全集 ４ 筑摩書房 １９６２．８
筑摩書房 １９６１．６ (４０６ｐ　図版 ２３ｃｍ)
(４３１ｐ　図版 ２３ｃｍ) 内容：正法眼蔵弁道話・正法眼蔵菩提薩埵四摂法(西尾実訳) 典

OH/91/458 1109269777 座教訓(西尾実,池田寿一訳) 正法眼蔵随聞記(水野弥穂子訳) 
沙門道元(和辻哲郎) 正法眼蔵の哲学私観(田辺元) 道元(唐木
順三)

◆OH OH/91/467 1109269868
古典日本文学全集 ５
筑摩書房 １９６１．１１
(４４８ｐ　図版 ２３ｃｍ) ◆OH

OH/91/459 1109269785 古典日本文学全集 １５
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筑摩書房 １９６１．４
(４７６ｐ ２３ｃｍ) ◆OH
内容:仏教文学集 発願文(最澄著 勝又俊教訳) 山家学生式(最 古典日本文学全集 ２１
澄著 勝又俊教訳) 顕戒論(最澄著 勝又俊教訳) 三教指帰(空海 筑摩書房 １９６０．６
著 渡辺照宏訳) 入唐求法巡礼行記(円仁著 堀一郎訳) 往生要 (４３４ｐ ２３ｃｍ)
集(源信著 堀一郎訳) 選択本願念仏集(法然著 増谷文雄訳) 登 内容:実朝集(斎藤茂吉評釈) 西行集(川田順評釈) 良寛集(吉野
山状(法然著 増谷文雄訳) 念仏問答(法然著 増谷文雄訳) 一枚 秀雄評釈) 解説(窪田章一郎) 源実朝(斎藤茂吉) 実朝(小林秀
起請文(法然著 増谷文雄訳) 正信念仏偈(親鸞著 増谷文雄訳) 雄) 西行伝(川田順) 西行(小林秀雄) 大愚良寛小伝(吉野秀雄)
和讃(親鸞著 増谷文雄訳) 書簡(親鸞著 増谷文雄訳) 歎異抄(  良寛における近代性(手塚富雄) 近世短歌の究極処(小田切秀
親鸞著 増谷文雄訳) 立正安国論(日蓮著 堀一郎訳) 佐渡御書( 雄) 
日蓮著 堀一郎訳) 種種御振舞御書(日蓮著 堀一郎訳) 消息法 OH/91/474 1109270338
語(一遍著 増谷文雄訳) 御文(蓮如著 増谷文雄訳) 阿留辺幾夜
宇和(明恵著 古田紹欽訳) 大応仮名法語(南浦紹明著 古田紹欽
訳) 瑩山仮名法語(瑩山紹瑾著 古田紹欽訳) 夢窓仮名法語(夢 ◆OH
窓疎石著 古田紹欽訳) 夢中問答(夢窓疎石著 古田紹欽訳) 大 古典日本文学全集 ２２
灯仮名法語(宗峰妙超著 古田紹欽訳) 大灯国師遺誡(宗峰妙超 筑摩書房 １９５９．１１
著 古田紹欽訳) 塩山仮名法語(抜隊得勝著 古田紹欽訳) 不動 (４０９ｐ　図版 ２３ｃｍ)
智神妙録(沢菴宗彭著 古田紹欽訳) 東海夜話(沢菴宗彭著 古田 OH/91/475 1109270346
紹欽訳) 驢鞍橋(鈴木正三著 古田紹欽訳) 盤珪禅師語録(盤珪
著 古田紹欽訳) 坐禅和讃(白隠慧鶴著 古田紹欽訳) 遠羅天釜(
白隠慧鶴著 古田紹欽訳) 於仁安佐美(白隠慧鶴著 古田紹欽訳) ◆OH
 人となる道(慈雲尊者飲光著 古田紹欽) 十善戒相(慈雲尊者飲 古典日本文学全集 ２４
光著 古田紹欽訳) 詩偈(慈雲尊者飲光著 西谷啓治訳) 一言芳 筑摩書房 １９５９．１２
談(慈雲尊者飲光著 小西甚一訳) 梁塵秘抄(慈雲尊者飲光著 小 (３９８ｐ　図版 ２３ｃｍ)
西甚一訳) 解説(唐木順三) 文学上に於ける弘法大師(幸田露伴 内容:近松門左衛門(高野正己訳) 世継曽我.曽根崎心中.心中二
) 法然の生涯(倉田百三) 親鸞の語録について(亀井勝一郎) 「 枚絵草紙.碁盤太平記.堀川波鼓.心中重井筒.心中万年草.冥途
立正安国論」と私(上原専禄) 日本の文芸と仏教思想(和辻哲郎 の飛脚.国性爺合戦.鑓の権三重帷子.博多小女郎波枕.心中天の
) 網島.女殺油地獄 解説(高野正己) 単林子の二面(幸田露伴) 近

OH/91/468 1109269876 松の恋愛観(阿部次郎)心中の成立ち(田中澄江) 「堀川波鼓」
をめぐって(瓜生忠夫) 「国性爺合戦」の検討(小田切秀雄) 近
松雑感(宇野信夫) 近松と時代文化(河竹繁俊) 

◆OH OH/91/476 1109270353
古典日本文学全集 １６
筑摩書房 １９６０．４
(４７７ｐ　図版 ２３ｃｍ) ◆OH
内容：平家物語(富倉徳次郎訳) 解説(富倉徳次郎) 中世の叙事 古典日本文学全集 ２５
文学(石母田正) 有王と俊寛僧都(柳田国男) 平家物語の時代背 筑摩書房 １９６１．３
景(西岡虎之助) 「新平家物語」落穂集(吉川英治) (３７７ｐ　図版 ２３ｃｍ)

OH/91/469 1109269884 内容:浄瑠璃名作集 菅原伝授手習鑑.義経千本桜.仮名手本忠臣
蔵.妹背山婦女庭訓.新版歌祭文.伽羅先代萩(宇野信夫訳)解説(
宇野信夫) 浄瑠璃の歴史(守随憲治) 文楽鑑賞(岸田劉生) 文五

◆OH 郎芸談(吉田文五郎) 私説浄るりの鑑賞(郡司正勝) 
古典日本文学全集 １７ OH/91/477 1109270361
筑摩書房 １９６１．１２
(４００ｐ ２３ｃｍ)

OH/91/470 1109269892 ◆OH
古典日本文学全集 ２７
筑摩書房 １９６０．８

◆OH (４４８ｐ　図版 ２３ｃｍ)
古典日本文学全集 １８ OH/91/478 1109270379
筑摩書房 １９６１．８
(３８６ｐ ２３ｃｍ)
内容:宇治拾遺物語(永積安明訳) お伽草子(福永武彦等訳) ◆OH

OH/91/471 1109269900 古典日本文学全集 ２８
筑摩書房 １９６０．９
(３８２ｐ ２３ｃｍ)

◆OH 内容：世間子息気質，金々先生栄花夢，江戸生艶気羽樺焼，遊
古典日本文学全集 １９ 子方言，通言総籬，雨月物語，春雨物語，春色梅児誉美
筑摩書房 １９６１．９ OH/91/479 1109270387
(４９０ｐ ２３ｃｍ)

OH/91/472 1109270312
◆OH

古典日本文学全集 ２９
◆OH 筑摩書房 １９６１．５

古典日本文学全集 ２０ (４５８ｐ ２３ｃｍ)
筑摩書房 １９６２．９ 内容：醒睡笑，風流志道軒伝，東海道中膝栗毛，浮世床
(３９９ｐ ２３ｃｍ) OH/91/480 1109270395
内容:能名作集(横道万里雄注解) 高砂 他19篇 狂言名作集(古
川久注解) 末広がり 他15篇 解説(古川久,横道万里雄) 当麻(
小林秀雄) 能の力(安倍能成) 能の形成と展開(小西甚一) 狂言 ◆OH
の写実(滝井孝作) 狂言の諷刺(古川久) 古典日本文学全集 ３１

OH/91/473 1109270320 筑摩書房 １９６１．７
(３９３ｐ ２３ｃｍ)
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内容:松尾芭蕉集 下 連句編(頴原退蔵等評釈) 紀行・日記編(
井本農一訳) 俳文編(岩田九郎訳) 蕉門名句編(中島斌雄評釈 ◆OH
井本農一訳) 解説 (井本農一) 連句芸術の倫理的性格(能勢朝 胡堂百話
次) 芭蕉と紀行文(小宮豊隆) 蕉門の人々(室生犀星) 芭蕉の影 野村胡堂／著
響(山本健吉) 角川書店 １９５９．１１

OH/91/482 1109270411 (２４５ｐ ２０ｃｍ)
OH/91/158 1109253375

◆OH
古典日本文学全集 ３２ ◆OH
筑摩書房 １９６０．１０ 言霊 -国體明徴- 第２篇　古事記の解，萬敎ノ源
(４２１ｐ ２３ｃｍ) 山腰 明将／講述 津和もの会／編

OH/91/483 1109270429 公甫堂 １９６８．８
(１４４ｐ １８ｃｍ)

OH/91/758 1109277010
◆OH

古典日本文学全集 ３３
筑摩書房 １９６１．１０ ◆OH
(４１４ｐ ２３ｃｍ) 子どもの文化人類学
内容：川柳集(吉田精一評釈) 狂歌集(浜田義一郎評釈) 解説( 原ひろ子／著
吉田精一,浜田義一郎) 川柳の文芸性(頴原退蔵) 滑稽文学研究 晶文社 １９７９．２
序説(麻生磯次) 狂歌を論ず(永井荷風) 狂歌百鬼夜狂(石川淳) (２０６ｐ ２０ｃｍ)
 児童 文化人類学

OH/91/484 1109270437 OH/91/387 1109265908

◆OH ◆OH
古典日本文学全集 ３５ この国を見よ
筑摩書房 １９６１．２ 福原麟太郎／著
(３９３ｐ ２３ｃｍ) 大修館書店 １９６１．９
内容:江戸随想集 折たく柴の記(新井白石著 古川哲史訳) 駿台 (２３８ｐ ２０ｃｍ)
雑話(室鳩巣著 森銑三訳) 飛騨山(森銑三訳) 寓意草(岡村良通 日本－文化
著 森銑三訳) 折々草(建部綾足著 森銑三訳) 孔雀楼筆記(清田 OH/91/348 1109263705
儋叟著 森銑三訳) 北窓瑣談(橘南谿著) 閑田耕筆(伴蒿蹊著 森
銑三訳) 年々随筆(石原正明著 森銑三訳) 筆のすさび(菅茶山
著 森銑三訳) 退閑雑記(松平定信著 森銑三訳) 述斎偶筆(林述 ◆OH
斎著 森銑三訳) 蘭学事始(杉田玄白著 杉浦明平訳) うづら衣( こもんせんす
横井也有著 岩田九郎訳) 折たく柴の記解説(古川哲史) 折たく 江藤淳／著
柴の記について(桑原武史) 江戸時代の随筆(森銑三) 蘭学事始 北洋社 １９７５．１
について(杉浦明平) うづら衣について(岩田九郎) (２９３ｐ ２０ｃｍ)

OH/91/486 1109270445 OH/91/181 1109253532

◆OH ◆OH
古典日本文学全集 別巻 今昔物語
筑摩書房 １９６２．１２ 長野嘗一／訳
(５７８ｐ ２３ｃｍ) 河出書房 １９５４
内容：古典日本文学史 古代前期(窪田章一郎) 古代後期(塩田 (３０１ｐ １９ｃｍ)
良平) 中世(富倉徳次郎) 近世(暉峻康隆) 古典日本文学年表 現代語譯日本古典文學全集

OH/91/487 1109270452 OH/91/70 1109246718

◆OH ◆OH
古典日本文学全集 １０ 西行研究録 -西行２-
長野甞一／訳 川田順／著
普及版 創元社 １９４０．１１
筑摩書房 １９６４．１０ (５，２１４ｐ １８ｃｍ)
(４２８ｐ　図版 ２３ｃｍ) 創元選書
内容：悉達太子　他１６０篇（長野甞一訳並解説）．「今昔物 OH/91/216 1109254084
語」について（芥川竜之介）．「今昔物語」（小島政二郎）．
「今昔物語」の世界（福永武彦）．「今昔物語集」の時代的背
景（山田英雄） ◆OH

OH/91/141 1109230985 西行の伝と歌 西行３
川田順／著
創元社 １９４４．１１

◆OH (３３２ｐ １９ｃｍ)
古典の細道 創元選書
白洲正子／著 OH/91/215 1109254076
新潮社 １９７０
(２０７ｐ ２０ｃｍ)
新潮選書 ◆OH

OH/91/896 1109278398 歳月
司馬遼太郎／著
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講談社 １９７５．２
(３８６p ２０ｃｍ) ◆OH

OH/91/430 1109269629 彩暦
森田敏子／著
短歌研究社 １９７５．４

◆OH (１７３ｐ １９ｃｍ)
西郷札 -松本清張短編全集- 水甕叢書
松本清張／著 OH/91/324 1109263465
光文社 １９６３．１２
(２６７ｐ １８ｃｍ)
カッパ・ノベルス ◆OH

OH/91/219 1109254118 サウンド解剖学
宮川泰／著
中央公論社 １９８１．８

◆OH (２５１ｐ ２０ｃｍ)
西郷と大久保 OH/91/795 1109277382
海音寺潮五郎／著
新潮社 １９６７．１
(３０９ｐ ２０ｃｍ) ◆OH

OH/91/655 1109273308 坂の上の雲 ３
司馬遼太郎／著
文藝春秋 １９７０

◆OH (３０９ｐ ２０ｃｍ)
最後の将軍 -徳川慶喜- OH/91/676 1109273514
司馬遼太郎／著
文藝春秋 １９６７．３
(２２８ｐ ２０ｃｍ) ◆OH

OH/91/438 1109269702 坂の上の雲 ４
司馬遼太郎／著
文藝春秋 １９７１

◆OH (３７８ｐ ２０ｃｍ)
最後の二式大艇 -海軍飛行艇の記録- OH/91/888 1109278315
碇義朗／著
文藝春秋 １９７９．４
(３１４ｐ ２０ｃｍ) ◆OH
日本飛行艇年誌：ｐ３０５～３１１　参考及び引用文献：ｐ３ 坂の上の雲 ６
１４ 司馬遼太郎／著
日本－海軍 太平洋戦争（１９４１～１９４５）－空戦 文藝春秋 １９７８．３

OH/91/823 1109277663 (３４９ｐ １６ｃｍ)
文春文庫
巻末：関連地図

◆OH OH/91/824 1109277671
最後の晩餐
開高健／著
文藝春秋 １９７９．５ ◆OH
(３８０ｐ ２２ｃｍ) 作者の肖像
料理－随筆 吉田健一／著

OH/91/760 1109277036 読売新聞社 １９７０．２
(２１４ｐ １９ｃｍ)
読売選書

◆OH OH/91/632 1109273068
宰洲五百句
勝田主計／著
中央公論事業出版（制作） １９６９．１０ ◆OH
(２６５ｐ ２０ｃｍ) 作品解題 明治後期

OH/91/445 1109270635 日本近代文学館／編集
日本近代文学館 １９６８．９
(１３１ｐ ２２ｃｍ)

◆OH 名著復刻全集近代文学館
西遊記 三蔵創業の巻 明治後期・作品年表：ｐ１３０～１３１
邱永漢／著 藤城清治／影絵 日本文学－歴史－近代－書誌
中央公論社 １９５９．４ OH/91/702 1109276467
(１８６ｐ ２３ｃｍ)

OH/91/172 1109253441
◆OH

さゝの葉
◆OH 幸田露伴／著

西遊記 実力狂時代の巻 岩波書店 １９６９．４
邱永漢／著 藤城清治／影絵 (３０８ｐ ２２ｃｍ)
中央公論社 １９５９．３ OH/91/201 1109253730
(１８０ｐ ２３ｃｍ)

OH/91/173 1109253458
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◆OH
座談会大正文学史
柳田泉／編 勝本清一郎／編 猪野謙二／編
岩波書店 １９６５．４ ◆OH
(７２２，２８ｐｐ １９ｃｍ) 三愛の歌
日本文学－歴史－大正時代 黒沢酉蔵／著

OH/91/639 1109273142 黒澤酪農園 １９７７．１０
(１６０ｐ ２２ｃｍ)

OH/91/916 1109278695
◆OH

殺人博物館 -最新ベストミステリー-
日本推理作家協会／編 ◆OH
光文社 １９７７．１０ 山海記 -紀行文集-
(３２５ｐ １８ｃｍ) 川田順／著
カッパ・ノベルス 第一書房 １９４０．９

OH/91/878 1109278216 (３０１ｐ １９ｃｍ)
OH/91/211 1109254043

◆OH
雑草萬葉 ◆OH
高木市之助／著 山海居歌話
中央公論社 １９６８．１０ 川田順／著
(３１０ｐ ２０ｃｍ) 非凡閣 １９３６．５

OH/91/274 1109259471 (３２８ｐ ２０ｃｍ)
OH/91/187 1109253599

◆OH
里見弴全集 第１巻 ◆OH
里見弴／著 山河太平記
改造社 １９３１．５ 陳舜臣／著
(７０１ｐ ２７ｃｍ) 平凡社 １９７９．７

OH/91/712 1109276566 (２８９ｐ ２１ｃｍ)
OH/91/804 1109277473

◆OH
裁かれた陸軍大将 ◆OH
田々宮英太郎／箸 残光
山手書房 １９７９．８ 吉田健一／著
(２３８ｐ ２０ｃｍ) 中央公論社 １９６３．７
主要参考文献：ｐ２３７－２３８ (１８４ｐ ２０ｃｍ)

OH/91/778 1109277218 OH/91/288 1109259513

◆OH ◆OH
さまよう愛国心 参戦日記 -第二次世界大戦に参加して-
角田房子／著 藤田寿雄／著
文芸春秋新社 １９６１．１０ 藤田寿雄 １９７５．８
(２２６ｐ ２０ｃｍ) (２７３ｐ ２２ｃｍ)

OH/91/350 1109265528 OH/91/930 1109278836

◆OH ◆OH
サムライ日本 三題噺
邱永漢／著 加藤周一／著
中央公論社 １９５９．８ 筑摩書房 １９６５．７
(２１２ｐ ２０ｃｍ) (２０７ｐ ２０ｃｍ)

OH/91/644 1109273191 内容：　詩仙堂志
OH/91/185 1109253573

◆OH
サラクサク峠 -ルソン島北部山岳地帯の激戦地- ◆OH
固武辰丙／著 三人の女
サラクサク会 １９７９．１２ 柴田錬三郎／著
(２５５ｐ ２２ｃｍ) 光文社 １９６２．４

OH/91/935 1109278877 (３１６ｐ １８ｃｍ)
OH/91/950 1109279727

◆OH
更級日記・平中物語・篁物語・堤中納言物語 ◆OH
松尾聡／［ほか］訳 刺客心中
河出書房 １９５４．４ 柴田錬三郎／著
(２４９ｐ １９ｃｍ) 桃源社 １９６７．１０
現代語譯日本古典文學全集 (２５６ｐ １８ｃｍ)

OH/91/74 1109246759 OH/91/412 1109266153
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(３９０ｐ ２０ｃｍ)
OH/91/719 1109276632

◆OH
史歌南北作戦
川田順／著 ◆OH
甲鳥書林 １９４３．４ 思想音痴の発想
(２０４ｐ １９ｃｍ) 安岡章太郎／著

OH/91/213 1109254068 芳賀書店 １９６６．５
(３３７ｐ ２０ｃｍ)

OH/91/347 1109263697
◆OH

指揮官
児島襄／著 ◆OH
文藝春秋 １９７１．８ 死体置場は空の下
(３２２ｐ ２０ｃｍ) 結城昌治／著
軍人 文芸春秋新社 １９６３．５

OH/91/847 1109277903 (２３７ｐ １８ｃｍ)
ポケット文春

OH/91/418 1109266211
◆OH

子規について -子規五十年忌雑記-
高浜虚子／著 ◆OH
創元社 １９５３．６ 詩と月光
(１４７ｐ １９ｃｍ) 吉川幸次郎／著

OH/91/168 1109252005 筑摩書房 １９６４．７
(２９９ｐ ２０ｃｍ)
中国文学論集

◆OH OH/91/263 1109259364
色魔 怒濤篇
梶山季之／著
徳間書店 １９６９．５ ◆OH
(２６０ｐ １９ｃｍ) 死なば死ね殺さば殺せ -田中正造のもう一つの闘い-

OH/91/421 1109266245 山岸一平／著
講談社 １９７６．１１
(２１７ｐ ２０ｃｍ)

◆OH 足尾鉱毒事件
時雨霽 -春畝古稀記念句集- OH/91/940 1109279628
高木芳太郎／著
高木芳太郎 １９７１．１１
(６０ｐ １９ｃｍ) ◆OH

OH/91/945 1109279677 死の棘
島尾敏雄／著
新潮社 １９７７．９

◆OH (３４７ｐ ２０ｃｍ)
地酒風土記 -続・かくれた美酒探訪- OH/91/810 1109277531
国府田宏行／著
笹書房 １９８６．１０
(２４２ｐ １９ｃｍ) ◆OH
4-914950-34-0 忍ぶ糸 -伊賀の女の物語-

OH/91/292 1109259554 北泉優子／著
三笠書房 １９７４．９
(２３８ｐ ２０ｃｍ)

◆OH OH/91/850 1109277937
獅子文六全集 第６巻
獅子文六／著
朝日新聞社 １９６８．６ ◆OH
(５６２ｐ ２０ｃｍ) 司馬遼太郎全集 １０
内容：やっさもっさ，娘と私 文藝春秋 １９７１．１０

OH/91/652 1109273274 (５０２ｐ ２０ｃｍ)
OH/91/645 1109273209

◆OH
詩人ヴィヨン ◆OH
鈴木信太郎／著 司馬遼太郎全集 １１
岩波書店 １９５５．６ 文藝春秋 １９７１．１１
(３２５ｐ １９ｃｍ) (５８２ｐ ２０ｃｍ)

OH/91/166 1109251981 OH/91/646 1109273217

◆OH ◆OH
自然 -「天声人語」十八年の歳時記- 四半世紀 -歌集-
荒垣秀雄／著 井出一太郎／著
朝日新聞社 １９７２ 柏葉書院 １９７１．５
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(３６４ｐ　肖像 ２０ｃｍ) ，戦中派，代弁人，ア、デュウ，黒い旧友，還りなん，うしろ
橄欖叢書 姿，五十歳の男，聖母讃歌

OH/91/658 1109273332 OH/91/860 1109278034

◆OH ◆OH
自分の殻 終宴 -輪廻の抄-
渡辺一夫／著 川内康範／著
光書房 １９５９．１ 廣済堂出版 １９７２．２
(２４２ｐ ２０ｃｍ) (３１３ｐ １９ｃｍ)

OH/91/286 1109259695 OH/91/917 1109278703

◆OH ◆OH
島木赤彦の研究 １９階日本横丁
高田浪吉／著 堀田善衛／著
岩波書店 １９４１．８ 朝日新聞社 １９７２．９
(４２８ｐ １９ｃｍ) (３３８ｐ ２０ｃｍ)

OH/91/448 1109270676 OH/91/38 1109245876

◆OH ◆OH
指名手配 -長編推理小説- 自由と倫理
森村誠一／著 石川達三／著
光文社 １９７５．６ 文藝春秋 １９７２
(２７１ｐ １８ｃｍ) (４９４ｐ ２０ｃｍ)
カッパ・ノベルス 人と思想

OH/91/766 1109277093 OH/91/788 1109277317

◆OH ◆OH
寂光 縮図
桂英澄／著 徳田秋声／著 内田巌／插画
筑摩書房 １９７２．４ 小山書店 １９４６．７
(２１８ｐ ２０ｃｍ) (３１９ｐ　肖像　図版 ２１ｃｍ)

OH/91/723 1109276673 OH/91/695 1109276392

◆OH ◆OH
斜陽 呪縛の家
太宰治／著 高木彬光／著
３９刷改版 和同出版社 １９５４．１２
新潮社 １９６７．７ (２７７ｐ １９ｃｍ)
(１８９ｐ １６ｃｍ) OH/91/422 1109266252
新潮文庫

OH/91/258 1109259315
◆OH

修羅 -歌集-
◆OH 井出一太郎／著

上海敵前上陸 柏葉書院 １９７７．５
三好捷三／著 (２４９ｐ ２０ｃｍ)
図書出版社 １９７９．１１ 橄欖叢書
916 OH/91/904 1109278570
(２３８ｐ ２０ｃｍ)
日中戦争（１９３７～１９４５）
4-8099-0058-4 ◆OH

OH/91/835 1109277788 春期大会句集
〔出版者不明〕 ［１９４７．４］
(１冊 ２１ｃｍ)

◆OH OH/91/437 1109269694
シャンパンの微酔
瀧澤敬一／著
岩波書店 １９５４．６ ◆OH
(２００ｐ １９ｃｍ) 春曙 -古稀記念句集-

OH/91/191 1109253631 鈴木三樹／著
木太刀社 １９５５．８
(３７５ｐ １９ｃｍ)

◆OH OH/91/167 1109251999
十一の色硝子
遠藤周作／著
新潮社 １９７９．５ ◆OH
(２２９ｐ ２０ｃｍ) 上意討ち
内容：ワルシャワの日本人，カプリンスキー氏，幼なじみたち 池波正太郎／著
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◆OH
新潮社 １９８１．５ 小説十八史略 ４
(３８０ｐ １６ｃｍ) 陳舜臣／著
新潮文庫 毎日新聞社 １９７８．２
内容：激情〔ほか１０編〕 (２４６ｐ ２０ｃｍ)
4-10-115609-3 OH/91/973 1109279917

OH/91/789 1109277325

◆OH
◆OH 饒舌の思想

昇華 開高健／著
大江賢次／著 講談社 １９６６．３
講談社 １９６８．２ 914.6
(２３４ｐ ２０ｃｍ) (４４０ｐ ２０ｃｍ)

OH/91/395 1109265981 OH/91/180 1109253524

◆OH ◆OH
状況へ 小説吉田学校 第１部
大江健三郎／著 戸川猪佐武／著
岩波書店 １９７４ 流動 １９７４．６
(２１０ｐ １９ｃｍ) (３６６ｐ １９ｃｍ)

OH/91/960 1109279826 OH/91/968 1109280014

◆OH ◆OH
状況から 小説吉田学校 第２部
小田実／著 戸川猪佐武／著
岩波書店 １９７４ 流動 １９７４．６
(２９９ｐ １９ｃｍ) (３８０ｐ １９ｃｍ)

OH/91/892 1109278356 OH/91/969 1109280022

◆OH ◆OH
少将滋幹の母 小説琉球処分
谷崎潤一郎／著 大城立裕／著
毎日新聞社 １９５０．８ 講談社 １９６８．１
(２４８ｐ　図版１２枚 ２２ｃｍ) (６０５ｐ ２０ｃｍ)

OH/91/252 1109259257 OH/91/677 1109273522

◆OH ◆OH
小説安宅産業 小隊長、前へ
阿部牧郎／著 有馬頼義／著
ダイヤモンド社 １９７７．９ 文藝春秋 １９６８
(２０９ｐ ２０ｃｍ) (２５８ｐ ２０ｃｍ)

OH/91/498 1109270569 OH/91/641 1109273167

◆OH ◆OH
小説十八史略 １ 衝動殺人
陳舜臣／著 佐藤秀郎／著
毎日新聞社 １９７７．１１ 中央公論社 １９７８．１２
(２５４ｐ ２０ｃｍ) (２１４ｐ ２０ｃｍ)

OH/91/970 1109279883 被害者 殺人
OH/91/784 1109277275

◆OH
小説十八史略 ２ ◆OH
陳舜臣／著 小児病棟
毎日新聞社 １９７７．１２ 江川晴／［ほか］著
(２４６ｐ ２０ｃｍ) 読売新聞社 １９８０．１０

OH/91/971 1109279891 (２６９ｐ ２０ｃｍ)
内容：小児病棟　江川晴著．　しおなあら―英語を運んできた
男　河内信子著．　わが屋根の下　唐沢英子著．　流れの糸　

◆OH 伊藤由紀子著
小説十八史略 ３ OH/91/96 1109246973
陳舜臣／著
毎日新聞社 １９７８．１
(２４６ｐ ２０ｃｍ) ◆OH

OH/91/972 1109279909 尚武のこころ -三島由紀夫対談集-
日本教文社 １９７０．９
(２１８ｐ １９ｃｍ)

OH/91/624 1109272987
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◆OH
辛苦労日記
安井治兵衛／著

◆OH 暁出版 １９６３．９
醤油仏 (２０４ｐ １９ｃｍ)
吉川英治／著 OH/91/240 1109259133
六興出版部 １９５３．８
(４２９ｐ １９ｃｍ)
吉川英治短編集 ◆OH

OH/91/247 1109259208 新古今集の鑑賞
川田順／著
立命館出版部 １９３２．７

◆OH (３９１ｐ ２０ｃｍ)
昭和文学全集 ３ OH/91/111 1109251122
［再版］
角川書店 １９５６．１１
(３４９ｐ ２２ｃｍ) ◆OH

OH/91/146 1109253334 新古今論抄
川田順／著
全国書房 １９４２．９

◆OH (２９７ｐ １９ｃｍ)
白い遠景 一家言叢書
吉村昭／著 OH/91/133 1109230902
講談社 １９７９．２
914.6
(３２４ｐ ２０ｃｍ) ◆OH

OH/91/826 1109277697 新書　太閤記 巻６
吉川英治／著
読売新聞社 １９６３．７

◆OH (３０２ｐ ２０ｃｍ)
白い橋 OH/91/28 1109245777
石坂洋次郎／著
大日本雄弁会講談社 １９５６．３
(２７４ｐ ２０ｃｍ) ◆OH

OH/91/456 1109269751 新書　太閤記 巻７
吉川英治／著
読売新聞社 １９６５．３

◆OH (３０２ｐ ２０ｃｍ)
銀心中 OH/91/29 1109245785
田宮虎彦／著
新潮社 １９５６．１
(２０９ｐ １７ｃｍ) ◆OH
小説文庫 新書　太閤記 巻３
銀心中 他7篇 吉川英治／著

OH/91/314 1109260362 読売新聞社 １９６５．５
(３０２ｐ ２０ｃｍ)

OH/91/27 1109245769
◆OH

白と黒の革命
松本清張／著 ◆OH
文藝春秋 １９７９．１２ 新書　太閤記 第３巻
(３９７ｐ ２０ｃｍ) 吉川英治／著

OH/91/796 1109277390 ４６版
六興出版社 １９６７．５
(３３３ｐ １９ｃｍ)

◆OH OH/91/686 1109273605
城山三郎全集 第１巻
新潮社 １９８０．１
(３６５ｐ ２０ｃｍ) ◆OH
内容：男子の本懐．詩．汽車は夜九時に着く．随筆．　解説　 新々羊羹と人生
常盤新平著 黒川武雄／著

OH/91/1077 1109339356 虎屋黒川 １９７１．８
(１７９ｐ １９ｃｍ)

OH/91/913 1109278661
◆OH

新鋭文学叢書 ４
筑摩書房 １９６１．４ ◆OH
(２５８ｐ １９ｃｍ) 真制度
遁走,ガラスの靴,愛玩,蛾,陰気な愉しみ,悪い仲間,青葉館,サ 斎藤公甫／著
アカスの馬,職業の秘密,青葉しげれる,雨.年譜 解説(平野謙) 公甫堂 １９６６．１１

OH/91/147 1109253342 (１０８ｐ １８ｃｍ)
真日本実現萬国の民を医やす救世理

OH/91/757 1109277002
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◆OH
◆OH 新・平家物語 ３

人生読本 吉川英治／著
荻原井泉水／著 六興出版部 １９７０．３
実業之日本社 １９６２．２ (３２９ｐ １９ｃｍ)
(２４５ｐ １９ｃｍ) OH/91/510 1109270825

OH/91/432 1109269645

◆OH
◆OH 新・平家物語 ４

人生のことば （３） 吉川英治／著
番町書房 １９６７．８ 六興出版部 １９７０．４
(２５４ｐ １８ｃｍ) (３３９ｐ １９ｃｍ)

OH/91/393 1109265965 OH/91/511 1109270833

◆OH ◆OH
深層海流 新・平家物語 ５
松本清張／著 吉川英治／著
文芸春秋新社 １９６２．１１ 六興出版部 １９７０．６
(２７１ｐ ２０ｃｍ) (３２０ｐ １９ｃｍ)

OH/91/390 1109265932 OH/91/512 1109270841

◆OH ◆OH
新俳句入門 新・平家物語 ６
荻原井泉水／著 吉川英治／著
実業之日本社 １９４０．７ 六興出版部 １９７０．７
(３４０ｐ １９ｃｍ) (３１３ｐ １９ｃｍ)

OH/91/121 1109230845 OH/91/513 1109270858

◆OH ◆OH
新百選日本むかしばなし 新・平家物語 ７
坪田譲治／著 吉川英治／著
新潮社 １９５７．８ 六興出版部 １９７０．７
(３９０ｐ ２０ｃｍ) (３１４ｐ １９ｃｍ)
昔話－日本 OH/91/514 1109270866

OH/91/721 1109276657

◆OH
◆OH 新・平家物語 ８

神風詩吟集 吉川英治／著
岩淵神風／編集 六興出版部 １９７０．８
詩吟神風会本部 １９６７．４ (２３４ｐ １９ｃｍ)
(１１６ｐ １５ｃｍ) OH/91/515 1109270874

OH/91/748 1109276913

◆OH
◆OH 新・平家物語 ９

新・平家物語 １０ 吉川英治／著
吉川英治／著 六興出版部 １９７０．１０
六興出版部 １９７０．１２ (３１３ｐ １９ｃｍ)
(３１８ｐ １９ｃｍ) OH/91/516 1109270882

OH/91/517 1109270890

◆OH
◆OH 新・平家物語 １１

新・平家物語 １ 吉川英治／著
吉川英治／著 六興出版部 １９７０．１２
六興出版部 １９７０．１ (３１９ｐ １９ｃｍ)
(３１０ｐ １９ｃｍ) OH/91/518 1109270908

OH/91/508 1109270809

◆OH
◆OH 新・平家物語 １２

新・平家物語 ２ 吉川英治／著
吉川英治／著 六興出版部 １９７１．１
六興出版部 １９７０．２ (３２２ｐ １９ｃｍ)
(３２６ｐ １９ｃｍ) OH/91/519 1109270916

OH/91/509 1109270817
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◆OH
新編歳時記 ◆OH
水原秋桜子／編 砂の上の植物群
改訂版 吉行淳之介／著
大泉書店 １９６２ 文芸春秋新社 １９６５．１２
(６４３ｐ １１×１６ｃｍ) (２２５ｐ １８ｃｍ)

OH/91/151 1109253359 ポケット文春
OH/91/261 1109259349

◆OH
神話からの贈物 ◆OH
渡部昇一／著 世阿弥十六部集
文藝春秋 １９７６．６ 小西甚一／訳
(２２７ｐ ２０ｃｍ) 河出書房 １９５４．１１

OH/91/955 1109279776 (２０１ｐ １９ｃｍ)
現代語譯日本古典文學全集

OH/91/78 1109246791
◆OH

新和漢朗詠集 -現代に息づく日本人の鼓動-
石原慎太郎／著 ◆OH
いんなあとりっぷ １９７３．５ 青花集
(２５３ｐ １９ｃｍ) 青花会／編
和漢朗詠集 青花会 １９７８．１１

OH/91/744 1109276871 (３３５ｐ １９×１９ｃｍ)
OH/91/900 1109278539

◆OH
水仙 ◆OH
山田登志子／著 青幻記
山田義雄 １９６８．１ 一色次郎／著
(５６ｐ ２１ｃｍ) 筑摩書房 １９６７．１１

OH/91/746 1109276897 (１９９ｐ ２０ｃｍ)
OH/91/427 1109266302

◆OH
随想徳川家康 ◆OH
山岡荘八／著 青春との対話
講談社 １９６３．１０ 石原慎太郎／著
(２４１ｐ １９ｃｍ) 番町書房 １９６７．１１

OH/91/102 1109247039 (２３７ｐ １８ｃｍ)
人生のことば

OH/91/494 1109270528
◆OH

随筆三国志
花田清輝／著 ◆OH
筑摩書房 １９６９．１１ 西東間記
(１９３ｐ ２２ｃｍ) 吉川幸次郎／著

OH/91/705 1109276491 岩波書店 １９７２．１
(２２５ｐ １９ｃｍ)

OH/91/680 1109273555
◆OH

随筆集　雷峰塔
吉川幸次郎／著 ◆OH
筑摩書房 １９５６．７ 西方からの関心
(５，２３９ｐ ２０ｃｍ) 吉川幸次郎／著

OH/91/443 1109270619 新潮社 １９６１．９
(１４９ｐ ２０ｃｍ)
感覚の旅,国際東洋学者会議に出席して,東洋学者会議出席報告

◆OH ,ソ連の印象,ソヴィエットの幕地,ソ連の生活,泰西風物,西方
随筆二つの生涯 からの関心
中山義秀／著 OH/91/267 1109259406
新潮社 １９６０．７
(２７０ｐ ２０ｃｍ)

OH/91/275 1109259489 ◆OH
西洋のなかの東洋
吉川幸次郎／著

◆OH 文藝春秋 １９５５．１２
すゝき野 (１９０ｐ ２０ｃｍ)
幸田露伴／著 日本学
中央公論社 １９４８．３ OH/91/265 1109259380
(２８９ｐ ２２ｃｍ)

OH/91/202 1109253748
◆OH

政餘集 -歌集-
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井出一太郎／著 新装改訂版
文理書院 １９６６．４ 朝日ソノラマ １９７５．３
(２０６ｐ １９ｃｍ) (３９７ｐ ２０ｃｍ)

OH/91/135 1109230928 戦闘機 太平洋戦争（１９４１～１９４５） 空戦
OH/91/759 1109277028

◆OH
世界王国論 ◆OH
草柳大蔵／著 戦艦武蔵
文藝春秋 １９７４．６ 吉村昭／著
(３６５ｐ ２０ｃｍ) 新潮社 １９６６

OH/91/231 1109258945 (２２８ｐ ２０ｃｍ)
OH/91/383 1109265866

◆OH
世界の若者たち ◆OH
大江健三郎／著 戦艦大和 -その生涯の技術報告-
新潮社 １９６２．８ 松本喜太郎／著
(２３０ｐ ２０ｃｍ) 再建社 １９５２．１１

OH/91/284 1109259679 (２６１ｐ　図版１２枚 ２２ｃｍ)
OH/91/380 1109265833

◆OH
絶対零度下の鋼 ◆OH
夏之炎／著 閃光 第２部
プレジデント社 １９７７．４ 岡田実／著
(２３３ｐ ２０ｃｍ) １９７０
プレジデントＢＯＯＫＳ (４６８ｐ（図共） １９ｃｍ)

OH/91/790 1109277333 OH/91/595 1109272698

◆OH ◆OH
瀬戸内晴美長編選集 第１０巻 閃光の遺産
講談社 １９７４ 三好徹／著
(５０１ｐ　肖像 １９ｃｍ) 読売新聞社 １９６７．２

OH/91/958 1109279800 (３０２ｐ １８ｃｍ)
新本格推理小説全集

OH/91/688 1109276327
◆OH

銭の花 上
花登筐／著 ◆OH
講談社 １９７０．１ 川柳雑俳用語考 -附西鶴用語考-
(２６３ｐ １９ｃｍ) 潁原退藏／著

OH/91/499 1109270718 岩波書店 １９５３．７
(２６６ｐ １９ｃｍ)

OH/91/149 1109251841
◆OH

銭の花 中
花登筐／著 ◆OH
講談社 １９７０．２ 草原無門 -高瀬恒徳信仰詩集-
(２３２ｐ １９ｃｍ) 高瀬恒徳／著

OH/91/500 1109270726 ［出版者不明］ １９７６．２
(２０１ｐ １８ｃｍ)

OH/91/66 1109246676
◆OH

銭の花 下－１
花登筐／著 ◆OH
講談社 １９７０．６ 捜査線上のアリア
(２４６ｐ １９ｃｍ) 森村誠一／著

OH/91/501 1109270734 講談社 １９８１．８
(２６３ｐ ２０ｃｍ)
内容：減点的入選〔ほか１７編〕

◆OH OH/91/782 1109277259
銭の花 下－２
花登筐／著
講談社 １９７０．１０ ◆OH
(２６５ｐ １９ｃｍ) 草思堂雑稿

OH/91/502 1109270742 吉川英治／著
富士出版社 １９４１．１１
(３７６ｐ １９ｃｍ)

◆OH OH/91/248 1109259216
零戦
堀越二郎／著 奥宮正武／著
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◆OH
◆OH 漱石全集 第４巻

漱石全集 第１７巻 夏目漱石／著
夏目漱石／著 岩波書店 １９６６．３
岩波書店 １９７６ (９３４ｐ　図版 ２３ｃｍ)
(６３０ｐ ２３ｃｍ) 内容：三四郎，それから，門
内容：固有名詞索引，語句・事項索引，作中人名索引，作品索 OH/91/1021 1109283935
引

OH/91/1033-2 1109284065
◆OH

漱石全集 第１巻
◆OH 夏目漱石／著

漱石全集 月報 岩波書店 １９６５．１２
夏目漱石／著 (６１３ｐ　図版 ２３ｃｍ)
岩波書店 １９７６．４ 内容：吾輩は猫である
(３９０ｐ ２３ｃｍ) OH/91/1018 1109283901

OH/91/1033-3 1109284073 OH/91/740 1109276848

◆OH ◆OH
漱石全集 第９巻 漱石全集 第２巻
夏目漱石／著 夏目漱石／著
岩波書店 １９６６．８ 岩波書店 １９６６．１
(６５８ｐ　図版 ２３ｃｍ) (９５０ｐ　図版 ２３ｃｍ)
内容：文学論 内容：短篇小説集－倫敦塔，カーライル博物館，幻影の盾，琴

OH/91/1026 1109283984 のそら音，一夜，薤露行，趣味の遺傳，坊ちゃん，草枕，二百
十日，野分

OH/91/1019 1109283919
◆OH

漱石全集 第６巻
夏目漱石／著 ◆OH
岩波書店 １９６６．５ 漱石全集 第１５巻
(６３９ｐ ２３ｃｍ) 夏目漱石／著
内容：心．道草 岩波書店 １９６７．２

OH/91/1023 1109283950 (６９４ｐ　図版 ２３ｃｍ)
内容：続　書簡集

OH/91/1032 1109284040
◆OH

漱石全集 第５巻
夏目漱石／著 ◆OH
岩波書店 １９６６．４ 漱石全集 第１３巻
(８２９ｐ　図版 ２３ｃｍ) 夏目漱石／著
内容：彼岸過迄，行人 岩波書店 １９６６．１１

OH/91/1022 1109283943 (９１５ｐ　図版 ２３ｃｍ)
内容：日記及断片

OH/91/1030 1109284024
◆OH

漱石全集 第３巻
夏目漱石／著 ◆OH
岩波書店 １９６６．２ 漱石全集 第１１巻
(７３２ｐ図版２枚 ２３ｃｍ) 夏目漱石／著
内容：虞美人草，坑夫 岩波書店 １９６６．１０

OH/91/1020 1109283927 (６８７ｐ　図版 ２３ｃｍ)
内容：評論，雑篇

OH/91/1028 1109284008
◆OH

漱石全集 第８巻
夏目漱石／著 ◆OH
岩波書店 １９６６．７ 漱石全集 第１４巻
(５７５ｐ　図版 ２３ｃｍ) 夏目漱石／著
内容：小品集 岩波書店 １９６６．１２

OH/91/1025 1109283976 (９５１ｐ　図版 ２３ｃｍ)
内容：書簡集

OH/91/1031 1109284032
◆OH

漱石全集 第７巻
夏目漱石／著 ◆OH
岩波書店 １９６６．６ 漱石全集 第１２巻
(７０９ｐ　図版 ２３ｃｍ) 夏目漱石／著
内容：明暗 岩波書店 １９６７．３

OH/91/1024 1109283968 (１００８ｐ　図版 ２３ｃｍ)
内容：初期の文章及詩歌俳句　附印譜

OH/91/1029 1109284016
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第一出版 １９６１．８
◆OH (２５８ｐ １９ｃｍ)

漱石全集 第１０巻 OH/91/379 1109265825
夏目漱石／著
岩波書店 １９６６．９
(４９４ｐ　図版 ２３ｃｍ) ◆OH
内容：文学評論 空と海の涯で -第一航空艦隊副官の回想-

OH/91/1027 1109283992 門司親徳／著
毎日新聞社 １９７８．１２
916

◆OH (３９８ｐ ２０ｃｍ)
漱石全集 第４巻 太平洋戦争（１９４１～１９４５）
夏目漱石／著 OH/91/874 1109278174
岩波書店 １９５６．６
(３７５ｐ　 １８ｃｍ)
内容：草枕，二百十日，野分 ◆OH

OH/91/414 1109266179 ソルジェニツィン・ノート
内村剛介／著
河出書房新社 １９７１．１１

◆OH (２２７ｐ ２０ｃｍ)
漱石全集 第１６巻 OH/91/895 1109278380
夏目漱石／著
岩波書店 １９７６．３
(９６０ｐ　図版 ２３ｃｍ) ◆OH
内容：別冊 それから -（他）自転車日記-

OH/91/1033 1109284057 夏目漱石／著
特製版
旺文社 １９６８．６

◆OH (３７８ｐ １６ｃｍ)
漱石とその時代 第２部 旺文社文庫
江藤淳／著 OH/91/907 1109278604
新潮社 １９７０．８
(３７０ｐ １９ｃｍ)
新潮選書 ◆OH
参考文献目録：ｐ３６２～３７０ 孫子

OH/91/733 1109276772 海音寺潮五郎／著
毎日新聞社 １９６４．６
(３６１ｐ ２２ｃｍ)

◆OH OH/91/355 1109265577
漱石の芸術
小宮豊隆／著
岩波書店 １９４２．１２ ◆OH
(６０７ｐ １９ｃｍ) 大興安嶺を耕す -満蒙開拓青少年義勇軍物語-

OH/91/663 1109273381 小野蒙古風／著
讃文社 １９７２．８
(３６３ｐ　図　肖像 １９ｃｍ)

◆OH OH/91/673 1109273480
僧房夢
今東光／著
角川書店 １９６１．５ ◆OH
(２４４ｐ ２０ｃｍ) 第七フランス通信

OH/91/269 1109259422 瀧沢敬一／著
岩波書店 １９４９
(３９５ｐ １９ｃｍ)

◆OH OH/91/251 1109259240
蘇我殿幻想
秦恒平／著
筑摩書房 １９７９．１２ ◆OH
(１５６ｐ ２２ｃｍ) 大将

OH/91/834 1109277770 柴田錬三郎／著
講談社 １９７０
(２９４ｐ ２０ｃｍ)

◆OH OH/91/722 1109276665
俗つれづれ草
吉川英治／著
凡書房 １９５８．１２ ◆OH
(３１８ｐ １９ｃｍ) 大正天皇御製詩集

OH/91/249 1109259224 大正天皇／〔著〕 木下彪／謹解
明徳出版社 １９６０．１２
(２９８ｐ ２３ｃｍ)

◆OH OH/91/116 1109251171
続　みっちゃん　釣の随筆集
大川光三／著
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◆OH (３６６ｐ ２１ｃｍ)
太平記 -校訂- 理論社の大長編シリーズ
博文館編輯局／校訂 4-652-01012-5
１６版 OH/91/771 1109277143
博文館 １９１０．３
(１１７４ｐ ２０ｃｍ)
続帝国文庫 ◆OH

OH/91/618 1109272920 平将門
真山青果／著
日本近代文学館 １９６９．４

◆OH (１９２ｐ ２０ｃｍ)
太平洋戦争航空史話 上 名著複刻全集近代文学館
秦郁彦／著 OH/91/734 1109276780
冬樹社 １９８０．８
(２７８ｐ ２０ｃｍ)
太平洋戦争（１９４１～１９４５）－空戦 ◆OH

OH/91/976 1109280055 対話集　文学と思想
江藤淳／他著
河出書房 １９６７．７

◆OH (２９２ｐ ２０ｃｍ)
太平洋の盃 -ソロモンの賦- OH/91/364 1109265668
豊田穣／著
光人社 １９７９．４
(２６９ｐ ２０ｃｍ) ◆OH
内容：　太平洋の盃〔ほか５編〕 竹取物語・伊勢物語・落窪物語

OH/91/793 1109277366 三谷栄一／［ほか］訳
河出書房 １９５４．３
(３０１ｐ １９ｃｍ)

◆OH OH/91/79 1109246809
大包囲網２５時
小林久三／著
文藝春秋 １９７７．１０ ◆OH
(２９２ｐ ２０ｃｍ) 谷崎潤一郎君のこと

OH/91/798 1109277416 津島寿一／著
芳塘刊行会 １９６５．３
(２０４ｐ １９ｃｍ)

◆OH 芳塘随想
太陽黒点 OH/91/1083 1109318434
森村誠一／著
講談社 １９８０．３
(３３０ｐ ２０ｃｍ) ◆OH

OH/91/812 1109277556 谷崎潤一郎全集 第２４巻
谷崎潤一郎／著
中央公論社 １９５８．１２

◆OH (２２１ｐ １８ｃｍ)
太陽と砂 OH/91/489 1109270478
西村京太郎／著
講談社 １９６７．８
(２５８ｐ ２０ｃｍ) ◆OH

OH/91/435 1109269678 谷崎潤一郎全集 第２５巻
谷崎潤一郎／著
中央公論社 １９５９．１

◆OH (２６３ｐ １８ｃｍ)
太陽にかける橋 OH/91/490 1109270486
グエン・テラサキ／著 新田満里子／訳
小山書店新社 １９６１．１０
(３４９ｐ １９ｃｍ) ◆OH
太平洋戦争（１９４１～１９４５） 谷崎潤一郎全集 第２６巻

OH/91/349 1109265510 谷崎潤一郎／著
中央公論社 １９５９．１
(３０３ｐ １８ｃｍ)

◆OH OH/91/254 1109259273
太陽の生贄
戸川昌子／著
双葉社 １９７８．３ ◆OH
(２９１ｐ １９ｃｍ) たべもの芳名録

OH/91/861 1109278042 神吉拓郎／著
新潮社 １９８４．６
(２２３ｐ １９ｃｍ)

◆OH 内容：鮓が来そうな日〔ほか２３編〕
太陽の子 4-10-353201-7
灰谷健次郎／作 田畑精一／絵 OH/91/636 1109273118
理論社 １９７８．９
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(３５３ｐ ２０ｃｍ)
◆OH OH/91/444 1109270627

玉川兄弟
杉本苑子／著
朝日新聞社 １９７４．９ ◆OH
(３５０ｐ ２０ｃｍ) 父・萩原朔太郎

OH/91/648 1109273233 萩原葉子／著
筑摩書房 １９５９．１１
(２４０ｐ ２０ｃｍ)

◆OH OH/91/290 1109259539
寺田寅彦全集 第１巻
寺田寅彦／著
岩波書店 １９６０．１０ ◆OH
(２５６ｐ １８ｃｍ) ちば中央合同歌集
寺田寅彦 馬場園枝／編

OH/91/129 1109251791 中央線事業部 １９７２．６
(３０３ｐ ２０ｃｍ)

OH/91/717 1109276616
◆OH

打龍の剣 -随筆集-
小幡久男／著 ◆OH
朝雲新聞社 １９７１．３ 巷の神々
(２９７ｐ １８ｃｍ) 石原慎太郎／著

OH/91/605 1109272797 サンケイ新聞出版局 １９６７．９
(４６５ｐ １９ｃｍ)

OH/91/684 1109273589
◆OH

淡窓詩話・約言或問
広瀬淡窓／著 長壽吉／校訂 ◆OH
岩波書店 １９４０．２ 張少子の話
(９８ｐ １６ｃｍ) 安西篤子／著
岩波文庫 文芸春秋新社 １９６５．３

OH/91/331 1109263531 (２１２ｐ ２０ｃｍ)
OH/91/305 1109260271

◆OH
探梅 -句集- ◆OH
大久保橙青／著 中国英傑伝
玉藻社 １９８０．２ 海音寺潮五郎／著
(３７４ｐ ２２ｃｍ) 文藝春秋 １９７１．１

OH/91/893 1109278364 (３８２ｐ ２０ｃｍ)
OH/91/731 1109276756

◆OH
近松名作集 ◆OH
高野正巳／訳 中国千夜一夜 -女読むべからず- 上
河出書房 １９５４．９ 林房雄／著
(２４０ｐ １９ｃｍ) 河出書房 １９６７．９
現代語譯日本古典文學全集 (２４３ｐ　図版 ２０ｃｍ)

OH/91/71 1109246726 OH/91/667 1109273423

◆OH ◆OH
致死海流 中世から近世へ
森村誠一／著 唐木順三／著
新潮社 １９７９．１１ 筑摩書房 １９６１．１０
(３１１ｐ １６ｃｍ) (３４６ｐ ２０ｃｍ)
新潮文庫 日本－歴史

OH/91/814 1109277572 OH/91/161 1109251932

◆OH ◆OH
父西条八十 中世文学の成立
西条嫩子／著 永積安明／著
中央公論社 １９７５．４ 岩波書店 １９６３．６
(３７９ｐ ２０ｃｍ) (２８３，１２ｐ ２２ｃｍ)

OH/91/779 1109277226 OH/91/694 1109276384

◆OH ◆OH
父・漱石とその周辺 鳥獣戯話
夏目伸六／著 花田清輝／〔著〕
芳賀書店 １９６７．９ 講談社 １９６２．２
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(１９８ｐ ２２ｃｍ) ◆OH
OH/91/194 1109253664 沈黙

遠藤周作／著
新潮社 １９６６．３

◆OH (２５７ｐ ２０ｃｍ)
蝶になるまで OH/91/653 1109273282
井上友一郎／著
光風社 １９５８．７
(２７７ｐ １９ｃｍ) ◆OH

OH/91/361 1109265635 対の思想 -中国文学と日本文学-
駒田信二／著
勁草書房 １９６９．２

◆OH (３４０ｐ ２０ｃｍ)
樗牛全集 第１巻 OH/91/629 1109273035
高山樗牛／著
６版
博文館 １９０６．６ ◆OH
(６，６，３０２，４，２，２３４，２ｐ ２３ｃｍ) 月と狂言師

OH/91/696 1109276400 谷崎潤一郎／著
中央公論社 １９５０．３
(４，４２７ｐ　図版５枚 １９ｃｍ)

◆OH OH/91/255 1109259281
樗牛全集 第２巻
高山樗牛／著
５版 ◆OH
博文館 １９０６．４ 辻井喬詩集
(８，１６，９７６ｐ ２３ｃｍ) 辻井喬／著

OH/91/697 1109276418 思潮社 １９６７．９
(４２８ｐ ２０ｃｍ)

OH/91/384 1109265874
◆OH

樗牛全集 第３巻
高山樗牛／著 ◆OH
１７版 つゆくさ -句文集-
博文館 １９１２．９ 南露草／［著］ 南るり女／編
(３，１２，７５６ｐ ２３ｃｍ) ［出版者不明］ １９６８．２

OH/91/698 1109276426 (２２５ｐ　図版１７枚 １９ｃｍ)
OH/91/374 1109259778

◆OH
樗牛全集 第４巻 ◆OH
高山樗牛／著 つゆじも -歌集-
博文館 １９０６．９ 斉藤茂吉／著
(４，１６，１０９８ｐ ２３ｃｍ) 岩波書店 １９４６．８

OH/91/699 1109276434 (３１３ｐ １９ｃｍ)
OH/91/144 1109253318

◆OH
樗牛全集 第５巻 ◆OH
高山樗牛／著 梅雨将軍信長
３版 新田次郎／著
博文館 １９０６．１２ 新潮社 １９７９．１１
(６，１４，６４２ｐ ２３ｃｍ) (３７１ｐ １６ｃｍ)

OH/91/700 1109276442 新潮文庫
内容：梅雨将軍信長〔ほか８編〕　解説　尾崎秀樹著

OH/91/765 1109277085
◆OH

ちょっといい話
戸板康二／著 ◆OH
文藝春秋 １９７８．１ 徒然草
(２８５ｐ ２０ｃｍ) 三省堂編修所／編

OH/91/637 1109273126 改訂版
三省堂 １９６０．４
(２３９ｐ １９ｃｍ)

◆OH 高校国語乙学習シリーズ
鎮西八郎為朝 OH/91/101 1109247021
林房雄／著
学習研究社 １９６９
(２９２ｐ ２０ｃｍ) ◆OH
書きおろし歴史小説シリ－ズ 徒然草

OH/91/386 1109265890 佐々木八郎／訳
河出書房 １９５４．５
(２３８ｐ １９ｃｍ)
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現代語譯日本古典文學全集 OH/91/773 1109277168
OH/91/372 1109259752

◆OH
◆OH 天平の写経師

徒然草 南条範夫／著
村上才太郎／著 毎日新聞社 １９７１．１１
芳文堂書店 １９３０．１２ (２５０ｐ ２０ｃｍ)
(１７１ｐ １９ｃｍ) OH/91/681 1109273563

OH/91/682 1109273571

◆OH
◆OH 天保六道銭

亭主の家出 村上元三／著
吉村昭／著 広済堂出版 １９７２．５
文藝春秋 １９７７．３ (４０２ｐ １９ｃｍ)
(２４８ｐ ２０ｃｍ) OH/91/741 1109276855

OH/91/762 1109277051

◆OH
◆OH 点滅

定本次郎物語 赤城猪太郎／著
下村湖人／著 短歌新聞社 １９７５．１２
池田書店 １９５８．７ (２６３ｐ ２０ｃｍ)
(５２６ｐ ２３ｃｍ) 歩道叢書

OH/91/296 1109259596 OH/91/842 1109277853
OH/91/941 1109279636

◆OH
手鏡 -句集- ◆OH
下田實花／著 東京の散歩道 -明治・大正のおもかげ-
琅玕洞 １９６１．６ 窪川鶴次郎／著
(２２１ｐ １９ｃｍ) 社会思想社 １９６４．８

OH/91/237 1109259000 (２８１p 図版 １５cm)
現代教養文庫

OH/91/602 1109272763
◆OH

溺女伝
岩田専太郎／著 ◆OH
読売新聞社 １９６４．８ 透谷全集 第１巻
(２８６ｐ １９ｃｍ) 北村透谷／著 勝本清一郎／編

OH/91/306 1109260289 岩波書店 １９６０．６
(５，４４５ｐ図版２ １９ｃｍ)

OH/91/148 1109251833
◆OH

鐵神父俳句集
［竹田鐵三／著］ ◆OH
鐵神父俳句集出版委員会 １９６３．５ 橙青炉話 １
(１６８ｐ １９ｃｍ) 大久保橙青／著

OH/91/634 1109273092 橙青会 １９７７．７
(１２９ｐ １８ｃｍ)

OH/91/198 1109253706
◆OH

転向記 -霧の時代-
山田清三郎／著 ◆OH
理論社 １９５７．４ 藤村妻への手紙
(２３９ｐ １８ｃｍ) 島崎静子／編

OH/91/224 1109254167 岩波書店 １９６８．７
(２８２ｐ １９ｃｍ)

OH/91/754 1109276970
◆OH

天平大仏記
沢田ふじ子／著 ◆OH
角川書店 １９８０．５ 藤村名詩鑑賞
(２３８ｐ ２０ｃｍ) 吉田精一／著

OH/91/886 1109278299 新装版
河出書房 １９５５．８
(１９１ｐ １８ｃｍ)

◆OH OH/91/139 1109230969
天平の甍
井上靖／著
集英社 １９５４．３ ◆OH
(１８２ｐ １６ｃｍ) 堂々たる打算
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城山三郎／著 OH/91/64 1109246635
日本経済新聞社 １９７５．１
(２７０ｐ ２０ｃｍ)

OH/91/451 1109270700 ◆OH
徳川家康 １４
山岡荘八／著

◆OH 講談社 １９６４．１１
東方の門・巡礼 (４０４ｐ ２２ｃｍ)
島崎藤村／著 内容：続江戸・大阪の巻，春雷遠雷の巻
新潮社 １９４６．８ OH/91/65 1109246643
(４２４ｐ １９ｃｍ)
藤村文庫

OH/91/171 1109253433 ◆OH
徳川家康 １２
山岡荘八／著

◆OH 講談社 １９６３．１０
童馬山房随聞 (３９７ｐ ２２ｃｍ)
佐藤佐太郎／著 内容：続軍茶利の巻，関が原の巻
岩波書店 １９７６．６ OH/91/63 1109246627
(２３５ｐ ２０ｃｍ)

OH/91/320 1109263424
◆OH

徳川家康 ３
◆OH 山岡荘八／著

動脈列島 講談社 １９６３．６
清水一行／著 (３８８ｐ ２２ｃｍ)
光文社 １９７４．１２ 内容：葦かびの巻，うず潮の巻
(２７６ｐ １８ｃｍ) OH/91/54 1109246536
カッパ・ノベルス

OH/91/671 1109273464
◆OH

徳川家康 １
◆OH 山岡荘八／著

東洋的回帰 講談社 １９６３．６
花田清輝／著 (３９２ｐ ２２ｃｍ)
文藝春秋 １９７１．７ 内容：出世乱離の巻・獅子の座への巻
(４３９ｐ ２０ｃｍ) OH/91/52 1109246510
人と思想

OH/91/725 1109276699
◆OH

徳川家康 ２
◆OH 山岡荘八／著

遠ざかる足音 講談社 １９６３．６
曽野綾子／著 (３９３ｐ ２２ｃｍ)
２３版 内容：続獅子の座の巻，朝露の巻
光文社 １９７５．１１ OH/91/53 1109246528
(２９４ｐ ２０ｃｍ)

OH/91/844 1109277879
◆OH

徳川家康 １１
◆OH 山岡荘八／著

時をたたせる為に 講談社 １９６３．１０
吉田健一／著 (３８１ｐ ２２ｃｍ)
小沢書店 １９７６．３ 内容：日蝕月蝕の巻，軍荼利の巻
(２１９ｐ ２０ｃｍ) OH/91/62 1109246619

OH/91/905 1109278588

◆OH
◆OH 徳川家康 ９

と金紳士 歩の巻 山岡荘八／著
梶山季之／著 講談社 １９６３．１０
文藝春秋 １９６９．１０ (３８７ｐ ２２ｃｍ)
(２６２ｐ １８ｃｍ) 内容：侘茶の巻，明星瞬くの巻
ポケット文春 OH/91/60 1109246593

OH/91/732 1109276764

◆OH
◆OH 徳川家康 ７

徳川家康 １３ 山岡荘八／著
山岡荘八／著 講談社 １９６３．１０
講談社 １９６４．１２ (４０８ｐ ２２ｃｍ)
(３７５ｐ ２２ｃｍ) 内容：無相門の巻，龍虎の巻
内容：泰平胎動の巻，江戸・大阪の巻 OH/91/58 1109246577

- 43 -－457－



山岡荘八／著
大日本雄弁会講談社 １９５８．１２

◆OH (３６４ｐ ２０ｃｍ)
徳川家康 ５ OH/91/42 1109245918
山岡荘八／著
講談社 １９６３．６
(３７５ｐ ２２ｃｍ) ◆OH
内容：颶風の巻，心火の巻 徳川家康 ６

OH/91/56 1109246551 山岡荘八／著
講談社 １９６２．１０
(３６３ｐ ２０ｃｍ)

◆OH OH/91/43 1109245926
徳川家康 １０
山岡荘八／著
講談社 １９６３．１０ ◆OH
(３８３ｐ ２２ｃｍ) 徳川家康 ８
内容：続明星瞬くの巻，難波の夢の巻 山岡荘八／著

OH/91/61 1109246601 大日本雄弁会講談社 １９５８．１２
(３３０ｐ ２０ｃｍ)

OH/91/44 1109245934
◆OH

徳川家康 ８
山岡荘八／著 ◆OH
講談社 １９６３．１０ 徳川家康 ９
(３９８ｐ ２２ｃｍ) 山岡荘八／著
内容：続龍虎の巻，華厳の巻 大日本雄弁会講談社 １９５８．６

OH/91/59 1109246585 (３２９ｐ ２０ｃｍ)
OH/91/45 1109245942

◆OH
徳川家康 ６ ◆OH
山岡荘八／著 徳川家康 １０
講談社 １９６３．６ 山岡荘八／著
(３７２ｐ ２２ｃｍ) 講談社 １９５９．２
内容：続心火の巻，碧雲の巻 (３５６ｐ ２０ｃｍ)

OH/91/57 1109246569 OH/91/46 1109245959

◆OH ◆OH
徳川家康 ４ 徳川家康 １１
山岡荘八／著 山岡荘八／著
講談社 １９６３．６ 大日本雄弁会講談社 １９５８．６
(４００ｐ ２２ｃｍ) (３７４ｐ ２０ｃｍ)
内容：続うず潮の巻，燃える土の巻 OH/91/47 1109245967

OH/91/55 1109246544

◆OH
◆OH 徳川家康 １２

徳川家康 １ 山岡荘八／著
山岡荘八／著 大日本雄弁会講談社 １９５８．８
大日本雄弁会講談社 １９５８．１２ (３６０ｐ ２０ｃｍ)
(３５０ｐ ２０ｃｍ) OH/91/48 1109245975

OH/91/39 1109245884

◆OH
◆OH 徳川家康 １３

徳川家康 ２ 山岡荘八／著
山岡荘八／著 講談社 １９５９．３
大日本雄弁会講談社 １９５８．１２ (３４５ｐ ２０ｃｍ)
(３４４ｐ ２０ｃｍ) OH/91/49 1109245983

OH/91/40 1109245892

◆OH
◆OH 徳川家康 ２０

徳川家康 ３ 山岡荘八／著
山岡荘八／著 講談社 １９６４．４
大日本雄弁会講談社 １９５８．１２ (３３２，３４ｐ ２０ｃｍ)
(３５８ｐ ２０ｃｍ) OH/91/50 1109245991

OH/91/41 1109245900

◆OH
◆OH 徳川家康 ２２

徳川家康 ５ 山岡荘八／著
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講談社 １９６５．４ 中央公論社 １９６７．１２
(３４７ｐ ２０ｃｍ) (２７５ｐ ２０ｃｍ)

OH/91/51 1109246007 OH/91/668 1109273431

◆OH ◆OH
徳川家康 ２５ ドラマの世界
山岡荘八／著 木下順二／著
講談社 １９６７．８ 中央公論社 １９５９．５
(２５０ｐ １９ｃｍ) (２６３ｐ ２０ｃｍ)

OH/91/65-2 1109311066 OH/91/280 1109259638

◆OH ◆OH
読書余情 -歌集- 泥の世界
川田順／著 小田実／著
八雲書店 １９４６．３ 河出書房新社 １９６５．９
(１２１ｐ ２２ｃｍ) (２６６ｐ ２０ｃｍ)

OH/91/131 1109251817 OH/91/279 1109259620

◆OH ◆OH
どくとるマンボウ航海記 敦煌
北杜夫／著 井上靖／著
中央公論社 １９６０．３ 講談社 １９６０．３
(２０３ｐ ２０ｃｍ) (２８０ｐ ２０ｃｍ)

OH/91/326 1109263481 OH/91/281 1109259646

◆OH ◆OH
どくとるマンボウ小辞典 敦煌の旅
北杜夫／著 陳舜臣／著
中央公論社 １９６３．９ 平凡社 １９７６
(２４１ｐ １８ｃｍ) (３２６ｐ　図１２枚 ２１ｃｍ)

OH/91/685 1109273597 敦煌
OH/91/901 1109278547

◆OH
土佐日記・蜻蛉日記・紫式部日記・和泉式部日記 ◆OH
佐藤謙三／［ほか］訳 長い長い眠り
河出書房 １９５４．６ 結城昌治／著
(３５７ｐ １９ｃｍ) 光文社 １９６０．９
現代語譯日本古典文學全集 (２４６ｐ １８ｃｍ)

OH/91/76 1109246775 カッパ・ノベルス
OH/91/229 1109258929

◆OH
利玄と憲吉 ◆OH
川田順／著 中河与一全集 第１２巻
岩波書店 １９３５．１２ 中河與一／著
(３２８ｐ ２０ｃｍ) 角川書店 １９６７．９

OH/91/375 1109259786 (４３０ｐ ２０ｃｍ)
内容：日本の理想，近代はもう終わった，交遊録，山兵紀行，
年譜

◆OH OH/91/408 1109266112
殿様と口紅
藤原審爾／著
新潮社 １９６３．５ ◆OH
(２０１ｐ ２０ｃｍ) 中河與一全集 第１１巻

OH/91/318 1109260404 中河与一／著
角川書店 １９６７．８
(３７２ｐ ２０ｃｍ)

◆OH 内容：左手神聖，中国紀行，南洋紀行，ヨーロッパ紀行，絵画
ともしび：詩集 論
石橋史華子／著 OH/91/407 1109266104
成美堂 １９６６．１２
(９４ｐ １９ｃｍ)

OH/91/687 1109276319 ◆OH
中河与一全集 第１０巻
中河与一／著

◆OH 角川書店 １９６７．３
豊臣家の人々 (４１１ｐ ２０ｃｍ)
司馬遼太郎／著 内容：新恋愛論，純文芸と大衆文芸，偶然の美学
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◆OH
OH/91/406 1109266096 中河与一全集 第１巻

中河与一／著
角川書店 １９６７．５

◆OH (３８６ｐ ２０ｃｍ)
中河与一全集 第９巻 内容：踊，氷る舞踏場，見知らぬ海景，祝，刺繍せられた野菜
中河与一／著 ，秋風の宿，海路歴程，脱走記，新婚者，木枯の日，彼の優鬱
角川書店 １９６７．６ ，厄日，掌篇十四篇，雲井先生録事，孫逸仙の友，地獄，或る
(４２７ｐ ２０ｃｍ) 心中の話，夢と或る夫婦，清めの布と希望，はち，女礼，アル
内容：形式主義芸術論，万葉の精神，歌ごころ，詩帖 ゼンチンの女，セミラミス女王

OH/91/405 1109266088 OH/91/397 1109266005

◆OH ◆OH
中河与一全集 第８巻 中河与一全集 第６巻
中河与一／著 中河与一／著
角川書店 １９６７．１ 角川書店 １９６６．１２
(３８６ｐ ２０ｃｍ) (４３１ｐ ２０ｃｍ)
内容：探美の夜（下）． 内容：博歯になる馬車，悲劇の季節，ミイラ頌，運命，さまざ

OH/91/404 1109266070 まの女
OH/91/402 1109266054

◆OH
中河与一全集 第７巻 ◆OH
中河与一／著 永田青嵐句集
角川書店 １９６６．１１ 永田青嵐／著
(４５８ｐ ２０ｃｍ) 新樹社 １９５８．１２
内容：探美の夜（上）． (３９２ｐ １９ｃｍ)

OH/91/403 1109266062 OH/91/119 1109251205

◆OH ◆OH
中河与一全集 第５巻 長門守の陰謀
中河与一／著 藤沢周平／著
角川書店 １９６７．４ 立風書房 １９７８．１
(４４０ｐ ２０ｃｍ) (２１３ｐ ２０ｃｍ)
内容：求道女，愛恋無限 OH/91/776 1109277192

OH/91/401 1109266047

◆OH
◆OH 長屋の地蔵盆

中河与一全集 第４巻 三谷甲才／著
中河与一／著 ずいひつ遍路宿の会 １９８５．１０
角川書店 １９６６．１０ (２３７ｐ １９ｃｍ)
(４２３ｐ ２０ｃｍ) OH/91/1076 1109284529
内容：天の夕顔，臈たき花，墜落，三連符，失楽の庭

OH/91/400 1109266039
◆OH

中山七里
◆OH 中山義秀／著

中河与一全集 第３巻 毎日新聞社 １９６０．９
中河与一／著 (２６１ｐ ２０ｃｍ)
角川書店 １９６７．２ OH/91/276 1109259497
(３７６ｐ ２０ｃｍ)
内容：天から生えた木，鬚，鏡に這入る女，窈窕，大森林州，
養女日記，圓形四ツ辻，幻聴を聞く女，海浜插話，航海，追っ ◆OH
かける男，レドモア島誌，肉体の暴風，満月，二千六百八十二 流れる星は生きている
哩 藤原てい／著

OH/91/399 1109266021 中央公論社 １９８４．８
(２９６ｐ ２０ｃｍ)
4-12-001312-X

◆OH OH/91/301 1109326999
中河与一全集 第２巻
中河与一／著
角川書店 １９６７．７ ◆OH
(３６６ｐ ２０ｃｍ) 夏目漱石 １
内容：香妃，懊惱記，気侯の流行，吸血鬼，カシミールの美貌 小宮豊隆／著
，ウソの楽園，恐ろしき恋人，シヤモ先生の肖像，黒い幻，印 岩波書店 １９５３．８
度王宮図，租母，年齢，赤い薔薇，バルト海の滑走場，ブルカ (２８６ｐ １８ｃｍ)
マル，マルセイユの太陽，肉親の賦，鵞鳥か家鴨か OH/91/749 1109276921

OH/91/398 1109266013

◆OH
夏目漱石 ２
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小宮豊隆／著 OH/91/891 1109278349
岩波書店 １９５３．９
(２７６ｐ １８ｃｍ)

OH/91/750 1109276939 ◆OH
二十世紀前半の世界十大小説
中島健蔵／［ほか］著

◆OH 中央公論社 １９５４．９
夏目漱石 ３ (２５７ｐ １８ｃｍ)
小宮豊隆／著 内容：チボー家の人々(中島健蔵) ジャン・クリストフ(臼井吉
岩波書店 １９５３．１０ 見) ユリシイズ(伊藤整) 失われた時を求めて(中村真一郎) 魔
(２８９ｐ １８ｃｍ) の山(高橋義孝) 阿Q正伝(渡辺淳) 静かなるドン(荒正人) 夜明

OH/91/751 1109276947 け前(村山知義) 怒りの葡萄(中野好夫) 暗夜行路(亀井勝一郎)
 

OH/91/157 1109251908
◆OH

何をたよりに生きようか
邱永漢／著 ◆OH
１６版 西山一窟鬼 -京本通俗小説-
日本経済新聞社 １９７０．９ 吉川幸次郎／訳
(２６１ｐ １９ｃｍ) 筑摩書房 １９５６．５

OH/91/621 1109272953 (２７２ｐ ２０ｃｍ)
玉の観音-碾玉観音,一ふしの歌-菩薩蛮,亡者の世界-西山一窟
鬼,白ねずみ張番頭-志誠張主管,意地はり大臣-拗相公,崔寧の

◆OH 不運-錯斬崔寧,めぐりあいー馮玉梅団円
名乗り出る者 -伊藤勇雄詩集- 第三集 中国小説－小説集
伊藤勇雄／著 OH/91/264 1109259372
杜陵書院 １９６４．１０
(２３４ｐ ２１ｃｍ)

OH/91/226 1109254183 ◆OH
日本廻国記 -わが旅のメモ-
三好重夫／著

◆OH 時評社 １９６７．１２
生ぐさ太公望 -随想- (２５１ｐ（図版共） １６ｃｍ)
児玉誉士夫／著 Ｊｉｈｙｏ　ｂｏｏｋｓ
広済堂出版 １９７５ OH/91/409 1109266120
(３２８ｐ　肖像 １９ｃｍ)

OH/91/899 1109278521
◆OH

日本国民文学全集 別巻７
◆OH 河出書房 １９５６．８

波の塔 (４４４ｐ ２２ｃｍ)
松本清張／著 OH/91/87 1109246882
９１版
光文社 １９７０．１０
(４７１ｐ １８ｃｍ) ◆OH
カッパ・ノベルス 日本国民文学全集 別巻５

OH/91/922 1109278752 河出書房 １９５６．７
(３７２ｐ ２２ｃｍ)

OH/91/85 1109246866
◆OH

楢山節考
深沢七郎／著 ◆OH
普及版 日本国民文学全集 別巻３
中央公論社 １９５８．５ 河出書房 １９５６．５
(２１３ｐ １８ｃｍ) (３８０ｐ ２２ｃｍ)
楢山節考,東北の神武たち,揺れる家. 深沢七郎氏の作品の世界 OH/91/83 1109246841
(伊藤整)

OH/91/285 1109259687
◆OH

日本国民文学全集 別巻６
◆OH 河出書房 １９５６．７

汝！怒りもて報いよ (３８０ｐ ２２ｃｍ)
西村寿行／著 OH/91/86 1109246874
スポーツニッポン新聞社出版局 １９７７．６
(３６６ｐ ２０ｃｍ)

OH/91/829 1109277721 ◆OH
日本国民文学全集 別巻４
河出書房 １９５６．６

◆OH (４０４ｐ ２２ｃｍ)
仁木悦子自選傑作短篇集 OH/91/84 1109246858
仁木悦子／著
読売新聞社 １９７６．８
(３３１ｐ ２０ｃｍ)
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◆OH
日本国民文学全集 別巻１ OH/91/338 1109263606
河出書房 １９５６．３
(３８０ｐ ２２ｃｍ)

OH/91/81 1109246825 ◆OH
日本の智慧西洋の智慧
亀井勝一郎／著

◆OH 三笠書房 １９６２．４
日本国民文学全集 別巻２ (２０８ｐ １８ｃｍ)
河出書房 １９５６．４ OH/91/153 1109251874
(３８０ｐ ２２ｃｍ)

OH/91/82 1109246833
◆OH

日本の名著 １
◆OH 伊藤整／［ほか］編集委員

日本国民文学全集 別巻８ 中央公論社 １９７１．１
河出書房 １９５６．８ (５０２ｐ １８ｃｍ)
(４０９ｐ ２２ｃｍ) 巻末：『日本書記』年表（神武天皇～持統天皇）

OH/91/88 1109246890 日本書紀
OH/91/1073 1109284495

◆OH
日本人であること ◆OH
小島亮一／著 日本文学散歩
冨山房 １９６２．６ ドナルド・キーン／著 篠田一士／訳
(２５４ｐ １９ｃｍ) 朝日新聞社 １９７５
富山房ライブラリー (２２６ｐ １９ｃｍ)

OH/91/303 1109260255 朝日選書
日本文学－歴史

OH/91/859 1109278026
◆OH

日本人の心の歴史 上
唐木順三／著 ◆OH
筑摩書房 １９７６．３ 日本文學全集 ９
(３２４ｐ １９ｃｍ) 新潮社 １９５９．９
筑摩叢書学 (５３３ｐ １８ｃｍ)
日本文学 肖像・年譜あり

OH/91/974 1109280089 OH/91/419 1109266229

◆OH ◆OH
日本人の堕落 -諸悪の根源は金である- 日本文学全集 １２
邱永漢／著 河出書房新社 １９６６．１０
徳間書店 １９７４．９ (４５６ｐ ２０ｃｍ)
(２５４ｐ １９ｃｍ) 刺青,母を恋うる記,蓼喰う虫,春琴抄,少将滋幹の母,鍵,文章読

OH/91/781 1109277242 本. 注釈(稲垣達郎) 年譜,解説(三島由紀夫)
OH/91/736 1109276806

◆OH
日本天国論 ◆OH
邱永漢／著 日本文學全集 ５４
中央公論社 １９５７．１０ 新潮社 １９５９．９
(１７２ｐ １９ｃｍ) (５４０ｐ １８ｃｍ)

OH/91/175 1109253474 肖像・年譜あり
OH/91/227 1109254191

◆OH
日本のアウトサイダー ◆OH
河上徹太郎／著 日本文學全集 ６６
中央公論社 １９５９．９ 新潮社 １９５９．５
(２５６ｐ ２０ｃｍ) (５３７ｐ １８ｃｍ)
内容：中原中也，萩原朔太郎，昭和初期の詩人たち，岩野泡鳴 肖像・年譜あり
，河上肇，岡倉天心，大杉栄，内村鑑三，正統思想について　 OH/91/228 1109254209
図版あり
伝記－日本 日本文学－作家

OH/91/195 1109253672 ◆OH
日本文学の歴史 ６
角川書店 １９６７．１０

◆OH (４８５ｐ ２０ｃｍ)
日本のエリート 日本文学－歴史－室町時代
河上徹太郎／著 OH/91/36 1109245850
垂水書房 １９６６．７
(１７３ｐ １９ｃｍ)
垂水叢書
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◆OH
日本文学の歴史 ４ 講談社 １９７９．９
角川書店 １９６７．８ (２７８ｐ ２０ｃｍ)
(４８４ｐ ２０ｃｍ) OH/91/797 1109277408
日本文学－歴史－平安時代

OH/91/35 1109245843
◆OH

人間勝負
◆OH 柴田錬三郎／著

日本文学の歴史 ２ 廣済堂出版 １９７３．１２
角川書店 １９６７．６ (５２５ｐ １９ｃｍ)
(４７１ｐ ２０ｃｍ) OH/91/925 1109278786
日本文学－歴史－古代

OH/91/33 1109245827
◆OH

人間の死にかた
◆OH 中野好夫／著

日本文学の歴史 ７ 新潮社 １９６９．６
角川書店 １９６７．１１ (２３５ｐ １９ｃｍ)
(４５７ｐ ２０ｃｍ) 新潮選書
日本文学－歴史－江戸時代 OH/91/385 1109265882

OH/91/37 1109245868

◆OH
◆OH 人間の復活 前編

日本文学の歴史 ３ 島木健作／著
角川書店 １９６７．７ 中央公論社 １９４０．５
(４９５ｐ ２０ｃｍ) (４０７ｐ １９ｃｍ)
日本文学－歴史－奈良時代 日本文学－歴史－平安時代 OH/91/308 1109260305

OH/91/34 1109245835

◆OH
◆OH 忍者からす -神鴉伝奇-

日本文学の歴史 １ 柴田錬三郎／著
角川書店 １９６７．５ 文芸春秋新社 １９６４．１１
(４８０ｐ ２０ｃｍ) (３０２ｐ ２０ｃｍ)

OH/91/32 1109245819 柴錬立川文庫
OH/91/313 1109260354

◆OH
日本民族 ◆OH
岡潔／著 額田女王
月刊ペン社 １９６８．１２ 井上靖／著
(３２５ｐ ２０ｃｍ) 毎日新聞社 １９６９．１２

OH/91/756 1109276996 (３１０ｐ ２２ｃｍ)
OH/91/701 1109276459

◆OH
日本名城伝 ◆OH
海音寺潮五郎／著 残りの雪 上巻
新潮社 １９６１．３ 立原正秋／著
(２５４ｐ ２１ｃｍ) 新潮社 １９７４．４

OH/91/233 1109258960 (２６３ｐ ２０ｃｍ)
OH/91/964 1109279867

◆OH
女人平家 前篇 ◆OH
吉屋信子／著 残りの雪 下巻
朝日新聞社 １９７１ 立原正秋／著
(４１６ｐ １９ｃｍ) 新潮社 １９７４．４

OH/91/865 1109278083 (２５０ｐ ２０ｃｍ)
OH/91/965 1109279875

◆OH
女人平家 後篇 ◆OH
吉屋信子／著 野坂昭如エッセイ集  １
朝日新聞社 １９７１ 野坂昭如／著
(４０９ｐ １９ｃｍ) 中央公論社 １９６９．１２

OH/91/866 1109278091 (２０４ｐ　図版 ２０ｃｍ)
OH/91/679 1109273548

◆OH
睨み文殊 -随想集- ◆OH
山岡荘八／著 野分 -句集-
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佐々木良作／著 ◆OH
［佐々木良作］ １９７４．１０ 芭蕉 -その鑑賞と批評（全）-
(１４５ｐ １９ｃｍ) 山本健吉／著

OH/91/832 1109277754 新潮社 １９５７．８
(５０５ｐ ２０ｃｍ)

OH/91/125 1109230886
◆OH

俳句する心
荻原井泉水／著 ◆OH
子文書房 １９４１ 芭蕉研究
(３０８ｐ １９ｃｍ) 杉浦正一郎／著

OH/91/122 1109230852 岩波書店 １９５８．９
(４８７，４ｐ ２２ｃｍ)

OH/91/706 1109276509
◆OH

俳句の五十年
高浜虚子／著 ◆OH
改訂版 芭蕉集
中央公論社 １９４７．２ 杉浦正一郎／訳
(２８６ｐ １８ｃｍ) 河出書房 １９５６．１０

OH/91/124 1109230878 (２６５ｐ １９ｃｍ)
現代語譯日本古典文學全集

OH/91/72 1109246734
◆OH

廃城奇譚
南條範夫／著 ◆OH
東京文芸社 １９６６．７ 芭蕉と東西文化交流
(２７４ｐ １８ｃｍ) 川崎秀二／著
南条範夫残酷全集 夕刊新伊勢新聞社 １９７８．２

OH/91/491 1109270494 (１９５ｐ １９ｃｍ)
OH/91/838 1109277812

◆OH
パイプの煙 ◆OH
都留重人／著 芭蕉俳句新講 下巻
勁草書房 １９５３．５ 潁原退蔵／著
(２１４ｐ １９ｃｍ) 岩波書店 １９５１．８

OH/91/238 1109259117 (３６９ｐ １９ｃｍ)
俳句

OH/91/628 1109273027
◆OH

博物誌 １９５７
串田孫一／著 ◆OH
創文社 １９５６．１２ 芭蕉俳句新講 上巻
(２０４ｐ １８ｃｍ) 潁原退蔵／著

OH/91/197 1109253698 岩波書店 １９５１．８
(８，４１７ｐ １９ｃｍ)
俳句

◆OH OH/91/627 1109273019
幕末動乱の男たち 上巻
海音寺潮五郎／著
新潮社 １９６８．４ ◆OH
(２４６ｐ ２０ｃｍ) 初仕事は“安楽殺”だった

OH/91/651 1109273266 塩月正雄／著
光文社 １９７８．８
916

◆OH (２０２ｐ ２０ｃｍ)
パコダに捧ぐビルマの夕映え 原爆症 太平洋戦争（１９４１～１９４５） 長崎市
香川県ビルマ会／著 4-334-92040-3
香川県ビルマ会 １９７２．６ OH/91/774 1109277176
(５２０ｐ ２６ｃｍ)

OH/91/1071 1109284479
◆OH

華岡青洲の妻
◆OH 有吉佐和子／著

橋づくし 新潮社 １９６７．２
三島由紀夫／著 (２１３ｐ ２０ｃｍ)
文芸春秋新社 １９５８．１ OH/91/334 1109263564
(２２３ｐ ２０ｃｍ)
橋づくし,施餓鬼舟,急停車,博覧会,十九歳,女方,貴顕

OH/91/272 1109259455 ◆OH
花氷
藤原審爾／著
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いんなあとりっぷ社 １９７４．１２ (２３０ｐ ２０ｃｍ)
(３３１ｐ ２０ｃｍ) 被害者は誰だ,徴役五年,麻薬王,恐喝者,視線と刃物,教祖と泥

OH/91/820 1109277630 棒
OH/91/177 1109253490

◆OH
花のいのち ◆OH
立原正秋／著 光る壁画
新潮社 １９６７．１０ 吉村昭／著
(２２０ｐ １９ｃｍ) 新潮社 １９８１．５

OH/91/929 1109278828 (２４８ｐ ２０ｃｍ)
OH/91/887 1109278307

◆OH
花の弁論 ◆OH
村松梢風／著 被虐の系譜
中央公論社 １９７９．７ 南條範夫／著
(１８５ｐ ２０ｃｍ) 講談社 １９６３．２

OH/91/368 1109265700 (２２８ｐ ２０ｃｍ)
OH/91/446 1109270643

◆OH
遙かな国遠い国 ◆OH
北杜夫／著 被虐の系譜
新潮社 １９７１．４ 南條範夫／著
(２５５ｐ ２０ｃｍ) 講談社 １９７４．９

OH/91/434 1109269660 (２１７ｐ １５ｃｍ)
講談社文庫

OH/91/446-2 1109270650
◆OH

春の眉
中山義秀／著 ◆OH
朝日新聞社 １９６１．１２ ひこうぐも
(２９２ｐ ２０ｃｍ) 小林千恵子／著

OH/91/277 1109259505 養神書院 １９７０．５
(３８０ｐ １９ｃｍ)

OH/91/689 1109276335
◆OH

反貞女大学
三島由紀夫／著 ◆OH
新潮社 １９６６．２ 非常時日本文壇史
(２１３ｐ ２０ｃｍ) 巖谷大四／著

OH/91/271 1109259448 中央公論社 １９５８．９
(２１６ｐ ２０ｃｍ)

OH/91/160 1109251924
◆OH

晩年の父
小堀杏奴／著 ◆OH
岩波書店 １９３６．２ 日高川
(２５２ｐ １９ｃｍ) 有吉佐和子／著

OH/91/321 1109263432 文藝春秋 １９６６．１
(２６９ｐ ２１ｃｍ)

OH/91/260 1109259331
◆OH

晩来抄  -自選歌文-
川田順／著 ◆OH
第一書房 １９３７．９ 秀吉と利休
(３２１ｐ ２０ｃｍ) 野上弥生子／著

OH/91/207 1109254001 中央公論社 １９６４．２
(４０２ｐ ２０ｃｍ)

OH/91/363 1109265650
◆OH

燧灘
神田貢／著 ◆OH
川之江大教会 １９６９．１１ 人／生活／読書 -私の生活体験-
(４，９３ｐ １９ｃｍ) 椎名麟三／著

OH/91/346 1109263689 二見書房 １９６７．１
(２５４ｐ １９ｃｍ)

OH/91/221 1109254134
◆OH

被害者は誰だ
邱永漢／著 ◆OH
光文社 １９６０．８ 一つの秘密
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◆OH
正宗白鳥／著 評釈　日本歌集
新潮社 １９６２．１１ 川田順／著
(２３３ｐ ２２ｃｍ) 朝日新聞社 １９４１．１１

OH/91/322 1109263440 (３４６ｐ １９ｃｍ)
和歌－歌集

OH/91/205 1109253987
◆OH

ひとりよがり -随筆　三宅正太郎先生と私ほか六編-
渡辺好人／著 ◆OH
立花書房 １９７０．９ 飄亭句日記
(３５５ｐ　図版 ２２ｃｍ) 五百木飄亭／著

OH/91/693 1109276376 政教社 １９５８．３
(３２３ｐ １９ｃｍ)

OH/91/614 1109272870
◆OH

緋の記憶
仁木悦子／著 ◆OH
立風書房 １９７８．３ 氷点 続
(２６８ｐ １９ｃｍ) 三浦綾子／著
内容：暗緑の時代〔ほか５編〕 朝日新聞社 １９７１

OH/91/764 1109277077 (４１５ｐ １９ｃｍ)
OH/91/853 1109277960

◆OH
火の十字架 ◆OH
森村誠一／著 氷点
角川書店 １９８０．１ 三浦綾子／著
(３７５ｐ ２０ｃｍ) 朝日新聞社 １９７０．６

OH/91/816 1109277598 (４１５ｐ １９ｃｍ)
OH/91/852 1109277952

◆OH
火の縄 ◆OH
松本清張／著 氷紋
講談社 １９６３．１２ 渡辺淳一／著
(２２９ｐ ２０ｃｍ) 講談社 １９７４．６

OH/91/370 1109259737 913.6
(２９７ｐ ２０ｃｍ)

OH/91/819 1109277622
◆OH

批評と表現 -近代日本文学の「私」 -
饗庭孝男／箸 ◆OH
文藝春秋 １９７９．６ 漂流記
(４５５ｐ ２０ｃｍ) 豊田穣／著

OH/91/768 1109277119 三笠書房 １９７９．５
913.6
(２２６ｐ ２０ｃｍ)

◆OH 太平洋戦争（１９４１～１９４５）－小説
百戦百勝 OH/91/787 1109277309
城山三郎／著
日本経済新聞社 １９７４．９
(３３２ｐ ２０ｃｍ) ◆OH

OH/91/230 1109258937 開かれた門 -歌集-
合同歌集開かれた門刊行会／編
短歌新聞社 １９７８．９

◆OH (１９０ｐ ２０ｃｍ)
百朝集 OH/91/1088 1109336196
安岡正篤／著
福村出版 １９４６．６
(１２０ｐ １９ｃｍ) ◆OH
名言 平野國臣

OH/91/150 1109251858 大坪草二郎／著
錦城出版社 １９４４．３
(２８３ｐ １９ｃｍ)

◆OH 新日本文芸叢書
百人一首解説 OH/91/642 1109273175
平井勲／著
虹有社 １９６７．１２
(１９０ｐ １９ｃｍ) ◆OH

OH/91/662 1109273373 瓶の中
高峰秀子／著
文化出版局 １９７２
(１９７ｐ（図共） ２５ｃｍ)
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OH/91/939 1109279610 (２７２ｐ ２０ｃｍ)
OH/91/91 1109246924

◆OH
風蘭 -随想- ◆OH
佐渡卓／著 武将列伝
［佐渡卓］ １９７６．７ 海音寺潮五郎／著
(５５８ｐ ２２ｃｍ) 文芸春秋新社 １９５９．７

OH/91/902 1109278554 (３０４ｐ ２０ｃｍ)
OH/91/92 1109246932

◆OH
風流艶魔伝 ◆OH
幸田露伴／著 不信のとき
角川書店 １９５１．１１ 有吉佐和子／著
(２７２ｐ １９ｃｍ) 新潮社 １９６８．２

OH/91/203 1109253755 (３９２ｐ ２０ｃｍ)
OH/91/452 1109269710

◆OH
梟の城 ◆OH
司馬遼太郎／著 二重潮
新潮社 １９６５．４ 松永健哉／著
(５３２ｐ １６ｃｍ) 真髄社 １９６５．１０
新潮文庫 (４４８ｐ １８ｃｍ)

OH/91/728 1109276723 OH/91/307 1109260297

◆OH ◆OH
不思議な国のムッシュウ -素顔の寺山修二- 二人だけの祭
九條今日子／著 沢野久雄／著
主婦と生活社 １９８５．４ サンケイ新聞出版局 １９６７．４
(２３５ｐ ２０ｃｍ) (４０２ｐ １８ｃｍ)
4-391-10840-2 OH/91/493 1109270510

OH/91/1086 1109326080

◆OH
◆OH 吹雪の空白

富士讃歌詩文集 水上勉／著
菅野多治兵衛／編 光文社 １９６４．７
富士礼讃会 １９７９．１ (２２２ｐ １８ｃｍ)
(１６８ｐ ２２ｃｍ) カッパ・ノベルス 

OH/91/799 1109277424 OH/91/918 1109278711

◆OH ◆OH
撫松山人田園詩鈔 武辺往来
永富撫松／著 中山義秀／著
鹿島守之助 １９６８．９ 中央公論社 １９６０．３
(７５ｐ　図版 ２６ｃｍ) (３１５ｐ ２０ｃｍ)

OH/91/711 1109276558 OH/91/282 1109259653

◆OH ◆OH
武将列伝 ３ 不毛地帯 １
海音寺潮五郎／著 山崎豊子／著
文芸春秋新社 １９６０．７ 新潮社 １９７６
(３０９ｐ ２０ｃｍ) (３４１ｐ ２０ｃｍ)

OH/91/89 1109246908 OH/91/659 1109273340

◆OH ◆OH
武将列伝 ４ 不毛地帯 ２
海音寺潮五郎／著 山崎豊子／著
文芸春秋新社 １９６１．１ 新潮社 １９７６
(２９３ｐ ２０ｃｍ) (３４４ｐ ２０ｃｍ)

OH/91/90 1109246916 OH/91/660 1109273357

◆OH ◆OH
武将列伝 ５ 冬の紳士
海音寺潮五郎／著 大仏次郎／著
文芸春秋新社 １９６３．４ 光風社書店 １９７２．１
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(２５８ｐ １８ｃｍ) ◆OH
OH/91/862 1109278059 文学入門

塩田良平／著
３版

◆OH 青林書院 １９５８．３
冬の旅 上巻 (２７３ｐ １９ｃｍ)
立原正秋／著 入門シリーズ
新潮社 １９６９．９ OH/91/104 1109247054
(２８１ｐ ２０ｃｍ)

OH/91/962 1109279842
◆OH

文学評論
◆OH 厨川白村／著

冬の旅 下巻 改造社 １９２９．２
立原正秋／著 (５０３ｐ ２０ｃｍ)
新潮社 １９６９．９ 厨川白村全集
(２８５ｐ ２０ｃｍ) OH/91/598 1109272722

OH/91/963 1109279859

◆OH
◆OH 文学評論及印象記

古袷 -句集- 厨川白村／著
林譲治／著 改造社 １９２９．７
雪華社 １９６３．４ (６０３ｐ ２０ｃｍ)
(２６６ｐ ２０ｃｍ) 厨川白村全集
著者肖像あり OH/91/599 1109272730

OH/91/117 1109251189

◆OH
◆OH 文学論 上

故里の土 厨川白村／著
中山義秀／著 改造社 １９２９．６
新潮社 １９６３．２ (４８１ｐ ２０ｃｍ)
(３１２ｐ ２０ｃｍ) 厨川白村全集

OH/91/273 1109259463 OH/91/596 1109272706

◆OH ◆OH
文学直路 文学論 下
斉藤茂吉／著 厨川白村／著
第２版 改造社 １９２９．５
青磁社 １９４６．１１ (５４０ｐ ２０ｃｍ)
(３１４ｐ ２１ｃｍ) 厨川白村全集

OH/91/169 1109253417 OH/91/597 1109272714

◆OH ◆OH
文学読本 春夏の巻 文化防衛論
正岡子規／著 河東碧梧桐／編 三島由紀夫／著
新装版 新潮社 １９６９．４
第一書房 １９３８．４ (２６８ｐ １９ｃｍ)
(４９７ｐ ２０ｃｍ) OH/91/623 1109272979

OH/91/105 1109247062

◆OH
◆OH 文芸 第４巻第１号

文学読本 秋冬の巻 河出書房 １９６５．１
正岡子規／著 河東碧梧桐／編 (３２８ｐ １８ｃｍ)
新装版 OH/91/192 1109253649
第一書房 １９３７．９
(４６８ｐ ２０ｃｍ)

OH/91/106 1109247070 ◆OH
文芸 第４巻第９号
河出書房新社 １９６５．９

◆OH (３１２ｐ １８ｃｍ)
文学とは何か OH/91/241 1109259141
加藤周一／著
角川書店 １９７１．９
(１９８ｐ １９ｃｍ) ◆OH
角川選書 文芸論

OH/91/855 1109277986 九鬼周造／著
岩波書店 １９４１．９
(５６９ｐ ２２ｃｍ)
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OH/91/109 1109247104 牧羊社 １９７８．５
(２５８ｐ ２２ｃｍ)

OH/91/839 1109277820
◆OH

分水嶺
高田博厚／著 ◆OH
岩波書店 １９７５．１２ ベレー横町
(３６９ｐ １９ｃｍ) 伊吹武彦／著

OH/91/752 1109276954 中外書房 １９５８．９
(３０７ｐ １９ｃｍ)

OH/91/447 1109270668
◆OH

文明開化
林房雄／著 ◆OH
朝日新聞社 １９６５．３ ペンの散歩
(４３７ｐ ２０ｃｍ) 尾崎一雄／著

OH/91/294 1109259570 中央公論社 １９７８．３
(２９４ｐ ２０ｃｍ)

OH/91/841 1109277846
◆OH

平家物語 上
石田吉貞／訳 ◆OH
河出書房 １９５４．４ 変容
(２８１ｐ １９ｃｍ) 伊藤整／作
現代語譯日本古典文學全集 岩波書店 １９６８．１０

OH/91/30 1109245793 (３９１ｐ ２０ｃｍ)
OH/91/726 1109276707

◆OH
平家物語 下 ◆OH
石田吉貞／訳 彷徨の季節の中で
河出書房 １９５４．１０ 辻井喬／著
(２６２ｐ １９ｃｍ) 新潮社 １９６９．９
現代語譯日本古典文學全集 (２７０ｐ ２０ｃｍ)

OH/91/31 1109245801 OH/91/440 1109270585

◆OH ◆OH
米寿閑話 -言論の自由と「二十六世紀」事件- 豊饒の海 ２
野村治一良／著 三島由紀夫／著
野村治一良 １９６３．１２ 新潮社 １９６９．２
(２７６ｐ １９ｃｍ) (４０２ｐ ２０ｃｍ)

OH/91/323 1109263457 OH/91/656 1109273316

◆OH ◆OH
碧水濯足 包丁のある書斎
高木陸郎／著 河竹登志夫／著
高木陸郎翁喜寿祝賀会 １９５７．５ 日本経済新聞社 １９８７．２
(２０９ｐ ２１ｃｍ) (２３２ｐ ２０ｃｍ)

OH/91/854 1109277978 内容：猫柳のまな板〔ほか７０編〕
料理
4-532-09439-9

◆OH OH/91/729 1109276731
ヘソまがり太平記 続
藤島泰輔／著
読売新聞社 １９６５．６ ◆OH
(２３８ｐ １８ｃｍ) 報道されなかった中国

OH/91/352 1109265544 矢島鈞次，小貫範子／著
高木書房 １９７８．１０
(２６３ｐ １９ｃｍ)

◆OH OH/91/488 1109270460
別離 -歌集-
若山牧水／著
日本近代文学館 １９６８．９ ◆OH
(３４２ｐ １６ｃｍ) 墨寶抄
名著複刻全集近代文学館 吉井勇／著

OH/91/454 1109269736 鎌倉文庫 １９４７．９
(１４３ｐ ２２ｃｍ)

OH/91/154 1109253367
◆OH

紅隈 -歌集-
宇野犂子／著
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◆OH
母子変容 下 OH/91/396 1109265999
有吉佐和子／著
講談社 １９７４．３
(３０２ｐ ２０ｃｍ) ◆OH

OH/91/967 1109280048 ぼんぼん主計長奮戦記
北尾謙三／著
サンケイ新聞社 １９７８．６

◆OH (２６２ｐ １９ｃｍ)
母子変容 上 OH/91/864 1109278075
有吉佐和子／著
講談社 １９７４．３
(２８５ｐ ２０ｃｍ) ◆OH

OH/91/966 1109280030 麻雀好日
吉行淳之介／著
毎日新聞社 １９７７．４

◆OH (１９７ｐ ２０ｃｍ)
螢の宿 OH/91/783 1109277267
古山高麗雄／著
新潮社 １９８０．４
(３１９ｐ ２０ｃｍ) ◆OH

OH/91/809 1109277523 増鏡
和田英松／校訂
岩波書店 １９４５．１１

◆OH (２４０ｐ １９ｃｍ)
ほっこまい伝 岩波文庫・教科書版
妹尾隆彦／著 OH/91/225 1109254175
創元社 １９６６．１０
(２９５ｐ １９ｃｍ)

OH/91/366 1109265684 ◆OH
幻の墓
森村誠一／著

◆OH 実業之日本社 １９７５．１２
坊っちゃん (２３１ｐ １８ｃｍ)
夏目漱石／著 Ｊｏｙ　ｎｏｖｅｌｓ
新潮社 １９６５．６ OH/91/815 1109277580
(１４５ｐ １６ｃｍ)
新潮文庫

OH/91/906 1109278596 ◆OH
まぼろしの橋
三浦哲郎／著

◆OH 文藝春秋 １９７２．５
炎の海 -報道カメラマン空母と共に- (２６１ｐ ２０ｃｍ)
牧島貞一／著 OH/91/93 1109246940
光人社 １９８１．２ OH/91/921 1109278745
916
(２３７ｐ ２０ｃｍ)
太平洋戦争（１９４１～１９４５） ◆OH
4-7698-0141-6 真夜中のノート -坂東玉三郎エッセイ集-

OH/91/791 1109277341 坂東玉三郎／著
サンリオ １９７６．７
(１２１ｐ（肖像共） ２０ｃｍ)

◆OH OH/91/830 1109277739
凡愚伝
椎名麟三／著
日本基督教団出版局 １９６７．５ ◆OH
(２５５ｐ １９ｃｍ) 曼陀羅 -第一句集-

OH/91/431 1109269637 篠塚しげる／著
財務出版 １９５８．４
(２３２ｐ １９ｃｍ)

◆OH OH/91/428 1109269611
凡愚問答
辰野隆／著
角川書店 １９５５．１２ ◆OH
(２１４ｐ １８ｃｍ) 曼陀羅 続
角川新書 篠塚しげる／著

OH/91/369 1109259729 大桜発行所 １９６７．５
(２０４ｐ １９ｃｍ)
大桜叢書

◆OH OH/91/429 1109311223
ぼんち 下巻
山崎豊子／著
新潮社 １９６０．１ ◆OH
(２７４ｐ ２０ｃｍ) マンハッタンのバラード
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楢山芙二夫／著
文藝春秋 １９７７．５ ◆OH
(２６１ｐ ２０ｃｍ) 三島由紀夫選集 ２

OH/91/875 1109278182 新潮社 １９５７．１２
(２２６ｐ ２０ｃｍ)
内容：盗賊，盗賊ノオト

◆OH OH/91/378 1109265817
マンボウ談話室 -北杜夫対談集-
北杜夫／著
講談社 １９７７．３ ◆OH
(２６９ｐ １８ｃｍ) 水に書く -随筆-

OH/91/690 1109276343 大仏次郎／著
新潮社 １９５４．９
(２８９ｐ ２０ｃｍ)

◆OH OH/91/163 1109251957
万葉集
木俣修／著
１５版 ◆OH
ポプラ社 １９７４．３ 水の炎
(２４８，８ｐ ２３ｃｍ) 松本清張／著
古典文学全集 光文社 １９６３．７
万葉集 (３４６ｐ １８ｃｍ)

OH/91/979 1109279925 OH/91/919 1109278729

◆OH ◆OH
万葉集新解 上 三つの場合
武田祐吉／著 谷崎潤一郎／著
改訂増補 中央公論社 １９６１．４
山海堂 １９４５．１０ (２４３ｐ ２３ｃｍ)
(３９４ｐ ２１ｃｍ) 三つの場合,吉井勇翁枕花,若き日の和辻哲郎,古川緑波の夢,伊

OH/91/649 1109273241 豆山放談,幼少時代の食べ物の思ひ出,日本料理の出し方につい
て,おふくろ お関 春の雪,親父の話,或る日の問答,千万子抄. 

OH/91/253 1109259265
◆OH

万葉集選抄
次田潤／編 ◆OH
改訂版 緑の日本列島 -激流する明治百年-
明治書院 １９３９．３ 林房雄／著
(１８８ｐ ２０ｃｍ) 文藝春秋 １９６６．８
万葉集 (３３０ｐ ２０ｃｍ)

OH/91/635 1109273100 日本－歴史－明治以後
OH/91/388 1109265916

◆OH
万葉集追攷 ◆OH
井上通泰／著 南の島に雪が降る
岩波書店 １９３８．３ 加東大介／著
(３５８ｐ ２３ｃｍ) 文芸春秋新社 １９６１．９
万葉集 (２６１ｐ ２０ｃｍ)

OH/91/112 1109251130 OH/91/316 1109260388

◆OH ◆OH
万葉集の解釈 源頼朝 下巻
柴田隆／著 吉川英治／著
十五版 六興出版社 １９５１．７
日本出版社 １９４１．１０ (４，３９０ｐ １９ｃｍ)
(３２５ｐ ２０ｃｍ) OH/91/381 1109265841
国漢文叢書

OH/91/678 1109273530
◆OH

宮本武蔵 第１巻
◆OH 吉川英治／著

短い夏 中央公論社 １９６０．３
柏原兵三／著 (３０３ｐ ２３ｃｍ)
文藝春秋 １９７１．５ 内容：地の巻，水の巻
(３５７ｐ ２０ｃｍ) OH/91/24 1109245736
内容：短い夏,外套,駅,引越し,指輪,スゥイミング・プール,飛
行機事故,従兄の上京,蜂の插話,歯の話,ミシシッピ河のほとり
,ヴァイマル行 ◆OH

OH/91/665 1109273407 宮本武蔵 第２巻
吉川英治／著
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中央公論社 １９６０．４ OH/91/415 1109266187
(３２１ｐ ２３ｃｍ)
内容：水の巻，火の巻

OH/91/25 1109245744 ◆OH
民族派の文学運動
影山正治／著

◆OH 大東塾出版部 １９６５
宮本武蔵 第３巻 (４２４ｐ １９ｃｍ)
吉川英治／著 OH/91/188 1109253607
中央公論社 １９６０．５
(３２０ｐ ２３ｃｍ)
内容：風の巻 ◆OH

OH/91/26 1109245751 無為庵徒然
瀧本利雄／著
三秀社 １９７５．２

◆OH (２１４ｐ ２０ｃｍ)
宮本武蔵 第一巻 OH/91/837 1109277804
吉川英治／著
六興出版部 １９５７．３
(２９１ｐ １９ｃｍ) ◆OH
内容：地の巻，水の巻 無言の愛 -歌集-

OH/91/503 1109270759 竹中葉子／著
新星書房 １９６９．９
(１９７ｐ １９ｃｍ)

◆OH 一路叢書
宮本武蔵 第二巻 OH/91/344 1109263663
吉川英治／著
六興出版部 １９５７．４
(３０９ｐ １９ｃｍ) ◆OH
内容：水の巻　続，火の巻 むだ騒ぎ

OH/91/504 1109270767 坪内逍遥／訳
新樹社 １９５７．１０
(１８７ｐ １６ｃｍ)

◆OH シェークスピヤ全集
宮本武蔵 第三巻 OH/91/351 1109265536
吉川英治／著
六興出版部 １９５７．４
(３０９ｐ １９ｃｍ) ◆OH
内容：風の巻 ムツゴロウの純情詩集

OH/91/505 1109270775 畑正憲／著
中央公論社 １９７６
(２１２ｐ ２０ｃｍ)

◆OH OH/91/716 1109276608
宮本武蔵 第四巻
吉川英治／著
六興出版部 １９５７．５ ◆OH
(３０８ｐ １９ｃｍ) ムツゴロウの野性教育
内容：風の巻　続，空の巻 畑正憲／著

OH/91/506 1109270783 広済堂出版 １９７９．８
(２７０ｐ １９ｃｍ)
内容：鮫を見て泣く中学生〔ほか１２編〕

◆OH 教育－評論
宮本武蔵 第五巻 OH/91/954 1109279768
吉川英治／著
六興出版部 １９５７．５
(３０５ｐ １９ｃｍ) ◆OH
内容：空の巻　続，天の巻 陸奥爆沈

OH/91/507 1109270791 吉村昭／著
新潮社 １９７０．５
(２１８ｐ ２０ｃｍ)

◆OH OH/91/672 1109273472
未来からの声
小松左京／著
創樹社 １９７３．１１ ◆OH
(３１８ｐ ２０ｃｍ) 村山リウ源氏物語 上巻

OH/91/298 1109260214 村山リウ／著
創元社 １９６０．１０
(６，３３７ｐ １９ｃｍ)

◆OH OH/91/100 1109247013
みれんな刑事
多岐川恭／著
報知新聞社 １９６８．６ ◆OH
(２５３ｐ １８ｃｍ) 明治・大正・昭和
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中村光夫／著
新潮社 １９７２．４
(１７７ｐ １９ｃｍ) ◆OH
新潮選書 茂吉の体臭
日本文学－歴史－明治以後 斎藤茂太／著

OH/91/720 1109276640 岩波書店 １９６４．４
(３５２Ｐ １９ｃｍ)

OH/91/638 1109273134
◆OH

明治天皇御製集
躍進日本社 １９７４．１１ ◆OH
(１９６ｐ ３０ｃｍ) もっとも分かり易き太平記の解釈 -全-

OH/91/1085 1109317105 柴田隆／著
日本出版社 １９４１．５
(３５６ｐ １９ｃｍ)

◆OH OH/91/612 1109272862
明治の作家
猪野謙二／著
岩波書店 １９６６．１１ ◆OH
(６４４，３０ｐ １９ｃｍ) もっとも分り易き徒然草の解釈 -全-
日本文学－評論 柴田隆／著

OH/91/647 1109273225 訂正版
日本出版社 １９４１．５
(１７，３３０ｐ １９ｃｍ)

◆OH 国文学叢書
明治文学史 -座談会- 徒然草
柳田泉・勝本清一郎・猪野謙二／編 OH/91/640 1109273159
岩波書店 １９６１．６
(ｖｉ，５５１，１９ｐ １９ｃｍ)

OH/91/107 1109247088 ◆OH
樅ノ木は残った １
山本周五郎／著

◆OH 新潮社 １９６７．５
迷惑旅行 (４６４ｐ ２０ｃｍ)
山口瞳／著 山本周五郎小説全集
新潮社 １９７８．９ OH/91/615-1 1109272888
(２４２ｐ ２０ｃｍ)

OH/91/777 1109277200
◆OH

樅ノ木は残った ２
◆OH 山本周五郎／著

盲人重役 新潮社 １９６７．６
城山三郎／著 (５２３ｐ ２０ｃｍ)
日本経済新聞社 １９７４．１０ 山本周五郎小説全集
(４０４ｐ ２０ｃｍ) OH/91/615-2 1109272896

OH/91/949 1109279719

◆OH
◆OH 桃太郎侍

もうひとつの愛 山手樹一郎／著
朝吹登水子／著 春陽堂書店 １９５１．５
読売新聞社 １９８７．６ (４１３ｐ １５ｃｍ)
(２３６ｐ ２０ｃｍ) 春陽文庫
4-643-87045-1 OH/91/727 1109276715

OH/91/317 1109260396

◆OH
◆OH 森鴎外全集 第３巻

茂吉随聞 上巻 森鴎外／著
田中隆尚／著 筑摩書房 １９６２．４
筑摩書房 １９６０．５ (４６０ｐ 図版 ２０ｃｍ)
(２９９ｐ　図版１枚 １９ｍ) OH/91/674 1109273498
内容：昭和１６－２２年

OH/91/449 1109270684
◆OH

森村桂沖縄へ行く
◆OH 森村桂／著

茂吉随聞 下巻 講談社 １９７０．３
田中隆尚／著 (２４５ｐ １９ｃｍ)
筑摩書房 １９６０．５ 図版あり
(３３３，３ｐ　図版１枚 １９ｃｍ) 旅行
内容：昭和２３－２７年 OH/91/691 1109276350

OH/91/450 1109270692
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(３１４ｐ １９ｃｍ)
◆OH OH/91/193 1109253656

野性の証明
森村誠一／〔著〕
角川書店 １９７７．９ ◆OH
(４１４ｐ ２０ｃｍ) 雪古九谷 -長編小説書下ろし-

OH/91/772 1109277150 高田宏／著
光文社 １９８７．２
(２２０ｐ ２０ｃｍ)

◆OH OH/91/606 1109272805
山の音
川端康成／著
講談社 １９６３．５ ◆OH
(２０８ｐ １８ｃｍ) 弓削道鏡
Ｒｏｍａｎ　Ｂｏｏｋｓ 今東光／著

OH/91/831 1109277747 文芸春秋新社 １９６０．２
(３４０ｐ ２０ｃｍ)

OH/91/270 1109259430
◆OH

山本有三全集
山本有三／著 ◆OH
改造社 １９３１．３ 油断！
(６０８，２ｐ　図版 ２７ｃｍ) 堺屋太一／著

OH/91/714 1109276582 日本経済新聞社 １９７５．７
(２６１ｐ １９ｃｍ)

OH/91/692 1109276368
◆OH

有愁日記
河上徹太郎／著 ◆OH
新潮社 １９７０．４ 夢の浮橋
(２５２ｐ　図版 ２０ｃｍ) 谷崎潤一郎／著

OH/91/650 1109273258 中央公論社 １９６０．２
(２５３ｐ ２３ｃｍ)

OH/91/932 1109278844
◆OH

夕凪
塩田釣児／著 ◆OH
塩田宇一 １９７５．８ 夢の虐殺
(１８２ｐ １９ｃｍ) 森村誠一／著

OH/91/911 1109278646 青樹社 １９７５
(３０３ｐ １９ｃｍ)

OH/91/770 1109277135
◆OH

夕映えの殺意
森村誠一／著 ◆OH
徳間書店 １９７４．１２ 楊貴妃伝
(２７０ｐ １８ｃｍ) 井上靖／著
Ｔｏｋｕｍａ　ｎｏｂｅｌｓ 新装版

OH/91/753 1109276962 中央公論社 １９８０．２
(２６０ｐ ２０ｃｍ)

OH/91/825 1109277689
◆OH

夕陽と妻
川田順／著 ◆OH
甲鳥書林 １９４０．１０ 吉川英治全集 第１９巻
(２４０ｐ １９ｃｍ) 吉川英治／著

OH/91/209 1109254027 講談社 １９６８．１１
(４４９ｐ　図版 ２２ｃｍ)

OH/91/739 1109276830
◆OH

雪国
川端康成／著 ◆OH
講談社 １９７１．７ 吉川英治全集 第１８巻
(１７８ｐ １５ｃｍ) 吉川英治／著
講談社文庫 講談社 １９６８．１０

OH/91/747 1109276905 (４４３ｐ　図版 ２２ｃｍ)
OH/91/738 1109276822

◆OH
雪国の春 ◆OH
柳田國男／著 吉川幸次郎講演集
８版 吉川幸次郎／著
創元社 １９４６．２ 朝日新聞社 １９７４．２
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(２５２ｐ １９ｃｍ)
朝日選書 ◆OH
中国文学 夜の交差点

OH/91/856 1109277994 戸川昌子／著
東京文藝社 １９６７．７
(２５４ｐ １９ｃｍ)

◆OH OH/91/394 1109265973
吉野太夫
吉川英治／著
六興出版社 １９５３．６ ◆OH
(４１５ｐ １９ｃｍ) 夜の紅茶 -随筆集-
吉川英治短編集 江藤淳／著

OH/91/244 1109259174 北洋社 １９７２
(３１０ｐ　図 ２０ｃｍ)

OH/91/848 1109277911
◆OH

吉野朝の悲歌
川田順／著 ◆OH
第一書房 １９３８．２ 夜の声
(２８９ｐ　図１枚 ２０ｃｍ) 井上靖／著

OH/91/217 1109254092 新潮社 １９６８．８
(２８７ｐ ２０ｃｍ)

OH/91/441 1109270593
◆OH

吉野の鮎 -記紀万葉雑攷-
高木市之助／著 ◆OH
岩波書店 １９４１．９ 夜の出帆
(４１６，７ｐ ２２ｃｍ) 渡辺淳一／著
万葉集 文藝春秋 １９７６．４

OH/91/289 1109259521 (２７９ｐ ２０ｃｍ)
OH/91/755 1109276988

◆OH
依田勉三の生涯 上 ◆OH
松山善三／著 夜の特派員
潮出版社 １９７９．１１ 辻豊
(２４７ｐ ２０ｃｍ) 朝日新聞社 １９６０．１０

OH/91/806 1109277499 (２８５ｐ １９ｃｍ)
OH/91/304 1109260263

◆OH
依田勉三の生涯 下 ◆OH
松山善三／著 喜びと悲しみがいっぱい
潮出版社 １９７９．１２ 源氏鶏太／著
(２６６ｐ ２０ｃｍ) 集英社 １９６５．６
巻末：参考文献 (２６７ｐ １８ｃｍ)

OH/91/807 1109277507 コンパクト・ブックス
OH/91/411 1109266146

◆OH
淀どの日記 ◆OH
井上靖／著 よろず覚え帖
文芸春秋新社 １９６１．１０ 子母沢寛／著
(３９０ｐ ２２ｃｍ) 朝日新聞社 １９６２．１１

OH/91/371 1109259745 (２６９ｐ ２０ｃｍ)
OH/91/345 1109263671

◆OH
夜からアサへ -詩集- ◆OH
加藤 泰子／著 ヨーロッパとの対話
［出版者不明］ １９６４．２ 木村尚三郎／著
(２４５ｐ ２２ｃｍ) 日本経済新聞社 １９７４．８

OH/91/113 1109251148 (２１４ｐ ２０ｃｍ)
ヨーロッパ－文化

OH/91/718 1109276624
◆OH

夜の挨拶
黒岩重吾／著 ◆OH
集英社 １９７４．３ 落日の群像
(４３４ｐ １８ｃｍ) 黒岩重吾／著
コンパクト・ブックス 新潮社 １９６１．１２

OH/91/944 1109279669 (２５８ｐ ２０ｃｍ)
OH/91/312 1109260347
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◆OH ◆OH
落日燃ゆ 歴史と詩歌
城山三郎／著 川田順／著
新潮社 １９７４．１ 全国書房 １９４２．１２
(３１０ｐ ２０ｃｍ) (２５７ｐ １９ｃｍ)

OH/91/851 1109277945 OH/91/206 1109253995

◆OH ◆OH
落首九十九 歴史と小説
谷川俊太郎／著 司馬遼太郎／著
朝日新聞社 １９６４．９ 河出書房新社 １９６９
(１９９ｐ ２０ｃｍ) (３０９ｐ　図版 ２０ｃｍ)

OH/91/234 1109258978 OH/91/724 1109276681

◆OH ◆OH
懶画房草筆 歴史のうしろ姿 -現代の随想-
津田青楓／著 江藤淳／著
中央公論社 １９４１．３ 日本書籍 １９７９．１
(４５２ｐ ２１ｃｍ) (３３０ｐ ２０ｃｍ)

OH/91/297 1109259604 内容：漱石と鴎外〔ほか１８編〕
OH/91/870 1109278133

◆OH
蘭花は散れり ◆OH
式地俊穂／著 歴史の中の地図 -司馬遼太郎の世界-
式地俊穂 １９７７．１ 尾崎秀樹／著
(２０６ｐ １９ｃｍ) 文藝春秋 １９７５．３

OH/91/947 1109279693 (４３４ｐ ２０ｃｍ)
OH/91/915 1109278687

◆OH
乱菊物語 ◆OH
谷崎潤一郎／著 歴史の中の日本
創藝社 １９４９．９ 司馬遼太郎／著
(３７７p ２２ｃｍ) 中央公論社 １９７４

OH/91/389 1109265924 (３４２ｐ ２０ｃｍ)
日本－歴史

OH/91/953 1109279750
◆OH

離愁
芹沢光治良／著 ◆OH
全国書房 １９４５．１２ 歴史文学への招待
(３１８ｐ １９ｃｍ) 榊山潤・尾崎秀樹／編

OH/91/343 1109263655 南北社 １９６１．３
(３５０ｐ １９ｃｍ)
昨日と今日の問題(榊山潤)他34篇

◆OH 日本文学
陸行水行 OH/91/155 1109251882
松本清張／著
文芸春秋新社 １９６４．９
(２３６ｐ １８ｃｍ) ◆OH
ポケット文春 歴史はグルメ

OH/91/365 1109265676 荻昌弘／著
中央公論社 １９８３．９
(２４３ｐ ２０ｃｍ)

◆OH 内容：食いっぱぐれ〔ほか８３編〕
流水 料理－随筆 食品－随筆
石川多十郎／著 OH/91/767 1109277101
１９８２．６
(１８３ｐ １９ｃｍ)

OH/91/882 1109278257 ◆OH
列藩騒動録 第１巻
海音寺潮五郎／著

◆OH 新潮社 １９６５．７
遼雲眇眇（りょううんびょうびょう） (２５４ｐ ２０ｃｍ)
松岡十四彦／著 内容：島津騒動，伊達騒動，黒田騒動，加賀騒動
記念文庫８０ １９９３．６ OH/91/94 1109246957
(１８３ｐ １９ｃｍ)

OH/91/1090 1109336345
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◆OH (５９３ｐ　図版２枚 １９ｃｍ)
戀愛觀及雜纂 OH/91/1048 1109284230
厨川白村／著
改造社 １９２９．４
(６３４ｐ ２０ｃｍ) ◆OH
厨川白村全集 露伴全集 第１２巻

OH/91/600 1109272748 幸田露伴／著 蝸牛會／編
岩波書店 １９５０．１
(５０７ｐ １９ｃｍ)

◆OH OH/91/1045 1109284206
連環
松本清張／著
講談社 １９６２．１１ ◆OH
(２９８ｐ ２０ｃｍ) 露伴全集 第１０巻

OH/91/391 1109265940 幸田露伴／著 蝸牛會／編
岩波書店 １９５３．７
(６５３ｐ　図版２枚 １９ｃｍ)

◆OH 内容：小説餘稿，逸文，少年文学
恋闕 -最期の二・二六事件- OH/91/1043 1109284180
黒崎貞明／著
日本工業新聞社 １９８０．２
(３９１ｐ ２０ｃｍ) ◆OH
大手町ブックス 露伴全集 第１６巻
二・二六事件 幸田露伴／著 蝸牛會／編

OH/91/803 1109277465 岩波書店 １９５０．４
(５５２ｐ　図版１ １９ｃｍ)

OH/91/1049 1109284248
◆OH

魯迅作品集
魯迅／著 竹内好／訳 ◆OH
筑摩書房 １９５３．５ 露伴全集 第１３巻
(３３２ｐ １９ｃｍ) 幸田露伴／著 蝸牛會／編

OH/91/134 1109230910 岩波書店 １９５１．１
(４５７ｐ　図版２枚 １９ｃｍ)

OH/91/1046 1109284214
◆OH

露伴全集 第１４巻
幸田露伴／著 蝸牛會／編 ◆OH
岩波書店 １９５１．６ 露伴全集 第１１巻
(５１１ｐ　図版２枚 １９ｃｍ) 幸田露伴／著 蝸牛會／編
日本－紀行 岩波書店 １９４９

OH/91/1047 1109284222 (４２４ｐ １９ｃｍ)
OH/91/1044 1109284198

◆OH
露伴全集 第１８巻 ◆OH
幸田露伴／著 蝸牛会／編 露伴全集 第６巻
岩波書店 １９４９．１０ 幸田露伴／著 蝸牛會／編
(４９５ｐ　図版２枚 １９ｃｍ) 岩波書店 １９５３．１２
日本文学 中国思想 (５６８ｐ　図版２枚 １９ｃｍ)

OH/91/1051 1109284263 内容：利休の妻，忽必烈の妻，活羅が妻，伊余那の園，春の夜
語り，道を尋ねて，幽情記，運命，景風裏花，骨董，ピラクリ
チ，幻談，雪たたき，連環記

◆OH OH/91/1039 1109284149
露伴全集 第２０巻
幸田露伴／著 蝸牛会／編
岩波書店 １９４９．１２ ◆OH
(３７６ｐ １９ｃｍ) 露伴全集 第９巻

OH/91/1053 1109284289 幸田露伴／著 蝸牛会／編
岩波書店 １９４９
(４６３ｐ １９ｃｍ)

◆OH OH/91/1042 1109284172
露伴全集 第１９巻
幸田露伴／著 蝸牛会／編
岩波書店 １９５１．１２ ◆OH
(５，５９４ｐ　図版２枚 １９ｃｍ) 露伴全集 第７巻

OH/91/1052 1109284271 幸田露伴／著 蝸牛會／編
岩波書店 １９５０．１１
(５６８ｐ　図版２枚 １９ｃｍ)

◆OH 内容：露園，雪粉々，いさなとり
露伴全集 第１５巻 OH/91/1040 1109284156
幸田露伴／著 蝸牛會
岩波書店 １９５２．５
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◆OH ◆OH
露伴全集 第４巻 わが人生観
幸田露伴／著 蝸牛會／編 小林秀雄／著
岩波書店 １９５３．３ 新装版
(４９５ｐ　図版２枚 １９ｃｍ) 大和出版 １９７２．１２

OH/91/1037 1109284123 (２４０ｐ １９ｃｍ)
わが人生観

OH/91/328 1109263507
◆OH

露伴全集 第２巻
幸田露伴／著 蝸牛會 ◆OH
岩波書店 １９５０．８ わが塔はそこに立つ
(５５８ｐ　図版２ １９ｃｍ) 野間宏／著

OH/91/1035 1109284107 講談社 １９６２．１０
(４０４ｐ ２０ｃｍ)

OH/91/239 1109259125
◆OH

露伴全集 第８巻
幸田露伴／著 蝸牛會／編 ◆OH
岩波書店 １９５０．３ 吾輩は猫である 
(４５０ｐ １９ｃｍ) 夏目漱石／原作 Ｊ．Ｇ．バリエス／西訳

OH/91/1041 1109284164 清泉女子大学人文科学研究所 １９７４．１０
(４５３ｐ １９ｃｍ)

OH/91/912 1109278653
◆OH

露伴全集 第５巻
幸田露伴／著 蝸牛會／編 ◆OH
岩波書店 １９５１．３ わがルバン島の３０年戦争
(５８０ｐ　図版２枚 １９ｃｍ) 小野田寛郎／著
内容：奇男児，一口剣，辻浄瑠璃，寝耳鉄砲，五重塔，ひげ男 講談社 １９７４．９
，白眼達磨，幕末の政治家，風流魔，椀久物語，二日物語 (２４８ｐ　図　肖像 ２０ｃｍ)

OH/91/1038 1109284131 OH/91/956 1109279784

◆OH ◆OH
露伴全集 第３巻 忘れ残りの記 -四半自叙伝-
幸田露伴／著 蝸牛會／編 吉川英治／著
岩波書店 １９５１．８ 文芸春秋新社 １９５７．７
(５４１ｐ　図版２枚 １９ｃｍ) (２９３ｐ ２０ｃｍ)
内容：新羽衣物語，貧乏，婦女，夜の雪，夢日記，めぐりあひ OH/91/245 1109259182
，三つ巴，不安，太郎坊，銃猟孝行，縁の糸，夢がたり，初霜
，当世猫与杓子，ひとよ草，雁坂越，七碗歌、をさない心，小
品十種 ◆OH

OH/91/1036 1109284115 私の巴里・アンティーク
朝吹登水子／著
文化出版局 １９７９．２

◆OH (２２８ｐ　図版 ２２ｃｍ)
露伴全集 第１巻 OH/91/871 1109278141
幸田露伴／著 蝸牛會／編
岩波書店 １９５２．１０
(５５４ｐ　図版１枚 １９ｃｍ) ◆OH

OH/91/1034 1109284099 私の巴里・パリジェンヌ
朝吹登水子／著
文化出版局 １９７７．１０

◆OH (２４６ｐ ２２ｃｍ)
露伴全集 第１７巻 OH/91/871-2 1109317279
幸田露伴／著 蝸牛會／編
岩波書店 １９４９．８
(５３８ｐ　図版２ １９ｃｍ) ◆OH
内容：武田信玄，日本武尊，今川義元，太公望，王義之，渋沢 わたしの吉川英治 -その書簡と追憶-
英一伝 わたしの吉川英治刊行委員会／編
伝記－日本人 伝記－中国 文芸春秋新社 １９６３．２

OH/91/1050 1109284255 (３２４ｐ ２０ｃｍ)
OH/91/669 1109273449

◆OH
若き心のさすらい ◆OH
田宮虎彦／著 私の歴史小説三篇
光文社 １９５９．１０ 井上靖／著
(２４２p ２０ｃｍ) 講談社 １９７７．５

OH/91/319 1109263416 (５７４ｐ ２２ｃｍ)
OH/91/1054 1109284297
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◆OH
私は明治の人 -随想と俳句-
小島靖／著
財務出版 １９７７．１１
(１３８ｐ １９ｃｍ)

OH/91/928 1109278810

◆OH
わるいやつら
松本清張／著
新潮社 １９６１．１１
(４４６ｐ ２０ｃｍ)

OH/91/257 1109259307

◆OH
われかく戦えり -児玉誉士夫随想・対談-
児玉誉士夫／著
広済堂出版 １９７５
(３４９ｐ　肖像 １９ｃｍ)

OH/91/936 1109278885

◆OH
Ｗａｒ　ｃｒｉｍｉｎａｌ -ｔｈｅ　ｌｉｆｅ　ａｎｄ　ｄｅ
ａｔｈ　ｏｆ　Ｈｉｒｏｔａ　Ｋｏｋｉ-
ｂｙ　Ｓｈｉｒｏｙａｍａ　Ｓａｂｕｒｏ． ｔｒａｎｓｌａ
ｔｅｄ　ｂｙ　Ｊｏｈｎ　Ｂｅｓｔｅｒ
１ｓｔ　ｅｄ
Ｋｏｄａｎｓｈａ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ １９７７
(３０１ｐ，［５］ｌｅａｖｅｓ　ｏｆ　ｐｌａｔｅｓ：ｉｌ
ｌ． ２２ｃｍ)

OH/91/1091 1109339448
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◆OH OH/92/1 1109284537
家
巴金／〔著〕
第２版 ◆OH
人民文学出版社 １９７７．１１ 中華名物考
(４２４ｐ ２１ｃｍ) 青木正兒／著

OH/92/84 1109339372 春秋社 １９５９．６
(５，７，２８０ｐ １９ｃｍ)

OH/92/9 1109284610
◆OH

霧が晴れる日
金素雲／著 ◆OH
サイマル出版会 １９８１．６ 中国故事物語
(２９９ｐ １９ｃｍ) 後藤基己／編 駒田信二／編 常石茂／編

OH/92/19 1109284719 河出書房新社 １９６０．６
(３６７ｐ １９ｃｍ)
故事熟語

◆OH OH/92/3 1109284552
支那文学思想史
青木正児／著
岩波書店 １９４３．４ ◆OH
(４３０，１０ｐ ２２ｃｍ) 中国古典選 -吉川幸次郎対談集- 別巻

OH/92/4 1109284560 新訂
朝日新聞社 １９６９．４
(４０９ｐ １９ｃｍ)

◆OH OH/92/8 1109284602
小桔灯
冰心／〔著〕
人民文学出版社 １９７８．７ ◆OH
(２７２ｐ ２１ｃｍ) 中国詩人選集 別巻

OH/92/83 1109340396 吉川幸次郎，小川環樹／共編校閲
岩波書店 １９５８．９
(２５２ｐ図版２枚 １８ｃｍ)

◆OH 詩（中国）
戦国策物語 -奇策縦横- OH/92/51 1109284917
奥野信太郎／編 山縣初男／訳
人物往来社 １９６２．１０
(２９８ｐ ２０ｃｍ) ◆OH
戦国策 中国詩人選集 １５

OH/92/10 1109284628 吉川幸次郎，小川環樹／共編校閲
岩波書店 １９５８．８
(２２３ｐ図版２枚 １８ｃｍ)

◆OH OH/92/49 1109284958
宋詩選
小川環樹／著
筑摩書房 １９６７．３ ◆OH
(３４２ｐ １９ｃｍ) 中国詩人選集 １３
筑摩叢書 吉川幸次郎，小川環樹／共編校閲

OH/92/16 1109284685 岩波書店 １９５８．７
(２３２ｐ図版２枚 １８ｃｍ)

OH/92/47 1109284990
◆OH

続玄石詩鈔
石坂繁／著 ◆OH
石坂英子 １９７４．１２ 中国詩人選集 １１
(１３７ｐ ２２ｃｍ) 吉川幸次郎，小川環樹／共編校閲

OH/92/81 1109279560 岩波書店 １９５８．１
(２０５ｐ図版２枚 １８ｃｍ)

OH/92/45 1109285039
◆OH

近く遥かな国から
金素雲／著 ◆OH
新潮社 １９７９．１２ 中国詩人選集 １６
(２５９ｐ ２０ｃｍ) 吉川幸次郎，小川環樹／共編校閲

OH/92/21 1109284735 岩波書店 １９５９．１
(１８３ｐ図版２枚 １８ｃｍ)

OH/92/50 1109284933
◆OH

中華飲酒詩選
青木正兒／著 ◆OH
筑摩書房 １９６４．１０ 中国詩人選集 １４
(３４４ｐ １９ｃｍ) 吉川幸次郎，小川環樹／共編校閲
筑摩叢書 岩波書店 １９５９．２
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(２０４ｐ図版２枚 １８ｃｍ) OH/92/38 1109284925
OH/92/48 1109284974

◆OH
◆OH 中国詩人選集 ２

中国詩人選集 １２ 吉川幸次郎，小川環樹／共編校閲
吉川幸次郎，小川環樹／共編校閲 岩波書店 １９５８．１２
岩波書店 １９５８．２ (３０５ｐ図版２枚 １８ｃｍ)
(２２５ｐ図版２枚 １８ｃｍ) OH/92/36 1109284966

OH/92/46 1109285013

◆OH
◆OH 中国詩人選集 １

中国詩人選集 １０ 吉川幸次郎，小川環樹／共編
吉川幸次郎，小川環樹／共編校閲 岩波書店 １９５８．３
岩波書店 １９５９．３ (２３８ｐ図版２枚 １８ｃｍ)
(１９９ｐ図版２枚 １８ｃｍ) 詩径

OH/92/44 1109285054 OH/92/35 1109284982

◆OH ◆OH
中国詩人選集 ９ 中国詩人選集 総索引
吉川幸次郎，小川環樹／共編校閲 吉川幸次郎，小川環樹／編
岩波書店 １９５７．１２ 岩波書店 １９５９．６
(２１０ｐ １８ｃｍ) (３５９ｐ １８ｃｍ)

OH/92/43 1109285070 OH/92/13 1109284651
OH/92/67 1109290427

◆OH
中国詩人選集 ７ ◆OH
吉川幸次郎，小川環樹／共編校閲 中国詩人選集二集 ９
岩波書店 １９５８．１１ 吉川幸次郎，小川環樹／共編校閲
(２１７ｐ図版２枚 １８ｃｍ) 岩波書店 １９６３．１

OH/92/41 1109284867 (１７５ｐ図版２枚 １８ｃｍ)
OH/92/60 1109290450

◆OH
中国詩人選集 ５ ◆OH
吉川幸次郎，小川環樹／共編校閲 中国詩人選集二集 ６
岩波書店 １９５８．４ 吉川幸次郎，小川環樹／共編校閲
(１９９ｐ　図版 １８ｃｍ) 岩波書店 １９６２．１２

OH/92/39 1109284909 (１６８ｐ図版２枚 １８ｃｍ)
OH/92/57 1109285047

◆OH
中国詩人選集 ３ ◆OH
吉川幸次郎，小川環樹／共編校閲 中国詩人選集二集 ４
岩波書店 １９５８．１１ 吉川幸次郎，小川環樹／共編校閲
(２２１ｐ図版２枚 １８ｃｍ) 岩波書店 １９６２．５

OH/92/37 1109284941 (１９７ｐ １８ｃｍ)
OH/92/55 1109285088

◆OH
中国詩人選集 ８ ◆OH
吉川幸次郎，小川環樹／共編校閲 中国詩人選集二集 ２
岩波書店 １９５８．１０ 吉川幸次郎，小川環樹／共編校閲
(２１０ｐ図版２枚 １８ｃｍ) 岩波書店 １９６３．６

OH/92/42 1109285096 (２４６ｐ図版１枚 １８ｃｍ)
OH/92/53 1109284875

◆OH
中国詩人選集 ６ ◆OH
吉川幸次郎，小川環樹／共編校閲 中国詩人選集二集 ７
岩波書店 １９５８．６ 吉川幸次郎，小川環樹／共編校閲
(２１５ｐ図版２枚 １８ｃｍ) 岩波書店 １９６３．４

OH/92/40 1109284883 (１８８ｐ図版１枚 １８ｃｍ)
OH/92/58 1109285021

◆OH
中国詩人選集 ４ ◆OH
吉川幸次郎，小川環樹／共編校閲 中国詩人選集二集 ５
岩波書店 １９５８．５ 吉川幸次郎，小川環樹／共編校閲
(２１８ｐ図版２枚 １８ｃｍ) 岩波書店 １９６２．３
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(１７４ｐ図版２枚 １８ｃｍ) OH/92/59 1109285005
OH/92/56 1109285062

◆OH
◆OH 中国小説史の研究

中国詩人選集二集 ３ 小川環樹／著
吉川幸次郎，小川環樹／共編校閲 岩波書店 １９６８．１１
岩波書店 １９６２．８ (２９４，１３ｐ ２２ｃｍ)
(１６８ｐ図版２枚 １８ｃｍ) OH/92/5 1109284578

OH/92/54 1109285104

◆OH
◆OH 中国笑話集

中国詩人選集二集 １ 村山吉広／著
吉川幸次郎，小川環樹／共編校閲 社会思想社 １９７２．１２
岩波書店 １９６２．１０ (２８４ｐ １５ｃｍ)
(２４８ｐ図版２枚 １８ｃｍ) 現代教養文庫

OH/92/52 1109284891 OH/92/20 1109284727

◆OH ◆OH
中国詩人選集二集 １５ 中国の女詩人
吉川幸次郎，小川環樹／共編校閲 花崎采琰／訳詩
岩波書店 １９６３．２ 東方文藝の會 １９８５．３
(１８７ｐ図版２枚 １８ｃｍ) (４５１ｐ ２２ｃｍ)

OH/92/66 1109290443 OH/92/82 1109279552

◆OH ◆OH
中国詩人選集二集 １３ 中国の寓話 古代篇
吉川幸次郎，小川環樹／共編校閲 村山孚／編
岩波書店 １９６２．９ 宝文館 １９５９．７
(１７２ｐ図版２枚 １８ｃｍ) (２５７ｐ ２０ｃｍ)

OH/92/64 1109290484 寓話 諺
OH/92/17 1109284693

◆OH
中国詩人選集二集 １１ ◆OH
吉川幸次郎，小川環樹／共編校閲 中国の思想 第１巻
岩波書店 １９６３．７ 改訂増補
(１６８ｐ図版１枚 １８ｃｍ) 徳間書店 １９７３．５

OH/92/62 1109290419 (３１５ｐ ２０ｃｍ)
中国－思想家

OH/92/22 1109284743
◆OH

中国詩人選集二集 １４
吉川幸次郎，小川環樹／共編校閲 ◆OH
岩波書店 １９６２．１１ 中国の思想 第２巻
(１７３ｐ図版２枚 １８ｃｍ) 改訂増補

OH/92/65 1109290468 徳間書店 １９７３．１２
(３１５ｐ ２０ｃｍ)

OH/92/23 1109284750
◆OH

中国詩人選集二集 １２
吉川幸次郎，小川環樹／共編校閲 ◆OH
岩波書店 １９６２．６ 中国の思想 第３巻
(１７８ｐ図版２枚 １８ｃｍ) 改訂増補

OH/92/63 1109290500 徳間書店 １９７３．１０
(３２４ｐ ２０ｃｍ)

OH/92/24 1109284768
◆OH

中国詩人選集二集 １０
吉川幸次郎，小川環樹／共編校閲 ◆OH
岩波書店 １９６２．４ 中国の思想 第４巻
(１６９ｐ図版２枚 １８ｃｍ) 改訂増補

OH/92/61 1109290435 徳間書店 １９７３．１２
(３２４ｐ ２０ｃｍ)

OH/92/25 1109284776
◆OH

中国詩人選集二集 ８
吉川幸次郎，小川環樹／共編校閲 ◆OH
岩波書店 １９６２．７ 中国の思想 第５巻
(１７０ｐ　図版２枚 １８ｃｍ) 改訂増補
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徳間書店 １９７３．７ (４２８ｐ １９ｃｍ)
(３１６ｐ ２０ｃｍ) OH/92/15 1109284677

OH/92/26 1109284784

◆OH
◆OH 中国文学における孤独感

中国の思想 第６巻 斯波六郎／著
改訂増補 岩波書店 １９５８．２
徳間書店 １９７３．１０ (２，２８２ｐ １９ｃｍ)
(３０８ｐ ２０ｃｍ) 中国文学－評論

OH/92/27 1109284792 OH/92/2 1109284545

◆OH ◆OH
中国の思想 第７巻 陶淵明伝
改訂増補 吉川幸次郎／著
徳間書店 １９７３．６ 新潮社 １９５６．６
(３２４ｐ ２０ｃｍ) (１８７ｐ図版１枚 １８ｃｍ)

OH/92/28 1109284800 新潮叢書
OH/92/11 1109284636

◆OH
中国の思想 第８巻 ◆OH
改訂増補 杜甫 -その人、その詩-
徳間書店 １９７３．１０ 斎藤勇／著
(３０８ｐ ２０ｃｍ) 研究社 １９４６．９

OH/92/29 1109284818 (３７２ｐ １９ｃｍ)
OH/92/12 1109284644

◆OH
中国の思想 第９巻 ◆OH
改訂増補 杜甫周辺記
徳間書店 １９７３．７ 土岐善麿／著
(３３２ｐ ２０ｃｍ) 春秋社 １９６７．９

OH/92/30 1109284826 (２９２p ２０ｃｍ)
OH/92/7 1109284594

◆OH
中国の思想 第１０巻 ◆OH
改訂増補 杜甫ノート
徳間書店 １９７３．９ 吉川幸次郎／著
(３２３ｐ ２０ｃｍ) 創元社 １９５２．１２

OH/92/31 1109284834 (２０９ｐ １９ｃｍ)
杜甫

OH/92/14 1109284669
◆OH

中国の思想 第１１巻
改訂増補 ◆OH
徳間書店 １９７３．８ 冰心選集
(３１５ｐ ２０ｃｍ) ［冰心／著］

OH/92/32 1109284842 北京第２版
人民文学出版社 １９７９．３
(３７６ｐ ２１ｃｍ)

◆OH OH/92/85 1109340404
中国の思想 第１２巻
改訂増補
徳間書店 １９７３．６ ◆OH
(３１５ｐ ２０ｃｍ) 魯迅選集 第４巻

OH/92/33 1109284859 魯迅／著 増田渉／〔ほか〕編
改訂版
岩波書店 １９６４．３

◆OH (２３９ｐ １８ｃｍ)
中国の笑話 -笑海叢珠・笑苑千金- 両地書第２－３集（松枝茂夫，竹内好訳）
荘司格一／他著 OH/92/71 1109290526
筑摩書房 １９６６．１１
(３９４ｐ ２０ｃｍ)

OH/92/6 1109284586 ◆OH
魯迅選集 第３巻
魯迅／著 増田渉／〔ほか〕編

◆OH 改訂版
中国文学史研究 -「文学革命」と前夜の人々- 岩波書店 １９６４．３
増田渉／著 (２５４ｐ １８ｃｍ)
岩波書店 １９６７．７ 故事新編（竹内好訳）両地書第１集（松枝茂夫，竹内好訳）
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OH/92/70 1109290542
◆OH

魯迅選集 第１１巻
◆OH 魯迅／著 増田渉／〔ほか〕編

魯迅選集 第２巻 改訂版
魯迅／著 増田渉／〔ほか〕編 岩波書店 １９６４．７
岩波書店 １９６４．２ (２９３ｐ １８ｃｍ)
(２８７ｐ １８ｃｍ) OH/92/78 1109290609

OH/92/69 1109290567

◆OH
◆OH 魯迅選集 第１２巻

魯迅選集 第１巻 魯迅／著 増田渉／〔ほか〕編
魯迅／著 竹内好／訳 増田渉〔ほか〕編 改訂版
改訂版 岩波書店 １９６４．７
岩波書店 １９６４．２ (２８８ｐ １８ｃｍ)
(２５２ｐ １８ｃｍ) OH/92/79 1109280105

OH/92/68 1109290583

◆OH
◆OH 魯迅選集 第１３巻

魯迅選集 第５巻 魯迅／著 増田渉／〔ほか〕編
魯迅／著 増田渉／〔ほか〕編 改訂版
改訂版 岩波書店 １９６４．８
岩波書店 １９６４．４ (３０６ｐ １８ｃｍ)
(２８０ｐ １８ｃｍ) OH/92/80 1109290591

OH/92/72 1109290492

◆OH
◆OH Ｌｏｔｕｓ　ｆｌｏｗｅｒ　ｐｏｅｍｓ

魯迅選集 第６巻 ｂｙ　Ｓｅｏ　Ｋｙｕｎｇ　Ｂｏ ｔｒａｎｓｌａｔｅｄ　ｂ
魯迅／著 増田渉／〔ほか〕編 ｙ　Ｂｉｌｌ　Ｔｈａｗｌｅｙ
改訂版 Ａｌｔｈｙａ　Ｙｏｕｎｇｍａｎ １９７９．３
岩波書店 １９６４．４ (１１１ｐ ２１ｃｍ)
(２５７ｐ １８ｃｍ) OH/92/18 1109284701

OH/92/73 1109290476

◆OH
魯迅選集 第７巻
魯迅／著 増田渉／〔ほか〕編
改訂版
岩波書店 １９６４．５
(２４２ｐ １８ｃｍ)

OH/92/74 1109290575

◆OH
魯迅選集 第８巻
魯迅／著 増田渉／〔ほか〕編
改訂版
岩波書店 １９６４．５
(２７４ｐ １８ｃｍ)

OH/92/75 1109290559

◆OH
魯迅選集 第９巻
魯迅／著 増田渉／〔ほか〕編
改訂版
岩波書店 １９６４．６
(２８３ｐ １８ｃｍ)

OH/92/76 1109290534

◆OH
魯迅選集 第１０巻
魯迅／著 増田渉／〔ほか〕編
改訂版
岩波書店 １９６４．６
(２９１ｐ １８ｃｍ)

OH/92/77 1109290518
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◆OH (２３７ｐ ２０ｃｍ)
悪魔の選択 上 OH/93/59 1109291334
フレデリック・フォーサイス／〔著〕 篠原慎／訳
角川書店 １９７９．１２
(３１９ｐ ２０ｃｍ) ◆OH
海外ベストセラー・シリーズ 内なる外国 -『菊と刀』再考-

OH/93/73 1109291466 Ｃ．ダグラス・ラミス／著 加地永都子／訳
時事通信社 １９８１．３
(２５９ｐ ２０ｃｍ)

◆OH OH/93/56 1109291300
悪魔の選択 下
フレデリック・フォーサイス／〔著〕 篠原慎／訳
角川書店 １９７９．１２ ◆OH
(２９３ｐ ２０ｃｍ) エリオット
海外ベストセラー・シリーズ 深瀬基寛／著

OH/93/74 1109291474 筑摩書房 １９５８．５
(３４３ｐ １９ｃｍ)
鑑賞世界名詩選

◆OH OH/93/30 1109291045
アスピリン・エイジ 上
イザベル・レイトン／編 木下秀夫／訳
早川書房 １９７９．２ ◆OH
(３２３ｐ １６ｃｍ) エンテベの９０分 -奇跡の人質救出作戦-
ハヤカワ文庫NF ウィリアム・スティブンソン／著 北詰洋一／訳

OH/93/68 1109291425 サンケイ出版 １９７６
(２５４ｐ　図 １９ｃｍ)
Sankei drama books

◆OH OH/93/57 1109291318
暗殺名はフェニックス -激闘スパイアクション-
エイモス・アーリチァ／著 イーライ・ランドウ／著 井上一夫
／訳 ◆OH
ベストセラーズ １９７９．１１ おかわいそうに -東京捕虜収容所の英兵記録-
(３８９ｐ ２０ｃｍ) ルイス・ブッシュ／著 明石洋二／訳

OH/93/61 1109291359 文芸春秋新社 １９５６．８
(２９２ｐ ２０ｃｍ)

OH/93/35 1109291094
◆OH

アンの愛情 -第三赤毛のアン-
モンゴメリ／〔著〕 村岡花子／訳 ◆OH
新潮社 １９５８．４ Ｏ．ヘンリー短篇集 Ⅱ
(３７６ｐ １６ｃｍ) オー・ヘンリー／著 大久保康雄／訳
新潮文庫 新潮社 １９５８．４

OH/93/38 1109291128 (１４８ｐ １６ｃｍ)
新潮文庫

OH/93/37 1109291110
◆OH

イェイツ詩集
尾島庄太郎／訳 ◆OH
北星堂書店 １９５８．１ カポネを捕えろ -ライル判事の手記-
(１８，３４２ｐ ２０ｃｍ) ジョン・H．ライル／著 武田昭二郎／訳

OH/93/6 1109290765 弘文堂 １９６１．１１
(３０６ｐ １９ｃｍ)

OH/93/7 1109290773
◆OH

イギリス小話集
上野景福／著 ◆OH
高文社 １９５７．９ 画廊
(１８２ｐ １８ｃｍ) J．H．バーンズ／著 杉木喬 飯島淳秀／訳

OH/93/69 1109291433 岩波書店 １９５９．６
(４８０ｐ １９ｃｍ)

OH/93/48 1109291227
◆OH

偉大なる行進
ジュリアン・メイフィールド／著 浜本武雄／訳 ◆OH
早川書房 １９６５．６ かわいそうな私の国 １
(３６３ｐ １９ｃｍ) ザヴィア・ハーバート／〔著〕 越智道雄／訳

OH/93/49 1109291235 サイマル出版会 １９７８．３
(２７５ｐ １９ｃｍ)

OH/93/58 1109291326
◆OH

１９４１
ボブ・ゲイル／著 高橋三千綱／訳 ◆OH
三笠書房 １９８０．２ 恐怖からの逃走
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Ａ．Ｊ．クローニン／著 竹内道之助／訳 ◆OH
三笠書房 １９５７．４ 現代伝記全集 ２４
(２７１ｐ ２０ｃｍ) 日本書房 １９６１．１０

OH/93/13 1109290831 (３２３ｐ ２０ｃｍ)
OH/93/24 1109290989

◆OH
寓話 ◆OH
ウィリアム・フォークナー／著 阿部知二／訳 五月の七日間
岩波書店 １９６０．１０ フレッチャー・ニーベル，チャールズ・ベイリー／著 牛田佳
(４７３ｐ １９ｃｍ) 夫／訳

OH/93/21 1109290906 みすず書房 １９６３．１１
(２９１ｐ １９ｃｍ)
みすず叢書

◆OH OH/93/5 1109290757
クローニン全集 ５
Ａ．Ｊ．クローニン／〔著〕 竹内道之助／訳
三笠書房 １９６５．８ ◆OH
(３０４ｐ図版 ２０ｃｍ) 仔鹿物語

OH/93/11 1109290815 ローリングズ／著 大久保康雄／訳
三笠書房 １９５３．１
(３５１ｐ １９ｃｍ)

◆OH 百万人の世界文学
クローニン全集 １ OH/93/23 1109290922
Ａ．Ｊ．クローニン／〔著〕 竹内道之助／訳
三笠書房 １９５８．８
(２８０ｐ １９ｃｍ) ◆OH

OH/93/40 1109291144 サマセット・モーム全集 第９巻
サマセット・モーム／著
新潮社 １９５４．１０

◆OH (２２９ｐ ２０ｃｍ)
クローニン全集 ８ OH/93/8 1109290781
Ａ．Ｊ．クローニン／〔著〕 竹内道之助／訳
三笠書房 １９６７．１１
(３９４ｐ １８ｃｍ) ◆OH
著者肖像あり サマセット・モーム全集 第１０巻

OH/93/45 1109291193 サマセット・モーム／著
新潮社 １９５４．１１
(１９５ｐ ２０ｃｍ)

◆OH OH/93/36 1109291102
警官殺し
ジョージ・バグビイ／著 斎藤数衛／訳
東京創元社 １９５８．６ ◆OH
(２１０ｐ １８ｃｍ) シェイクスピア

OH/93/39 1109291136 吉田健一／著
垂水書房 １９５７．６
(２５４ｐ ２０ｃｍ)

◆OH OH/93/20 1109290898
決断 -ビスマルク号最後の九日間-
Ｃ．Ｓ．フォリスター／著 実松譲／訳
フジ出版社 １９６８．５ ◆OH
(２３６ｐ １９ｃｍ) シェイクスピア研究
図版あり 斉藤勇／著
世界戦争（１９３９～１９４５） 研究社 １９４９．９

OH/93/54 1109291284 (５６８ｐ ２２ｃｍ)
OH/93/51 1109291250

◆OH
現代イギリス作家１０人集 ◆OH
北川悌二／著 シェイクスピアの面白さ
学生社 １９６１．９ 中野好夫／著
(２４８ｐ １９ｃｍ) 新潮社 １９６７．５

OH/93/33 1109291078 (２３１ｐ ２０ｃｍ)
新潮選書

OH/93/43 1109291177
◆OH

現代世界文学全集 ２６
新潮社 １９５４．３ ◆OH
(４０７ｐ ２０ｃｍ) シェイクスピアの世界
内容：カクテル，パーティー（Ｔ．Ｓ．エリオット） 木下順二／著

OH/93/27 1109291029 岩波書店 １９７３．１
(３２２ｐ ２０ｃｍ)

OH/93/65 1109291391
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◆OH
スパイ入門

◆OH グレアム・グリーン／編 ヒュー・グリーン／編 北村太郎／訳
シェイクスピア物語 ２版
ラム／作 野上弥生子／訳 荒地出版社 １９６０．２
岩波書店 １９５６．５ (２２１ｐ ２０ｃｍ)
(２６９ｐ １８ｃｍ) 内容：ザボーチン大佐への指令〔ほか３６編〕
岩波少年文庫 OH/93/4 1109290740
内容：あらし〔ほか１２編〕

OH/93/34 1109291086
◆OH

１９７９年の大破局
◆OH ポール・アードマン／著 池央耿／訳

ジーキル博士とハイド氏 ごま書房 １９７６．１０
スティーヴンソン／著 佐々木直次郎／訳 (３５１ｐ ２０ｃｍ)
新潮社 １９５０．１１ OH/93/71 1109291458
(１１９ｐ １６ｃｍ)
新潮文庫

OH/93/16 1109290856 ◆OH
第９指令
アダム・ホール／著 矢野徹／訳

◆OH 早川書房 １９６７．５
死者にかかってきた電話 (２８３ｐ １９ｃｍ)
ジョン・ル・カレ／著 宇野利泰／訳 OH/93/41 1109291151
早川書房 １９６５．８
(２２９ｐ １９ｃｍ)

OH/93/52 1109291268 ◆OH
大統領の知らないアラブ油田占領作戦進行中
アラン・トポール／著 角間隆／訳

◆OH 自由国民社 １９７９．１２
シャーロック・ホームズの冒険 (２９８ｐ １９ｃｍ)
コナン・ドイル／著 阿部知二／訳 OH/93/18 1109290872
新装版
河出書房新社 １９５９．８
(３３７ｐ ２３ｃｍ) ◆OH
世界文学全集 対訳リンド随筆集

OH/93/32 1109291060 長谷川正平／訳注
三笠書房 １９６６．６
(２４１ｐ １９ｃｍ)

◆OH OH/93/3 1109290732
将軍 中巻
ジェームズ・クラベル／著 宮川一郎／訳
ティービーエス・ブリタニカ １９８０．９ ◆OH
(４９７ｐ １９ｃｍ) 追憶

OH/93/66 1109291409 ア－サ－・ロ－レンツ／著 中村能三／訳
早川書房 １９７４
(２４４ｐ ２０ｃｍ)

◆OH Ｈａｙａｋａｗａ　ｎｏｖｅｌｓ
小説アメリカ外交 OH/93/62 1109291367
Ｊ．Ｋ．ガルブレイス／著 松田銑／訳
中央公論社 １９７９．３
(２９１ｐ ２０ｃｍ) ◆OH

OH/93/70 1109291441 二十世紀の英米詩人
安藤一郎／著
弘文堂 １９６０．８

◆OH (３５８，７ｐ １９ｃｍ)
小説と政治 OH/93/26 1109290997
アーヴィング・ホウ／著 中村保男／訳
紀伊國屋書店 １９５８．３
(２５３ｐ ２０ｃｍ) ◆OH
現代文芸評論叢書 二十世紀文学を探る

OH/93/2 1109290724 J．アイザックス／著 渡辺武／訳
千城書房 １９６０．５
(２６６，９ｐ １９ｃｍ)

◆OH OH/93/9 1109290799
人生の途上にて
Ａ．Ｊ．クローニン／著 竹内道之助／訳
新装版 ◆OH
三笠書房 １９６３．１０ ニッポン日記
(３４０ｐ １８ｃｍ) マーク・ゲイン／著 井本威夫／訳

OH/93/15 1109290849 筑摩書房 １９６３．１０
(３５９ｐ １９ｃｍ)
筑摩叢書
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OH/93/10 1109290807 OH/93/29 1109291037

◆OH ◆OH
日本からきたスパイ -日本の秘密諜報組織- ヘミングウェイ全集 １０
ロナルド・セス／著 村石利夫／著 アーネスト・ヘミングウェイ／［著］
荒地出版社 １９６５．４ 三笠書房 １９５８．６
(２６１ｐ ２０ｃｍ) (１８９ｐ １９ｃｍ)
スパイ 内容：老人と海

OH/93/22 1109290914 OH/93/28 1109291003

◆OH ◆OH
人間社会 ぼく自身のための広告 上巻
Ａ．Ｊ．クローニン／著 竹内道之助／訳 ノーマン・メイラー／著 山西英一／訳
三笠書房 １９６１．３ 新潮社 １９６２．１１
(３０８ｐ ２０ｃｍ) (２８３ｐ ２０ｃｍ)

OH/93/14 1109290930 OH/93/1 1109290716
OH/93/19 1109290880

◆OH
◆OH 慕情

はじめての舞踏会 ハン・スーイン／著 深町真理子／訳
マンスフィールド／作 白木茂／訳 角川書店 １９７０．７
岩崎書店 １９６８．１１ (５６６ｐ １５ｃｍ)
(３０７ｐ １９ｃｍ) 角川文庫
ジュニア版世界の文学 OH/93/67 1109291417
内容：はじめての舞踏会，人形の家，ガーデン・パーティー，
修道院へ，音楽の時間，少女，あどけない恋，風が吹く，つか
れた子，町はずれのおとぎ話，六ペンス銀貨，入江の朝・昼・ ◆OH
晩　解説　白木茂著 ホンドー

OH/93/64 1109291383 ルイス・ラムーア／著 神鳥統夫／訳
中央公論社 １９８４．８
(１８７ｐ １８ｃｍ)

◆OH OH/93/53 1109291276
パーマーは攻撃する
M．H．マコーマック／著 小坂秀二／訳
タイムライフインターナショナル １９６８．９ ◆OH
(３６４ｐ　図版 １８ｃｍ) マッシュ
タイムライフブックス リチャード・フッカー／著 村社伸／訳

OH/93/47 1109291219 角川書店 １９７０．９
(３２４ｐ １５ｃｍ)
角川文庫

◆OH OH/93/46 1109291201
パール
スターリング・シリファント／著 北園穣／訳
鶴書房 １９７９．４ ◆OH
(４１４ｐ ２０ｃｍ) 迷いこんだスパイ

OH/93/63 1109291375 ロバート・リテル／著 菊池光／訳
早川書房 １９８０．１２
(２０３ｐ ２０ｃｍ)

◆OH OH/93/55 1109291292
非情の海
ニコラス・モンサラット／作 吉田健一／訳
フジ出版社 １９６７．１０ ◆OH
(４３３ｐ ２０ｃｍ) 三つの愛 上巻
世界大戦（第二次）－小説 クローニン／著 竹内道之助／訳

OH/93/44 1109291185 三笠書房 １９６２．１２
(２５４ｐ ２０ｃｍ)

OH/93/12 1109290823
◆OH

フォークナーと私 -書簡と追憶１９４４～１９６２-
マルカム・カウリー／著 大橋健三郎／［ほか］訳 ◆OH
冨山房 １９６８．２ モスクワを占領せよ
(３２１，１２ｐ ２０ｃｍ) クレイグ・トーマス／著 井上一夫／訳

OH/93/50 1109291243 毎日新聞社 １９８０．９
(４４６ｐ ２０ｃｍ)

OH/93/60 1109291342
◆OH

北京からの便り
パール・バック／著 高橋正雄／訳 ◆OH
三笠書房 １９５８．１０ よこ糸のない日本 -天皇と日本人とデモクラシー-
(２５２ｐ ２０ｃｍ) オーテス・ケーリ／著

- 4 -－488－



サイマル出版会 １９７６
(２８９ｐ １９ｃｍ)
日本－歴史－昭和時代
4-377-30311-2

OH/93/17 1109290864

◆OH
リプレーの世界奇談集 ５
ロバート・レロイ・リプレー／著 庄司浅水／訳編
朋文堂 １９６０．３
(２４２ｐ １９ｃｍ)

OH/93/25 1109291011

◆OH
わがシェイクスピア
吉田健一／著
垂水書房 １９６３．１２
(２５９ｐ １９ｃｍ)

OH/93/31 1109291052

◆OH
Ｊａｍｅｓ　Ｃｌａｖｅｌｌ’ｓ　Ｓｈｏｇｕｎ 
Ｐａｒａｍｏｕｎｔ　ｐｉｃｔｕｒｅｓ　ｃｏ． １９７９
(５９４ｐ ２８ｃｍ)

OH/93/75 1109340644

◆OH
Ｊｏｈｎ　Ｃｌｅｌａｎｄ’ｓ　Ｍｅｍｏｉｒｓ　ｏｆ　ａ　
ｗｏｍａｎ　ｏｆ　ｐｌｅａｓｕｒｅ
ｂｙ　Ｊｏｈｎ　Ｃｌｅｌａｎｄ
Ｇ．Ｐ．Ｐｕｔｎａｍ’ｓ　Ｓｏｎｓ １９６３
(２２８ｐ １８ｃｍ)

OH/93/42 1109291169
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◆OH OH/94/9 1109291565
喪われた栄光 -プロシアの悲劇-
Ｍ・デーンホフ／著
学習研究社 １９６３．１０ ◆OH
(２４１ｐ １８ｃｍ) ツヴァイク全集 １１
ガッケン・ブックス シュテファン・ツヴァイク／著

OH/94/8 1109291557 みすず書房 １９６２．４
(３８６ｐ １８ｃｍ)

OH/94/19 1109291748
◆OH

ゲーテ -序論-
奥津彦重／著 ◆OH
再版 ツヴァイク全集 ９
白水社 １９４３．１２ シュテファン・ツヴァイク／著
(４１９，９７ｐ ２２ｃｍ) みすず書房 １９６１．１２

OH/94/3 1109291508 (３７８ｐ １８ｃｍ)
OH/94/23 1109291797

◆OH
ゲーテ全集 第２巻 ◆OH
ゲーテ／著 大山定一／訳 ツヴァイク全集 １２
人文書院 １９６０．９ シュテファン・ツヴァイク／著
(４７３ｐ ２０ｃｍ) みすず書房 １９６２．５

OH/94/14 1109291698 (４２８ｐ １８ｃｍ)
OH/94/19-2 1109291755

◆OH
市民・芸術・神話 -トーマス・マンの世界- ◆OH
トーマス・マン／著 ミヒャエル・マン／編 ツヴァイク全集 １０
人文書院 １９７２．９ シュテファン・ツヴァイク／著
(２６３ｐ ２０ｃｍ) みすず書房 １９６３．３

OH/94/24 1109291805 (４０５ｐ　図版１枚 １８ｃｍ)
OH/94/16 1109291714

◆OH
青春時代 ◆OH
ヘルマン・ヘッセ／著 大和邦太郎／訳 ツヴァイク全集 ８
三笠書房 １９５３．５ シュテファン・ツヴァイク／著
(１８１ｐ １９ｃｍ) みすず書房 １９６１．３

OH/94/10 1109291573 (３８７ｐ １８ｃｍ)
OH/94/1 1109291482

◆OH
青春は美し ◆OH
ヘルマン・ヘッセ／〔著〕 国松孝二／訳 ツヴァイク全集 １
三笠書房 １９５２．１０ シュテファン・ツヴァイク／著
(１７０ｐ １９ｃｍ) みすず書房 １９６１．５
内容：乾草の月，ながれ，青春は美し (３９７ｐ　図版１枚 １８ｃｍ)

OH/94/5 1109291524 OH/94/18 1109291730

◆OH ◆OH
世界文学全集 ２ ツヴァイク全集 １５
河出書房 １９５４．４ シュテファン・ツヴァイク／著
(４３３ｐ ２３ｃｍ) みすず書房 １９６３．６
内容：ファウスト・若いウェルテルの悩み他（ゲーテ／著，高 (３６６ｐ　図版１枚 １８ｃｍ)
橋健二／訳） OH/94/20 1109291763

OH/94/2 1109291490

◆OH
◆OH ツヴァイク全集 １４

断ち切られた未来 -評論と対話- シュテファン・ツヴァイク／著
エリアス・カネッティ／［著］ 岩田行一／訳 みすず書房 １９６２．９
法政大学出版局 １９７４．９ (５２８ｐ １８ｃｍ)
(２２２ｐ ２０ｃｍ) OH/94/12 1109291599

OH/94/15 1109291706

◆OH
◆OH ツヴァイク全集 １７

知と愛の物語（ファブリール・ブーフ） シュテファン・ツヴァイク／著
ヘルマン・ヘッセ／著 佐藤晃一／訳 みすず書房 １９６１．６
三笠書房 １９５３．１ (３５１ｐ １８ｃｍ)
(１９２ｐ １９ｃｍ) OH/94/17 1109291722
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OH/94/32 1109338903

◆OH
ツヴァイク全集 ３ ◆OH
ツヴァイク／〔著〕 ツヴァイク全集 ８
みすず書房 １９８０．１２ ツヴァイク／〔著〕
(３６４ｐ １８ｃｍ) みすず書房 １９７４．７
内容：感情の混乱，目に見えないコレクション，レマン湖畔の (３９０ｐ　図版 １８ｃｍ)
悲劇，レポレラ，書痴メンデル，不安，チェスの話　解説　相 内容：バルザック（柴田翔訳）　ディケンズ（小川超訳）　ド
馬久康ほか著 ストエフスキー（神品芳夫訳）　モンテーニュ（渡辺健訳）　
4-622-00003-2 解説　柴田翔，渡辺健著　巻末：バルザック年譜、ディケンズ

OH/94/26 1109338861 年譜、ドストエフスキー年譜、モンテーニュ年譜
4-622-00008-3

OH/94/21 1109291771
◆OH

ツヴァイク全集 １
ツヴァイク／〔著〕 ◆OH
みすず書房 １９８６．１１ ツヴァイク全集 １１
(２９５ｐ １８ｃｍ) ツヴァイク／〔著〕
内容：薄暮の物語，女家庭教師，燃える秘密，ある夏のできご みすず書房 １９７４．１１
と，アモク，女と風景　解説　渡辺健ほか著 (３７８ｐ　図版 １８ｃｍ)
4-622-00001-6 内容：ジョゼフ・フーシェ（吉田正己，小野寺和夫訳）　史論

OH/94/25 1109338838 抄明日の歴史（飯塚信雄訳）　ジョゼフ・フーシェ関係フラン
ス史年表：ｐ３１３～３１６
4-622-00011-3

◆OH OH/94/33 1109339109
ツヴァイク全集 ４
ツヴァイク／〔著〕
みすず書房 １９８２．９ ◆OH
(３６６ｐ １８ｃｍ) ツヴァイク全集 １２
内容：レゲンデ，或る職業が思いがけなくわかった話，圧迫 ツヴァイク／〔著〕
4-622-00004-0 みすず書房 １９７３．１１

OH/94/27 1109338853 (４０５ｐ　図版 １８ｃｍ)
内容：フランツ・アントン・メスメル（高橋義夫訳）　メリー
・ベーカー＝エディ（中山誠訳）　ジグムント・フロイト（佐

◆OH 々木斐夫訳）　解説　佐々木斐夫ほか著　巻末：メリー・ベー
ツヴァイク全集 ５ カー＝エディ年譜、ジグムント・フロイト年譜
ツヴァイク／〔著〕 4-622-00012-1
みすず書房 １９８８．３ OH/94/34 1109334886
(３８７ｐ １８ｃｍ)
4-622-00005-9

OH/94/28 1109338846 ◆OH
ツヴァイク全集 ９
ツヴァイク／〔著〕

◆OH みすず書房 １９７３．５
ツヴァイク全集 ６ (４３８ｐ　図版 １８ｃｍ)
ツヴァイク／〔著〕 内容：ヘルダーリン（今井寛訳）　クライスト（小宮曠三訳）
みすず書房 １９８６．１２ 　フリードリヒ・ニーチェ（杉浦博訳）　解説　今井寛ほか著
(５３１ｐ １８ｃｍ) 　巻末：ヘルダーリン年譜、クライスト年譜、ニーチェ年譜
4-622-00006-7 4-622-00009-1

OH/94/29 1109338879 OH/94/31 1109338895

◆OH ◆OH
ツヴァイク全集 ７ ツヴァイク全集 １３
ツヴァイク／〔著〕 ツヴァイク／〔著〕
みすず書房 １９７６．１２ みすず書房 １９７４．２
(３６７ｐ　図版 １８ｃｍ) (３８６ｐ　図版 １８ｃｍ)
内容：ヴォルポーネ（内垣啓一訳）　貧者の羊（近藤公一訳） 4-622-00013-X
　無口な女（近藤公一訳） OH/94/35 1109334878
4-622-00007-5

OH/94/30 1109338887
◆OH

ツヴァイク全集 １４
◆OH ツヴァイク／〔著〕

ツヴァイク全集 １０ みすず書房 １９７４．３
ツヴァイク／〔著〕 (４２８ｐ　図版 １８ｃｍ)
みすず書房 １９７４．９ 4-622-00014-8
(４１１ｐ　図版 １８ｃｍ) OH/94/36 1109334860
内容：カザノヴァ（吉田正己訳）　スタンダール（中田美喜訳
）　トルストイ（堀内明訳）　解説　吉田正己ほか著　巻末：
スタンダール年譜、トルストイ年譜 ◆OH
4-622-00010-5 ツヴァイク全集 １９
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ツヴァイク／〔著〕 OH/94/4 1109291516
みすず書房 １９７３．３
(３５０ｐ　図版 １８ｃｍ)
4-622-00019-9 ◆OH

OH/94/40 1109334902 ベートーヴェン -小説-
フェリックス・フーフ／著 三浦靱郎／訳
音楽之友社 １９６９．５

◆OH (４２９ｐ ２０ｃｍ)
ツヴァイク全集 １５ OH/94/13 1109291607
ツヴァイク／〔著〕
みすず書房 １９７５．１
(３３１ｐ　図版 １８ｃｍ) ◆OH
内容：エラスムスの勝利と悲劇（内垣啓一訳）　世界大戦中の 牧場の本
発言（藤本淳雄訳）　ヨーロッパ思想の歴史的発展（猿田悳訳 ヴァッガール／著 尾崎喜八／訳
） 創文社 １９６０．５
4-622-00015-6 (９８ｐ １８ｃｍ)

OH/94/37 1109334852 アルプ選書
OH/94/6 1109291532

◆OH
ツヴァイク全集 ２０ ◆OH
ツヴァイク／〔著〕 若き魂 第１部　第２部
みすず書房 １９７３．６ ケルレル／著 大淵真雄／訳
(ｐ３５５～６６１，ｘｐ　図版 １８ｃｍ) 第一書房 １９３９．７
4-622-00020-2 (４４９ｐ １９ｃｍ)

OH/94/41 1109334894 OH/94/11 1109291581

◆OH
ツヴァイク全集 １６
ツヴァイク／〔著〕
みすず書房 １９７２．１０
(３７８ｐ　図版 １８ｃｍ)
内容：マゼラン（関楠生，河原忠彦訳）　アメリゴ（河原忠彦
訳）　マゼラン年譜：ｐ２７７～２７９
4-622-00016-4

OH/94/38 1109340420

◆OH
ツヴァイク全集 ２１
ツヴァイク／〔著〕
みすず書房 １９７４．１２
(３５０ｐ　図版 １８ｃｍ)
内容：芸術創造の秘密〔ほか１４編〕
4-622-00021-0

OH/94/22 1109291789

◆OH
ツヴァイク全集 １８
ツヴァイク／〔著〕
みすず書房 １９７３．２
(５２８ｐ　図版 １８ｃｍ)
4-622-00018-0

OH/94/39 1109340412

◆OH
バラバ
Ｐ．ラーゲルクヴィスト／著 尾崎義／訳
岩波書店 １９５３．４
(１９１ｐ １９ｃｍ)
岩波現代叢書

OH/94/7 1109291540

◆OH
光のふるさとへ
ヘルマン・ヘッセ／著 戸張正實／訳
三笠書房 １９５５．９
(１７６ｐ １９ｃｍ)
光のふるさとへ，クリングゾル最後の夏，わが生の記
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◆OH ，病いは気から，女房学校
嵐が丘 OH/95/13 1109292191
Ｅ・ブロンテ／著 三宅幾三郎／訳
河出書房 １９６８．１
(４５３ｐ １８ｃｍ) ◆OH
キャンパス版・世界の文学 世界名作全集 ６１

OH/95/25 1109292365 平凡社 １９６２．６
(７１９ｐ １６ｃｍ)
内容：ジャン・クリストフ下巻（ロマン・ロラン著，豊島与志

◆OH 雄訳）
危険な関係 上巻 OH/95/7 1109292183
ラクロ／著 新庄嘉章，窪田般弥／訳
新潮社 １９７２．１０
(３３８ｐ １６ｃｍ) ◆OH
新潮文庫 世界名作全集 ６０

OH/95/17 1109292282 平凡社 １９６２．５
(７４６ｐ １６ｃｍ)
内容：ジャン・クリストフ中巻（ロマン・ロラン著，豊島与志

◆OH 雄訳）
危険な関係 下巻 OH/95/6 1109292175
ラクロ／著 新庄嘉章，窪田般弥／訳
新潮社 １９７２．１０
(３２１ｐ １６ｃｍ) ◆OH
新潮文庫 倒された樫の木

OH/95/18 1109292290 アンドレ・マルロー／著 新庄嘉章／訳
新潮社 １９７１．１２
(１９５ｐ ２０ｃｍ)

◆OH 新潮選書
現代を考える OH/95/21 1109292324
アンドレ・モーロワ／著 谷長茂・高橋治男／訳
二見書房 １９７０．１
(２２８ｐ １９ｃｍ) ◆OH

OH/95/22 ＷＳ１ 1109292332 谷間のゆり
バルザック／著 石川湧／訳
特製版

◆OH 旺文社 １９６６
サルトルとカミュ -自由と革命- (４４２ｐ １５ｃｍ)
寺沢恒信／著 OH/95/16 1109292274
弘文堂 １９５９．１
(２３３ｐ １９ｃｍ)

OH/95/3 1109292134 ◆OH
読書案内　文学のたのしみ
アンドレ・モーロワ／著 渡辺明正／訳

◆OH 紀伊国屋書店 １９６１．１０
聖週間 上 (２５６ｐ １９ｃｍ)
アラゴン／著 小島輝正／訳 OH/95/12 1109292241
平凡社 １９６３．５
(３６０ｐ １９ｃｍ)

OH/95/8 1109292217 ◆OH
内面の記録 続
フランソア・モーリアック／著 杉捷夫／訳

◆OH 紀伊国屋書店 １９６９．４
世界文学全集 １３ (３１４ｐ　図版 ２０ｃｍ)
河出書房 １９５４．７ OH/95/15 1109292266
(４１３ｐ ２３ｃｍ)
内容：贋金つくり（アンドレ・ジイド／著，山内義雄／訳）ほ
か ◆OH

OH/95/11 1109292233 にんじん
ジュール・ルナール／〔著〕 岸田国士／訳
白水社 １９５９．８

◆OH (２６０ｐ ２１ｃｍ)
世界文学全集 ２－２４ ルナール年譜：ｐ２５５～２５６
河出書房新社 １９６３．３ OH/95/19 1109292308
(４５５ｐ １８ｃｍ)
内容：南回帰線（大久保康雄訳）

OH/95/13-2 1109292209 ◆OH
バルザック論
アラン／著 岩瀬孝，加藤尚宏／訳

◆OH 冬樹社 １９６８．９
世界文学全集 ３－６ (２４９ｐ ２２ｃｍ)
河出書房 １９６５．９ OH/95/10 1109292167
(４５６ｐ １８ｃｍ)
内容：タルチェフ，ドン・ジュアン，怒りっぽい恋人，守銭奴
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◆OH
フランス小話集
田辺貞之助／著
高文社 １９５９．１０
(１４４ｐ １８ｃｍ)

OH/95/1 1109292118

◆OH
フランス戦線
アンドレ・モーロア／著 高野弥一郎／訳
大観堂書店 １９４１．３
(３６４ｐ １９ｃｍ)
世界戦争（１９３９～１９４５）

OH/95/9 1109292225

◆OH
マルキ・ド・サド -その生涯と思想-
ジェフリー・ゴーラ／著 大竹勝／訳
荒地出版社 １９６６．１２
(２６１ｐ ２０ｃｍ)

OH/95/23 1109292340

◆OH
三笠版現代世界文学全集 １
三笠書房 １９５３．４
(４１４ｐ ２０ｃｍ)
内容：葡萄畑の葡萄作り,博物誌,晩年の日記

OH/95/4 1109292142

◆OH
三笠版現代世界文学全集 ４
三笠書房 １９５４．１
(４０７ｐ ２０ｃｍ)

OH/95/2 1109292126

◆OH
ラ・ロシュフコオ箴言録
内藤濯／訳
白水社 １９３９．２
(２６０ｐ １９ｃｍ)
仏蘭西文藝思潮叢書

OH/95/5 1109292159

◆OH
レオポルド・セダール・サンゴール詩集
日本セネガル友好協会／編
日本セネガル友好協会 １９７９．３
(２９４ｐ ２２ｃｍ)

OH/95/20 1109292316

◆OH
わたしの人生行路 青年篇
アンドレ・モロワ／著
二見書房 １９７０．１０
(２８６ｐ ２０ｃｍ)
アンドレ・モーロワ人生論集

OH/95/14 1109292258

◆OH
わたしの人生行路 完結篇
アンドレ・モ－ロワ／著 谷長茂／訳
二見書房 １９７１．３
(２７６ｐ ２０ｃｍ)
アンドレ・モーロワ人生論集

OH/95/24 1109292357
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◆OH
ウス・ルジアダス -出版四百年記念-
日本ポルトガル協会，在日ポルトガル大使館／編
日本ポルトガル協会 １９７２．１１
(９１ｐ ２７ｃｍ)
日本ポルトガル協会会報特別号

OH/96/6 1109292423

◆OH
定本モラエス全集 第１
花野富蔵／訳
集英社 １９６９
(５０４ｐ　図版 ２３ｃｍ)
内容：極東遊記，大日本，シナ・日本風物誌．　解説（井上靖
）

OH/96/1 1109292373

◆OH
定本モラエス全集 第２
花野富蔵／訳
集英社 １９６９
(４８１ｐ　図版 ２３ｃｍ)
内容：日本通信第１－３　１９０２年４月８日－１９０６年３
月１日．　解説（遠藤周作）

OH/96/2 1109292381

◆OH
定本モラエス全集 第３
花野富蔵／訳
集英社 １９６９
(４８４ｐ　図版 ２３ｃｍ)
内容：日本通信第３（続）－６　１９０６年３月１４日－１９
１３年３月２８日．　解説（Ａ．マルチンス著　緑川高広訳）

OH/96/3 1109292399

◆OH
定本モラエス全集 第４
花野富蔵／訳
集英社 １９６９
(５１２ｐ　図版 ２３ｃｍ)
内容：茶の湯，徳島の盆踊，日本におけるメンデス・ピント，
おヨネとコハル，日本史瞥見，日本夜話．　解説（鶴見俊輔）

OH/96/4 1109292407

◆OH
定本モラエス全集 第５
花野富蔵／訳
集英社 １９６９
(５２１ｐ　図版 ２３ｃｍ)
内容：日本精神，おそろし，モラエスの内輪への手紙集，書簡
による日記抄，初期作品，遺言状．　解説（佃実夫）　モラエ
ス小伝（花野富蔵）　年譜・書誌・参考文献

OH/96/5 1109292415
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◆OH
美男アントニオ
ヴィタリアーノ・ブランカーティ／著 大久保昭男／訳
早川書房 １９６６．５
(３２６ｐ １９ｃｍ)
ハヤカワ・ノヴェルズ

OH/97/2 1109290633

◆OH
わが獄中記
シルヴィオ・ペッリコ／作 五十嵐仁／訳
聖パウロ女子修道会 １９５７．５
(４０４ｐ １７ｃｍ)
ユニヴァーサル文庫

OH/97/1 1109292449
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◆OH ◆OH
イワン・デニソビッチの一日 ドストエフスキーの哲学
ソルジェニーツイン／著 小笠原豊樹／訳 国際日本研究所／編
河出書房新社 １９６３．３ 国際日本研究所 １９６７．１２
(２３０ｐ １８ｃｍ) (１０，２３４ｐ ２０ｃｍ)

OH/98/1 1109290658 OH/98/8 1109292480

◆OH ◆OH
来たるべき賤民 日本印象記
メレシコフスキー／著 植野修司／訳 イリヤ・エレンブルグ／著 原卓也・山田茂勝／訳
雄渾社 １９７０．８ 中央公論社 １９５７．１１
(２９８ｐ １９ｃｍ) (１７４ｐ １９ｃｍ)
メレシコフスキー叢書 OH/98/9 1109292498
内容：来たるべき賎民.チェ-ホフとゴ-リキ-.ロシア革命の予
言者.ロシア・インテリゲンチャへの最後の審判 

OH/98/14 1109292530 ◆OH
復活 上巻
トルストイ／著 米川正夫／訳

◆OH 改版
世界の文学 １６ 角川書店 １９６７．１
中央公論社 １９６３．２ (３６６ｐ １５ｃｍ)
(６０２ｐ １８ｃｍ) 角川文庫
内容：罪と罰（ドストエフスキイ） OH/98/5 1109292456

OH/98/15 1109292548

◆OH
◆OH 復活 下巻

ソルジェニ－ツィンの闘い -『イワン・デニ－ソヴィチの一日 トルストイ／著 米川正夫／訳
』から十年- 改版
Ｚ．メドヴェ－ジェフ／著 安井侑子／訳 角川書店 １９６５．１０
新潮社 １９７４ (３５６ｐ １５ｃｍ)
(２５７ｐ　図　肖像 ２０ｃｍ) 角川書店
新潮選書 OH/98/6 1109292464

OH/98/2 1109290674

◆OH
◆OH ロシヤ短篇集

チェーホフ -その生涯と作品- 米川正夫／訳
Ｅ・トリオレ／著 川俣晃自／訳 河出書房新社 １９７１．１０
岩波書店 １９５５．１２ (３４５ｐ ２０ｃｍ)
(２６９ｐ １９ｃｍ) 五月(ボーリス・ザイツェフ) 嫉妬について(ミハイル・アルツ
時代の窓 イバーシェフ) 血痕(ミハイル・アルツイバーシェフ) 餓鬼(フ

OH/98/3 1109290690 セヴォロド・イヴァノフ) カルタの負債(フセヴォロド・イヴ
ァノフ) 洞窟(エヴゲーニイ・ザミャーチン) 身すぎの仲間(ボ
リース・ピリニャーク) 狼の掟(ボリース・ピリニャーク) ば

◆OH ら色の家(イリヤー・エレンブルグ) 警察犬(ミハイル・ゾシチ
ツシマ -日本海海戦- ェンコ) 恋と剣(ヴァレンチン・カターエフ) 解説:米川正夫
Ｈ・プリボイ／著 上脇進／訳 OH/98/11 1109292514
創元社 １９５６．１２
(３５９ｐ １８ｃｍ)
世界大ロマン全集 ◆OH

OH/98/4 1109292431 わが回想 -人間・歳月・生活- 第６部
イリヤ・エレンブルグ／著 木村浩／訳
朝日新聞社 １９６８．１

◆OH (５９４ｐ １９ｃｍ)
ドストエフスキイの生活 OH/98/10 1109292506
小林秀雄／著
東京創元社 １９７５．１２
(３０１ｐ １９ｃｍ)
創元選書

OH/98/13 1109292522

◆OH
ドストエフスキー覚書
森有正／著
筑摩書房 １９６７．５
(２６０ｐ １９ｃｍ)
筑摩叢書

OH/98/7 1109292472

- 1 -－497－





 
 
 
 
 
 

文庫・新書 

 





◆OH OH/C30/4 1109306546
赤と黒 上巻
スタンダール／〔著〕 桑原武夫，生島僚一／訳
改版 ◆OH
岩波書店 １９４０．７ 或女 後編
(４１３ｐ １５ｃｍ) 有島武郎／著
岩波文庫 日本近代文学館 １９６９．４

OH/A95/4 1109305332 (３８８，４ｐ ２０ｃｍ)
名著複刻全集近代文学館

OH/E01/4-2 1109326056
◆OH

赤と黒 下巻
スタンダール／〔著〕 桑原武夫，生島僚一／訳 ◆OH
改版 或女 前編
岩波書店 １９４８．１１ 有島武郎／著
(２９８ｐ １６ｃｍ) 日本近代文学館 １９６９．４
岩波文庫 (２８０ｐ ２０ｃｍ)

OH/A95/5 1109305340 名著複刻全集近代文学館
OH/E01/4-1 1109326049

◆OH
赤と黒 中巻 ◆OH
スタンダール／著 大久保和郎／訳 アルトハイデルベルク
角川書店 １９５２．１１ マイアーフェルスター／著 番匠谷英一／訳
(２３２ｐ １５ｃｍ) 岩波書店 １９４６．２
角川文庫 (１４９ｐ １５ｃｍ)

OH/D95/2 1109309086 岩波文庫
OH/A94/5 1109297653

◆OH
赤と黒 下巻 ◆OH
スタンダール／著 家なき子 第二部
角川書店 １９５２．１１ エクトル・マロ／著 桜田佐／訳
(２３６ｐ １５ｃｍ) 新潮社 １９５８．４
角川文庫 (２６２ｐ １５ｃｍ)

OH/D95/3 1109309094 新潮文庫
OH/D33/1 1109308922

◆OH
アダム・スミス ◆OH
高島善哉／著 イギリス現代史
岩波書店 １９６８．３ 小幡操／著
(６，２１２ｐ １８ｃｍ) 岩波書店 １９５９．１０
岩波新書 (６，１７８，１１ｐ　図版１枚 １８ｃｍ)

OH/C33/9 1109306751 岩波新書
イギリス－歴史

OH/C23/1 1109306371
◆OH

アフリカ騎兵
ピエール・ロティ／著 渡辺一夫／訳 ◆OH
岩波書店 １９５２．３ 石田梅岩と『都鄙問答』
(３２３ｐ １５ｃｍ) 石川謙／著
岩波文庫 岩波書店 １９６８．６

OH/A95/8 1109305373 (２１４ｐ １８ｃｍ)
岩波新書
都鄙問答

◆OH OH/C30/5 1109306553
アメリカ人民の歴史 上
レオ・ヒューバーマン／著 小林良正，雪山慶正／訳
岩波書店 １９５４．１０ ◆OH
(２２，２５６，６ｐ　図版１枚 １８ｃｍ) 一音楽家の思い出
岩波新書 チャイコフスキー／著 渡辺護／訳
アメリカ合衆国－歴史 音楽之友社 １９５２．１２

OH/C25/1 1109306405 (２０９ｐ １５ｃｍ)
音楽文庫

OH/D76/2 1109308963
◆OH

アメリカン・ライフ
小宮隆太郎／著 ◆OH
岩波書店 １９６１．７ 一日一生
(５，２０７ｐ　図版１枚 １８ｃｍ) 内村鑑三／著
岩波新書 角川書店 １９５１．１２
アメリカ合衆国 (２７９ｐ １５ｃｍ)
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角川文庫
OH/A19/7 1109294544

◆OH
ウズベック・クロアチア・ケララ紀行 -社会主義の三つの顔-

◆OH 加藤周一／著
従妹ベット 下巻 岩波書店 １９５９．８
バルザック／著 水野亮／訳 (２１２ｐ １８ｃｍ)
岩波書店 １９５０．７ 岩波新書
(４１２ｐ １５ｃｍ) ウズベク－紀行 ケララ－紀行 クロアチア－紀行
岩波文庫 OH/C29/2 1109306496

OH/A93/6 1109297562

◆OH
◆OH 歌合集

いのちの半ばに 峯岸義秋／編
ビアス／作 西川正身／訳 岩波書店 １９３８．９
岩波書店 １９５５．８ (５６５ｐ １６ｃｍ)
(１０４ｐ １５ｃｍ) 岩波文庫
岩波文庫 OH/A91/18 1109297380

OH/A93/1 1109297513

◆OH
◆OH 内村鑑三随筆集

岩波文庫解説目録 １９６４年 内村鑑三／著
岩波書店／［編］ 岩波書店 １９３２．７
岩波書店 １９６４．８ (２７９ｐ １５ｃｍ)
(１１６，２７ｐ １５ｃｍ) 岩波文庫

OH/A02/1 1109292563 OH/A19/5 1109294536

◆OH ◆OH
ウィリアム・ペン -民主主義の先駆者- 宇宙と星
ヴァイニング夫人／著 高橋たね／訳 畑中武夫／著
岩波書店 １９５０．１２ 岩波書店 １９５６．７
(３０７ｐ １８ｃｍ) (６，１８３ｐ １８ｃｍ)
岩波新書 岩波新書

OH/C28/5 1109306454 OH/C44/1 1109306934

◆OH ◆OH
植村正久文集 生れ出る悩み
斎藤勇／編 有島武郎／著
岩波書店 １９３９．８ 日本近代文学館 １９６９．４
(２３６ｐ １６ｃｍ) (１９３ｐ ２０ｃｍ)
岩波文庫 名著複刻全集近代文学館

OH/A10/2 1109292621 内容：生れ出る悩み，石にひしがれた雑草
OH/E01/5 1109326064

◆OH
浮城物語 ◆OH
矢野竜渓／著 海の見える村の一年 -新農村歳時記-
岩波書店 １９４０．１１ 杉浦明平／著
(２６７ｐ １５ｃｍ) 岩波書店 １９６１．５
岩波文庫 (２７１ｐ １８ｃｍ)

OH/A91/11 1109297315 岩波新書
OH/C61/1 1109306975

◆OH
浮世絵類考 ◆OH
仲田勝之助／編校 海やまのあひだ -自選歌集-
岩波書店 １９４１．９ 釈迢空／著
(２３０ｐ １５ｃｍ) 日本近代文学館 １９６９．４
岩波文庫 (２４０，２６ｐ ２０ｃｍ)

OH/A72/2 1109297166 名著複刻全集近代文学館
OH/E01/6 1109326072

◆OH
宇下人言・修行録 ◆OH
松平定信／著 松平定光／校訂 埋もれた金印 -日本国家の成立-
岩波書店 １９４２．６ 藤間生大／著
(２１３ｐ １５ｃｍ) 第２版
岩波文庫 岩波書店 １９７０．２

OH/A28/2 1109296747 (７，２２４ｐ １８ｃｍ)
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岩波新書 岩田豊雄／著
OH/C21/11 1109306314 新潮社 １９６２．８

(３５９ｐ １６ｃｍ)
新潮文庫

◆OH OH/D91/8 1109309045
英雄崇拝論
トーマス・カーライル／著 老田三郎／訳
岩波書店 １９４９．５ ◆OH
(４３４ｐ １５ｃｍ) 海神丸 -其他-
岩波文庫 野上弥生子／著

OH/A28/10 1109296820 日本近代文学館 １９６９．４
(２４０ｐ ２０ｃｍ)
名著複刻全集近代文学館

◆OH 内容：海神丸，多津子，所有
易経 OH/E01/2 1109326023
高田真治／訳註
岩波書店 １９３７．４
(４２９ｐ １６ｃｍ) ◆OH
岩波文庫 科学史と新ヒューマニズム

OH/A12/9 1109294114 サートン／著 森島恒雄／訳
岩波書店 １９３８．１１
(２５５ｐ １８ｃｍ)

◆OH 岩波新書
王子と乞食 OH/B40/1 1109305555
マーク・トウェーン／著 村岡花子／訳
岩波書店 １９４５．１１
(２８６ｐ １５ｃｍ) ◆OH
岩波文庫 科学者と詩人

OH/A93/7 1109297570 ポアンカレ／著 平林初之輔／訳
岩波書店 １９２８．６
(２１８ｐ １５ｃｍ)

◆OH 岩波文庫
大君の都 -幕末日本滞在記- 上 OH/A40/1 1109297109
オールコック／編 山口光朔／訳
岩波書店 １９６２．４
(４２０ｐ １５ｃｍ) ◆OH
岩波文庫 下学集 -元和本-

OH/A76/1 1109297174 亀井孝／校
岩波書店 １９４４．６
(１７０ｐ １５ｃｍ)

◆OH 岩波文庫
沖縄 日本語－辞書
比嘉春潮，霜多正次，新里恵二／著 霜多正次／著 新里恵二／ OH/A21/14 1109296655
著
岩波書店 １９６３．１
(２２０ｐ　図版２枚 １８ｃｍ) ◆OH
岩波新書 学生時代
付：参考文献についてｐ２１６－２１８ 久米正雄／著
琉球 新潮社 １９６２．６

OH/C31/3 1109306587 (２７４ｐ １６ｃｍ)
OH/C21/8 1109306280 新潮文庫

OH/D91/1 1109308971

◆OH
お目出たき人 ◆OH
武者小路実篤／著 学生に与ふる書
日本近代文学館 １９６８．９ 天野貞祐／著
(２１１ｐ １９ｃｍ) 岩波書店 １９３９．８
名著複刻全集近代文学館 (２３２ｐ １８ｃｍ)

OH/E01/1 1109326015 岩波新書
OH/B37/1 1109305522

◆OH
オリンポスの果実 ◆OH
田中英光／著 楽聖物語
角川書店 １９５１．１０ 河上徹太郎／著
(１１４ｐ １５ｃｍ) 角川書店 １９５６．９
角川文庫 (２６６ｐ １５ｃｍ)

OH/D91/5 1109309011 角川文庫
OH/D76/1 1109308955

◆OH
海軍
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◆OH ◆OH
学問のすゝめ ギリシヤ精神の様相
福沢諭吉／著 ブチャー／著 田中秀央／訳
岩波書店 １９４２．１２ 岩波書店 １９４０．１２
(２１０ｐ １５ｃｍ) (３０１ｐ １５ｃｍ)
岩波文庫 岩波文庫

OH/A03/3 1109292597 OH/A13/1 1109294155
OH/A03/2 1109292589

◆OH
◆OH 基督者の自由 -他三篇-

学記・大学 マルティン・ルター／著 石原謙／訳
武内義雄／訳 改訂版
岩波書店 １９４８．３ 岩波書店 １９３４．５
(１０６ｐ １５ｃｍ) (１１３ｐ １６ｃｍ)
岩波文庫 岩波文庫

OH/A12/1 1109292639 OH/A19/4 1109294528

◆OH ◆OH
カラマーゾフの兄弟 第１巻 禁色 下巻
ドストエーフスキイ／作 米川正夫／訳 三島由紀夫／著
岩波書店 １９４６．５ 新潮社 １９５４．１１
(４３２ｐ １５ｃｍ) (３０５ｐ １６ｃｍ)
岩波文庫 新潮文庫

OH/A98/5 1109305431 OH/D91/9 1109309052

◆OH ◆OH
勧進帳 近思録
守随憲治／校訂 朱熹・呂祖謙／編 秋月胤継／訳注
岩波書店 １９４１．１ 岩波書店 １９４０．１
(２９２ｐ １６ｃｍ) (３７９ｐ １５ｃｍ)
岩波文庫 岩波文庫

OH/A91/15 1109297356 OH/A12/7 1109292696

◆OH ◆OH
義経記 近世畸人伝
島津久基／校訂 伴蒿蹊／著 森銑三／校注
岩波書店 １９３９．３ 岩波書店 １９４０．１
(３６１ｐ １５ｃｍ) (２７１ｐ １６ｃｍ)
岩波文庫 岩波文庫

OH/A91/26 1109297448 OH/A28/8 1109296804

◆OH ◆OH
求安録 近代日本の思想家たち -中江兆民，幸徳秋水，吉野作造-
内村鑑三／著 林茂／著
岩波書店 １９３９．１２ 岩波書店 １９５８．２
(１４６ｐ １６ｃｍ) (５，１９６ｐ　図版１枚 １８ｃｍ)
岩波文庫 岩波新書

OH/A19/3 1109294510 OH/C12/4 1109305662

◆OH ◆OH
共産党宣言 近代民主政治 第２巻
マルクス／共著 エンゲルス／共著 大内兵衛／訳 ジェームス・ブライス／著 松山武／訳
岩波書店 １９５１．１２ 岩波書店 １９４６．４
(１１１ｐ １５ｃｍ) (３１４ｐ １５ｃｍ)
岩波文庫 岩波文庫

OH/A36/1 1109297091 OH/A31/2 1109296895

◆OH ◆OH
玉葉和歌集 近代民主政治 第１巻
京極為兼／著 次田香澄／校訂 ジェームス・ブライス／著 松山武／訳
岩波書店 １９４４．７ 岩波書店 １９２９．６
(５３７ｐ １５ｃｍ) (３２２ｐ １５ｃｍ)
岩波文庫 岩波文庫

OH/A91/19 1109297398 OH/A31/1 1109296861
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◆OH
近代民主政治 第４巻
ジェームス・ブライス／著 松山武／訳
岩波書店 １９４８．１０ ◆OH
(３０８，５ｐ １５ｃｍ) 経済学及課税之原理
岩波文庫 リカアドオ／著 小泉信三／訳

OH/A31/4 1109296879 第３刷
岩波書店 １９３３
(４５３ｐ １６ｃｍ)

◆OH 岩波文庫
近代民主政治 第３巻 OH/A33/11 1109297059
ジェームス・ブライス／著 松山武／訳
岩波書店 １９４８．１０
(３２８ｐ １５ｃｍ) ◆OH
岩波文庫 経済学原理 下

OH/A31/3 1109296903 トマス・ロバート・マルサス／著 吉田秀夫／訳
岩波書店 １９３７．９
(４１９ｐ １６ｃｍ)

◆OH 岩波文庫
草枕 OH/A33/13 1109297075
夏目漱石／作
改版
岩波書店 １９６３．９ ◆OH
(１４３ｐ １５ｃｍ) 経済学原理 上
岩波文庫 トマス・ロバート・マルサス／著 吉田秀夫／訳

OH/A91/3 1109297232 岩波書店 １９３７．５
(４３１ｐ １６ｃｍ)
岩波文庫

◆OH OH/A33/12 1109297067
鎖を断つアフリカ
西野照太郎／著
岩波書店 １９５４．６ ◆OH
(８，２１５ｐ １８ｃｍ) 経済学入門
岩波新書 ローザ・ルクセンブルグ／著 佐野文夫／訳

OH/C30/3 1109306538 岩波書店 １９３３．２
(３７４ｐ １５ｃｍ)
岩波文庫

◆OH OH/A33/14 1109297083
軍事費
島恭彦／著
岩波書店 １９６６．４ ◆OH
(１９３ｐ １８ｃｍ) 結婚
岩波新書 川島武宜／著

OH/C39/1 1109306900 岩波書店 １９５４．５
(２３５ｐ １８ｃｍ)
岩波新書

◆OH OH/C36/1 1109306769
訓読日本書紀 上巻
黒板勝美／編
岩波書店 １９４３．４ ◆OH
(１５０ｐ １５ｃｍ) 月曜物語 
岩波文庫 ドーデー／著 桜田佐／訳
日本書紀 岩波書店 １９５７．３

OH/A21/12 1109296630 (２９０ｐ １５ｃｍ)
岩波文庫

OH/A95/3 1109305324
◆OH

経済を動かすもの
都留重人／著 ◆OH
岩波書店 １９５９．９ 毛吹草
(１９４ｐ １８ｃｍ) ［松江重頼／編輯］ 新村出／校閲 竹内若／校訂
岩波新書 岩波書店 １９４３．１２
日本－経済 (５０５ｐ １５ｃｍ)

OH/C33/5 1109306710 OH/A91/21 1109301497

◆OH ◆OH
経済を見る眼 ケーベル博士随筆集
都留重人／著 ラファエル・ケーベル／著 久保勉／訳編
岩波書店 １９５８．１１ 改訂版
(４，２０２ｐ １８ｃｍ) 岩波書店 １９４０
岩波新書 (２２３ｐ １５ｃｍ)
日本－経済 岩波文庫

OH/C33/6 1109306728 OH/A04/1 1109292605
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岩波新書
日本文学－作家

◆OH OH/C91/5 1109308773
蹇蹇録
陸奥宗光／著
第１０刷改版 ◆OH
岩波書店 １９４１．７ 現代の神話 -正しいものの考え方- 上
(３２３ｐ １５ｃｍ) Ｂ．ダンハム／著 泉誠一／訳
岩波文庫 岩波書店 １９５４．６

OH/A21/10 1109296614 (１４，２２２，５ｐ １８ｃｍ)
岩波新書
現代哲学

◆OH OH/C15/1 1109306124
原子核の世界
菊池正士／著
岩波書店 １９５７ ◆OH
(１８４ｐ １８ｃｍ) 現代の戦争
岩波新書 高木惣吉／著

OH/C42/1 1109306926 岩波書店 １９５６．１０
(４，２０４ｐ １８ｃｍ)
岩波新書

◆OH 戦争
言志四録 OH/C39/2 1109306918
佐藤一斎／著 山田準・五弓安二郎／訳註
岩波書店 １９３５．６
(４４４ｐ １５ｃｍ) ◆OH
岩波文庫 現代のファシズム

OH/A12/4 1109292662 勝部元／著
岩波書店 １９５５．６
(２５０ｐ １８ｃｍ)

◆OH 岩波新書
原子力と国際政治 OH/C31/1 1109306561
前田寿／著
岩波書店 １９５８．１０
(２１２，６ｐ １８ｃｍ) ◆OH
岩波新書 見聞談叢

OH/C31/7 1109306629 伊藤梅宇／著 亀井伸明／校訂
岩波書店 １９４０．７
(３０８ｐ １５ｃｍ)

◆OH 岩波文庫
現代をどうとらえるか -イデオロギーを超えて- OH/A03/1 1109292571
市村真一／著
講談社 １９７０．２
(２３８ｐ １８ｃｍ) ◆OH
講談社現代新書 憲法を生かすもの

OH/D30/1 1109308914 憲法問題研究会／編
岩波書店 １９６１．３
(３３１ｐ １８ｃｍ)

◆OH 岩波新書
現代日本の思想 -その五つの渦- OH/C32/2 1109306686
久野収・鶴見俊輔／著
岩波書店 １９５６．１１
(２２９，４ｐ １８ｃｍ) ◆OH
岩波新書 憲法義解
日本思想－歴史－明治以後 伊藤博文／著 宮沢俊義／校註

OH/C12/1 1109305621 岩波書店 １９４０．４
(２０１ｐ １５ｃｍ)
岩波文庫

◆OH OH/A32/1 1109296945
現代の経済政策
渡部経彦／著
岩波書店 １９６９ ◆OH
(２０２ｐ １８ｃｍ) 元禄快挙録 上篇
岩波新書 福本日南／著
経済政策 岩波書店 １９３９．１２

OH/C33/7 1109306736 (２４９ｐ １６ｃｍ)
岩波文庫

OH/A21/6 1109297711
◆OH

現代の作家
中野好夫／編 ◆OH
岩波書店 １９５５．９ 元禄快挙録 中篇
(３１０ｐ １８ｃｍ) 福本日南／著
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岩波書店 １９４０．５ 岩波書店 １９５６．５
(２４５ｐ １６ｃｍ) (４，２１９ｐ １８ｃｍ)
岩波文庫 岩波新書

OH/A21/7 1109297729 日本国有鉄道
OH/C68/1 1109308716

◆OH
元禄快挙録 下篇 ◆OH
福本日南／著 国富論 １
岩波書店 １９４０．１１ アダム・スミス／著 大内兵衛／訳
(２７５ｐ １６ｃｍ) 岩波書店 １９４０．９
岩波書店 (４８１ｐ １６ｃｍ)

OH/A21/8 1109297737 岩波文庫
経済学－古典学派

OH/A33/1 1109296952
◆OH

孔子
貝塚茂樹／著 ◆OH
岩波書店 １９５１．５ 国富論 ２
(３，２０４ｐ　図版１枚 １８ｃｍ) アダム・スミス／著 大内兵衛／訳
岩波新書 岩波書店 １９４１．５

OH/C12/3 1109305654 (２６０ｐ １６ｃｍ)
岩波文庫
経済学－古典学派

◆OH OH/A33/2 1109296960
好色五人女
井原西鶴／著 和田万吉／校訂
岩波書店 １９２７．１０ ◆OH
(９５ｐ １６ｃｍ) 国富論 ３
岩波文庫 アダム・スミス／著 大内兵衛／訳

OH/A91/1 1109297216 岩波書店 １９４２．７
(４８４ｐ １５ｃｍ)
岩波文庫

◆OH 経済学－古典学派
講孟餘話 OH/A33/3 1109296978
吉田松陰／著 広瀬豊／校訂
岩波書店 １９４３．７
(３７９ｐ １５ｃｍ) ◆OH
岩波文庫 国富論 ４

OH/A12/3 1109292654 アダム・スミス／著 大内兵衛／訳
岩波書店 １９４３．２
(４６５ｐ １５ｃｍ)

◆OH 岩波文庫
高野聖 経済学－古典学派
泉鏡花／著 OH/A33/4 1109296986
角川書店 １９５４．１２
(１１８ｐ １５ｃｍ)
角川文庫 ◆OH
内容：高野聖，妖術 国富論 ５

OH/D91/6 1109309029 アダム・スミス／著 大内兵衛／訳
岩波書店 １９４４．１１
(１４６，１８４ｐ １５ｃｍ)

◆OH 岩波文庫
声の狩人 経済学－古典学派
開高健／著 OH/A33/5 1109296994
岩波書店 １９６２．１１
(２３２ｐ　図版１枚 １８ｃｍ)
岩波新書 ◆OH

OH/C91/2 1109308740 古事記伝 １
本居宜長／撰 倉野憲司／校訂
岩波書店 １９４０．８

◆OH (３２７ｐ １５ｃｍ)
国際連合 岩波文庫
明石康／著 OH/A21/9 1109297745
岩波書店 １９６５．３
(２３８ｐ １８ｃｍ)
岩波新書 ◆OH

OH/C31/6 1109306603 古事記の世界
西郷信綱／著
岩波書店 １９６７．９

◆OH (３，２１６ｐ １８ｃｍ)
国鉄 岩波新書
大島藤太郎／著 OH/C21/7 1109306272
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◆OH
子規句集

◆OH 正岡子規／著 高浜虚子／選
古典の読みかた 岩波書店 １９４１．６
岩波書店／編 (２７２ｐ １６ｃｍ)
岩波書店 １９５３．４ 岩波文庫
(１２６ｐ １５ｃｍ) OH/A91/23 1109297414

OH/A01/1 1109292555

◆OH
◆OH 史記平準書・漢書食貨志

今日の戦争 -その計画・遂行・経費- 加藤繁／訳註
ポソニー／著 大内愛七／訳 岩波書店 １９４２．９
岩波書店 １９４０．７ (２２１ｐ １５ｃｍ)
(２０８ｐ １８ｃｍ) 岩波文庫
岩波新書 内容：史記平準書（史記貨殖列伝）、漢書食貨志

OH/B39/1 1109305548 OH/A12/11 1109294130

◆OH ◆OH
西郷隆盛 子思子
圭室諦成／著 藤原正／訳註
岩波書店 １９６０．４ 岩波書店 １９３５．４
(１９４，４ｐ １８ｃｍ) (２１５ｐ １５ｃｍ)
岩波新書 岩波文庫

OH/C28/7 1109306470 内容：中庸他６篇
OH/A12/6 1109292688

◆OH
懴悔 ◆OH
トルストイ／著 原久一郎／訳 史的に見たる科学的宇宙観の変遷
岩波書店 １９４６．５ スワンテ・アーレニウス／著 寺田寅彦／訳
(１４１ｐ １５ｃｍ) 岩波書店 １９４４．８
岩波文庫 (３３０，８ｐ １５ｃｍ)

OH/A98/1 1109305399 岩波文庫
OH/A44/1 1109297117

◆OH
三十年戦史 第１部 ◆OH
シルレル／著 渡辺格司／訳 支那・支那人
岩波書店 １９４３．１２ 鳥山喜一／著
(２９７ｐ １５ｃｍ) 岩波書店 １９４２．４
岩波文庫 (１７３ｐ １８ｃｍ)

OH/A23/3 1109296713 岩波新書
OH/B38/1 1109305530

◆OH
三十年戦史 第２部 ◆OH
シルレル／著 渡辺格司／訳 支那通史 下冊
岩波書店 １９４４．５ 那珂通世／著 和田清／訳
(３２６ｐ １５ｃｍ) 岩波書店 １９４１．１２
岩波文庫 (２８０ｐ １５ｃｍ)

OH/A23/4 1109296721 岩波文庫
OH/A22/2 1109296689

◆OH
三論玄義 ◆OH
嘉祥大師／著 金倉圓照／訳 支那通史 中冊
岩波書店 １９４１．３ 那珂通世／著 和田清／訳
(２１６ｐ １５ｃｍ) 岩波書店 １９３９．９
岩波文庫 (２６４ｐ １５ｃｍ)

OH/A12/10 1109294122 岩波文庫
OH/A22/1 1109296671

◆OH
ジェーン・エア 下巻 ◆OH
シャーロット・ブロンテ／著 大久保康雄／訳 支那の經濟機構
新潮社 １９５４．１ 何幹之／著 中西功／訳 小泉謙／訳
(４１４ｐ １６ｃｍ) １９４０．９
新潮文庫 (１８６ｐ １８ｃｍ)

OH/A93/9 1109297596 岩波新書
OH/B33/2 1109305514
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岩波文庫
◆OH 第１巻第３分冊

支那のユーモア OH/A33/8 1109297026
林語堂／著 吉村正一郎／訳
岩波書店 １９４０．１
(１９８ｐ １８ｃｍ) ◆OH
岩波新書 社会科学入門 -新しい国民の見方考え方-

OH/B92/1 1109305605 高島善哉／著
岩波書店 １９５４．６
(５，２２０ｐ １８ｃｍ)

◆OH 岩波新書
死の商人 OH/C30/1 1109306512
岡倉古志郎／著
岩波書店 １９５１．２
(３，１６８ｐ １８ｃｍ) ◆OH
岩波新書 社会科学の方法 -ウエーバーとマルクス-
財閥 軍事工業 大塚久雄／著

OH/C21/10 1109306306 岩波書店 １９６６．９
(２２２ｐ １８ｃｍ)
岩波新書

◆OH OH/C30/2 1109306520
忍ぶの惣太・縮屋新助
黙阿弥／作 河竹繁俊／校訂
岩波書店 １９２８．７ ◆OH
(２０９ｐ １６ｃｍ) 社会主義入門 （下）
岩波文庫 レオ・ヒューバーマン／著 小椋広勝／訳

OH/A91/14 1109297349 岩波書店 １９５４．３
(２，２０１，１５ｐ １８ｃｍ)
岩波新書

◆OH 社会主義
芝居入門 OH/C36/7 1109306827
小山内薫／著 北村喜八／補稿者
岩波書店 １９３９．１０
(２６２ｐ １８ｃｍ) ◆OH
岩波新書 社会主義入門 （上）

OH/B77/1 1109305571 レオ・ヒューバーマン／著 小椋広勝／訳
改版
岩波書店 １９６３．１２

◆OH (４，２３０，１２ｐ １８ｃｍ)
資本主義経済の歩み -封建制から現代まで- 下 岩波新書
レオ・ヒューバーマン／著 小林良正，雪山慶正／訳 雪山慶正 社会主義
岩波書店 １９５３．４ OH/C36/5-2 1109306819
(２，２４５，１５ｐ １８ｃｍ)
岩波新書
資本主義 経済－歴史 ◆OH

OH/C33/2 1109306660 社会主義入門 （下）
レオ・ヒューバーマン／著 小椋広勝／訳
改版

◆OH 岩波書店 １９６４．７
資本論 １ (２，１９９，１６ｐ １８ｃｍ)
カール・マルクス／〔著〕 エンゲルス／編 向坂逸郎／訳 岩波新書
岩波書店 １９４７．９ 社会主義
(２８４ｐ １５ｃｍ) OH/C36/7-2 1109306835
岩波文庫
第１巻第１分冊

OH/A33/6 1109297000 ◆OH
社会主義入門 （上）
レオ・ヒューバーマン／著 小椋広勝／訳

◆OH 岩波書店 １９５３．１２
資本論 ２ (４，２３２，１２ｐ １８ｃｍ)
カール・マルクス／〔著〕 エンゲルス／編 向坂逸郎／訳 岩波新書
岩波書店 １９４８．１１ 社会主義
(３０８ｐ １５ｃｍ) OH/C36/5 1109306801
岩波文庫
第１巻第２分冊

OH/A33/7 1109297018 ◆OH
社会保障
坂寄俊雄／著

◆OH 岩波書店 １９５８．４
資本論 ３ (９，２２１ｐ １８ｃｍ)
カール・マルクス／〔著〕 エンゲルス／編 向坂逸郎／訳 岩波新書
岩波書店 １９５０．１ 社会保障
(４３１ｐ １５ｃｍ) OH/C36/2 1109306777
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遠山茂樹，今井清一，藤原彰／著
岩波書店 １９５５．１１

◆OH (８，２３８，６ｐ １８ｃｍ)
シャーロック・ホームズの回想 -ホームズの失踪　他４篇- 岩波新書
コナン・ドイル／作 菊池武一／訳 日本－歴史－昭和時代
岩波書店 １９５２．１１ OH/C21/4 1109306249
(２４８ｐ １５ｃｍ)
岩波文庫
内容：銀星号事件．　身体の曲った男．　マスグレイヴ家の儀 ◆OH
式．　海軍秘密条約紛失事件．　ホームズの失踪 死よ驕るなかれ

OH/A93/10 1109297604 ジョン・ガンサー／著 中野好夫・矢川徳光／訳
岩波書店 １９５４．２
(２９９ｐ １８ｃｍ)

◆OH 岩波新書
十三夜・われから -他三篇- OH/C93/1 1109308831
樋口一葉／著
岩波書店 １９３８．９
(１２３ｐ １５ｃｍ) ◆OH
岩波文庫 続日本紀宣命

OH/A91/2 1109297224 倉野憲司／編
岩波書店 １９３６．１１
(１４１ｐ １５ｃｍ)

◆OH 岩波文庫
自由と規律 -イギリスの学校生活- OH/A21/13 1109296648
池田潔／著
岩波書店 １９４９．１１
(１６６ｐ １８ｃｍ) ◆OH
岩波新書 ジョゼフ・フーシェ -或る政治的人間の肖像-
学校生活 シュテファン・ツワイク／著 高橋禎二，秋山英夫／訳

OH/C37/1 1109306892 岩波書店 １９５１．５
(７，３４４ｐ １８ｃｍ)
岩波新書

◆OH OH/C28/6 1109306462
儒教の精神
武内義雄／著
岩波書店 １９３９．１１ ◆OH
(２１４ｐ １８ｃｍ) 女帝 -古代日本の光と影-
岩波新書 上田正昭／著
儒学 講談社 １９７１．６

OH/B12/1 1109305449 (２１６ｐ １８ｃｍ)
講談社現代新書
天皇制

◆OH OH/D21/1 1109308872
種の起源 上巻
チャールズ・ダーウィン／著 小泉丹／訳
改訂版 ◆OH
岩波書店 １９３９．５ 人生論
(３３８ｐ １５ｃｍ) トルストイ／著 中村白葉／訳
岩波文庫 第１０刷改版

OH/A46/1 1109297125 岩波書店 １９３７．１０
(２５３ｐ １５ｃｍ)
岩波文庫

◆OH OH/A15/3 1109294205
趣味の価値
脇村義太郎／著
岩波書店 １９６７．５ ◆OH
(２０５，６ｐ １８ｃｍ) 新唐詩選
岩波新書 吉川幸次郎，三好達治／共著
貿易品 商品学 岩波書店 １９５２．８

OH/C33/8 1109306744 (２３３ｐ １８ｃｍ)
岩波新書

OH/C92/3 1109308807
◆OH

純粋現象学及現象学的哲学考案 下
フッセル／著 池上鎌三／訳 ◆OH
岩波書店 １９４１．１０ 親鸞聖人和讃集
(３５１ｐ １５ｃｍ) 名畑応順／校注
岩波文庫 岩波書店 １９３６．９

OH/A10/1 1109292613 (２９２ｐ １６ｃｍ)
岩波文庫

OH/A18/5 1109294437
◆OH

昭和史
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◆OH ◆OH
杉浦重剛座談録 西洋哲学史 上巻
猪狩史山，中野刀水／共著 シュヴェーグラー／著 谷川徹三，松村一人／訳
岩波書店 １９４１．８ 岩波書店 １９３９．９
(１９８ｐ １５ｃｍ) (３１３ｐ １５ｃｍ)
岩波文庫 岩波文庫

OH/A28/1 1109296739 OH/A13/2 1109294163

◆OH ◆OH
駿台雑話 西洋哲学史 下巻
室鳩巣／著 森銃三／校訂 シュヴェーグラー／著 谷川徹三，松村一人／訳
岩波書店 １９３６．１２ 岩波書店 １９３９．１１
(２９９ｐ １６ｃｍ) (３５１，８ｐ １５ｃｍ)
岩波文庫 岩波文庫

OH/A91/12 1109297323 OH/A13/3 1109294171

◆OH ◆OH
性格 世界経済図説
宮城音弥／著 有沢広巳，脇村義太郎／共著
岩波書店 １９６０．８ 第２版
(７，２１９，２６ｐ １８ｃｍ) 岩波書店 １９５６．６
岩波新書 (１４，１９５，５ｐ １８ｃｍ)
性格 岩波新書

OH/C14/2 1109305704 OH/C33/3 1109306694

◆OH ◆OH
聖教要録・配所残筆 世界史における日本
山鹿素行／著 村岡典嗣／校訂 Ｇ．Ｂ．サンソム／著 大窪愿二／著
岩波書店 １９４０．６ 岩波書店 １９５１．１１
(１０６ｐ １５ｃｍ) (１５８ｐ １８ｃｍ)
岩波文庫 岩波新書

OH/A21/15 1109296663 OH/C21/6 1109306264

◆OH ◆OH
省諐録 世界諸民族経済戦夜話
佐久間象山／著 飯島忠夫／訳注 白柳秀湖／著
岩波書店 １９４４．４ 岩波書店 １９３８．１
(１３２ｐ １５ｃｍ) (２１０ｐ １８ｃｍ)
岩波文庫 岩波新書

OH/A15/6 1109294239 OH/B33/1 1109305506

◆OH ◆OH
聖書入門 世界の歩み 下巻
小塩力／著 林健太郎／著
岩波書店 １９５５．１２ 岩波書店 １９５３．４
(９，２０５，９ｐ，地図 １８ｃｍ) (１９８，１４ｐ １８ｃｍ)
岩波新書 岩波新書

OH/C19/1 1109306173 世界史
OH/C20/2 1109306199

◆OH
制度通 下巻 ◆OH
伊藤東涯／著 吉川幸次郎／校訂 世界の歩み 上巻
岩波書店 １９４８．７ 林健太郎／著
(２９２ｐ １５ｃｍ) 岩波書店 １９５２．７
岩波文庫 (１６２ｐ １８ｃｍ)

OH/A31/8 1109296937 岩波新書
OH/C20/1 1109306181

◆OH
制度通 上巻 ◆OH
伊藤東涯／著 吉川幸次郎／校訂 世界の十大小説 上
岩波書店 １９４４．１１ Ｗ．Ｓ．モーム／著 西川正身／訳
(３２９ｐ １５ｃｍ) 岩波書店 １９５８．１１
岩波文庫 (４．３１４ｐ １８ｃｍ)

OH/A31/7 1109296929 岩波新書
小説

OH/C90/1 1109308724
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岩波文庫
OH/A12/12 1109294148

◆OH
狭き門
アンドレ・ジイド／著 山内義雄／訳 ◆OH
新潮社 １９５４．７ 禅と日本文化
(２２６ｐ １６ｃｍ) 鈴木大拙／著 北川桃雄
新潮文庫 岩波書店 １９４０．９

OH/D95/1 1109309078 (１９６ｐ １８ｃｍ)
岩波新書

OH/B18/1 1109305464
◆OH

禅海一瀾
今北洪川／著 太田悌蔵／訳註 ◆OH
岩波書店 １９３５．６ ソヴエトの政治
(１１８ｐ １６ｃｍ) 前芝確三／著
岩波文庫 岩波書店 １９５５．１
禅宗－法話 (１０，２３６ｐ １８ｃｍ)

OH/A18/1 1109294395 岩波新書
ロシア－政治

OH/C31/2 1109306579
◆OH

鐵眼禪師假字法語 -附遺文-
赤松晋明／校注 ◆OH
岩波書店 １９４１．７ 宋名臣言行録 上
(１８８ｐ １５ｃｍ) ［朱熹］／編 和田清／校閲 河原正博／訳注
岩波文庫 岩波書店 １９４４．１１

OH/A18/3 1109294411 (３１８ｐ １５ｃｍ)
岩波文庫

OH/A15/2 1109294197
◆OH

禅源諸詮集都序 -附 禅門師資承襲図-
圭峯宗密／撰述 宇井伯寿／訳注 ◆OH
岩波書店 １９３９．１ 隊を組んで歩く妖精達 -其他　アイルランド童話集-
(３０７ｐ １６ｃｍ) イエイツ／編 山宮允／訳
岩波文庫 岩波書店 １９３４．３

OH/A18/6 1109294445 (２３２ｐ １６ｃｍ)
岩波文庫
民話－アイルランド

◆OH OH/A93/2 1109297521
戦国無頼
井上靖／著
角川書店 １９５８．８ ◆OH
(４２８ｐ １５ｃｍ) 太極図説・通書
角川文庫 周敦頤／［著］ 張載／［著］ 西晋一郎・小糸夏次郎／訳 小

OH/D91/7 1109309037 糸夏次郎
岩波書店 １９３８．４
(３１５ｐ １６ｃｍ)

◆OH 岩波文庫
戦後日本のインフレーション 内容:太極図説 通書(周濂渓) 西銘 正蒙(張横渠)
都留重人／著 OH/A15/5 1109294221
岩波書店 １９４９．４
(１５５ｐ １８ｃｍ)
岩波新書 ◆OH
インフレーション 太閤記 上

OH/C33/1 1109306678 小瀬甫庵／著 桑田忠親／校訂
岩波書店 １９４３．６
(３９４ｐ １５ｃｍ)

◆OH 岩波文庫
戦後日本の労働運動 OH/A91/28 1109297463
大河内一男／著
岩波書店 １９５５．９
(２２６ｐ １８ｃｍ) ◆OH
岩波新書 太閤と百姓
労働運動－日本 松好貞夫／著

OH/C36/11 1109306876 岩波書店 １９５７．３
(９，２１０ｐ １８ｃｍ)
岩波新書

◆OH 日本－歴史－安土桃山時代
洗心洞箚記 OH/C21/12 1109306322
大塩中斎／〔著〕 山田準／訳註
岩波書店 １９４０．５
(４７０ｐ １６ｃｍ)
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◆OH
大衆詩人　白楽天
片山哲／著 ◆OH
岩波書店 １９５６．１２ 中国 -民族と土地と歴史-
(２１３ｐ １８ｃｍ) オーエン・エリノア・ラティモア／著 小川修／訳
岩波新書 岩波書店 １９５０．９

OH/C92/2 1109308799 (７，３，４，２５２ｐ １８ｃｍ)
岩波新書
中国

◆OH OH/C22/2-2 1109306355
大乗起信論
馬鳴／著 宇井伯寿／訳註
岩波書店 １９３６．６ ◆OH
(１４８ｐ １５ｃｍ) 中国 -民族と土地と歴史-
岩波文庫 オーエン・エリノア・ラティモア／著 小川修／訳

OH/A18/2 1109294403 岩波書店 １９６５．１０
(１４，２２０ｐ １８ｃｍ)
岩波新書

◆OH 中国
第二次世界大戦前夜 -ヨーロッパ１９３９年- OH/C22/2 1109306348
笹本駿二／著
岩波書店 １９６９．８
(２０９ｐ １８ｃｍ) ◆OH
岩波新書 中国現代史
世界戦争（１９３９～１９４５） ヨーロッパ－歴史 岩村三千夫，野原四郎／共著

OH/C23/3 1109306397 岩波書店 １９５４．１１
(９，２４３ｐ １８ｃｍ)
岩波新書

◆OH 中国－歴史－現代
代表的日本人 OH/C22/1 1109306330
内村鑑三／著 鈴木俊郎／訳
岩波書店 １９４１．９
(１９０ｐ １５ｃｍ) ◆OH
岩波文庫 中国文学講話

OH/A28/3 1109296754 倉石武四郎／著
岩波書店 １９６８
(２２４ｐ １８ｃｍ)

◆OH 岩波新書
沢庵和尚書簡集 中国文学－歴史
辻善之助／編註 OH/C92/1 1109308781
岩波書店 １９４２．８
(３６６ｐ １５ｃｍ)
岩波文庫 ◆OH

OH/A18/9 1109294478 中世歌論集
久松潜一／編
岩波書店 １９４０．１０

◆OH (４５０ｐ １６ｃｍ)
地球と人 岩波書店
和達清夫／著 OH/A91/25 1109297430
岩波書店 １９４１．５
(１９４ｐ １８ｃｍ)
岩波新書 ◆OH

OH/B44/1 1109305563 兆民選集
中江兆民／著 嘉治隆一／編校訂
岩波書店 １９３６．４

◆OH (３１８ｐ １５ｃｍ)
千鳥 -他四篇- 岩波文庫
鈴木三重吉／著 OH/A12/5 1109292670
岩波書店 １９４５．１１
(１７０ｐ １５ｃｍ)
岩波文庫 ◆OH
内容：千鳥，山彦，おみつさん，鳥物語，黒髪 賃銀・価格および利潤

OH/A91/4 1109297240 カール・マルクス／著 長谷部文雄／訳
岩波書店 １９３５．５
(１１３ｐ １５ｃｍ)

◆OH 岩波文庫
中近東 経済学－社会主義学派
甲斐静馬／著 OH/A33/9 1109297034
岩波書店 １９５７．９
(７，２０３ｐ　図版１枚 １８ｃｍ)
岩波新書 ◆OH
中近東 ツールの司祭・赤い宿屋

OH/C22/3 1109306363 バルザック／著 水野亮／訳
岩波書店 １９４５．１１
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(３０２ｐ １５ｃｍ) 岩波書店 １９４１．１
岩波文庫 (４０８ｐ １６ｃｍ)

OH/A95/6 1109305357 岩波文庫
OH/A15/4 1109294213

◆OH
帝国主義 ◆OH
レーニン／著 長谷部文雄／訳 東洋民権百家伝
岩波書店 １９２９．４ 小室信介／編 林基／校訂
(２０４ｐ １６ｃｍ) 岩波書店 １９５７．７
岩波文庫 (４０２ｐ １５ｃｍ)

OH/A31/6 1109296911 岩波文庫
OH/A28/5 1109296770

◆OH
伝光録 -瑩山禅師- ◆OH
横関了胤／校訂 棘まで美し
岩波書店 １９４４．９ 武者小路実篤／著
(２４０ｐ １５ｃｍ) 新潮社 １９５７．９
岩波文庫 (１８８ｐ １６ｃｍ)

OH/A18/7 1109294452 新潮文庫
OH/D91/3 1109308997

◆OH
電子計算機 -コンピュータ時代と人間- ◆OH
坂井利之／著 土地に刻まれた歴史
岩波書店 １９６８．７ 古島敏雄／著
(２２７，６ｐ １８ｃｍ) 岩波書店 １９６７．１０
岩波新書（青版） (２２２ｐ １８ｃｍ)

OH/C55/1 1109306967 岩波新書
土地制度－歴史

OH/C61/2 1109306983
◆OH

天武天皇
川崎庸之／著 ◆OH
岩波書店 １９５２．５ 都鄙問答
(１９４ｐ １８ｃｍ) 石田梅岩／著 足立栗園／校訂
岩波新書 岩波書店 １９３５．２
日本－歴史－古代 (１３９ｐ １５ｃｍ)

OH/C28/4 1109306447 岩波文庫
OH/A15/7 1109294338

◆OH
陶淵明集 ◆OH
漆山又四郎／訳注 どん底
岩波書店 １９４２．３ ゴーリキィ／著 中村白葉／訳
(２０５ｐ １５ｃｍ) 岩波書店 １９４５．１１
岩波文庫 (１５１ｐ １５ｃｍ)

OH/A92/3 1109297497 岩波文庫
OH/A98/2 1109305407

◆OH
東京 -その経済と社会- ◆OH
柴田徳衛／著 中村憲吉歌集
岩波書店 １９５９．２ 中村憲吉／著 斎藤茂吉，土屋文明／選
(４，２３４ｐ　図版１枚 １８ｃｍ) 岩波書店 １９４１．２
岩波新書 (２２６ｐ １６ｃｍ)
東京 岩波文庫

OH/C36/3 1109306785 OH/A91/9 1109297299

◆OH ◆OH
道元禅師清規 なぜ社会主義をえらぶか
［道元／著］ 大久保道舟／譯註 ジョン・ストレイチイ／著 宮地健次郎／訳
岩波書店 １９４１．１ 岩波書店 １９５３．９
(３０７ｐ １５ｃｍ) (１０，１９８ｐ １８ｃｍ)
岩波文庫 岩波新書

OH/A18/10 1109294486 社会主義
OH/C36/4 1109306793

◆OH
道徳と宗教の二源泉 ◆OH
ベルグソン／著 平山高次／訳 ナバブ -パリ風俗- 上
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◆OH
アルフォンス・ドーデ／著 河合／訳 日本外史 ４
岩波書店 １９５２．２ 頼山陽／著 頼成一／訳
(３１７ｐ １５ｃｍ) 岩波書店 １９３９．６
岩波文庫 (２１６ｐ １５ｃｍ)

OH/A95/9 1109305381 岩波文庫
OH/A21/4 1109294593

◆OH
波 ◆OH
山本有三／著 日本外史 ５
岩波書店 １９４５．１０ 頼山陽／著 頼成一／訳
(３９９ｐ １５ｃｍ) 岩波書店 １９４０．４
岩波文庫 (２０２ｐ １５ｃｍ)

OH/A91/20 1109297406 岩波文庫
OH/A21/5 1109294601

◆OH
奈良 -古代史への旅- ◆OH
直木孝次郎／著 日本古代の国家形成 -征服王朝と天皇家-
岩波書店 １９７１ 水野祐／著
(２，２３８ｐ １８ｃｍ) 講談社 １９６７．１０
岩波新書 (２７４ｐ １８ｃｍ)
日本－歴史－古代 奈良県－歴史 講談社現代新書

OH/C21/9 1109306298 日本－歴史－古代
OH/D21/4 1109308906

◆OH
にごりえ・十三夜 ◆OH
樋口一葉／著 岡田八千代／校註 日本国家の成立 -古代史上の天皇-
角川書店 １９５３．１０ 水野祐／著
(９２ｐ １５ｃｍ) 講談社 １９６８．１０
角川文庫 (２５１ｐ １８ｃｍ)

OH/A91/10 1109297307 講談社現代新書
天皇 日本－歴史－古代

OH/D21/3 1109308898
◆OH

二宮翁夜話
福住正兄／筆記 佐々井信太郎／訳 ◆OH
第１３刷改版 日本社会運動史
岩波書店 １９４１．１２ 赤松克麿／著
(２２９Ｐ １５ｃｍ) 岩波書店 １９５２．１
岩波文庫 (１０，３３０ｐ　図版１枚 １８ｃｍ)

OH/A15/1 1109294189 岩波新書
社会運動－歴史

OH/C36/10 1109306868
◆OH

日本外史 １
頼山陽／著 頼成一／訳 ◆OH
岩波書店 １９３８．１１ 日本人の心理
(２３３ｐ １５ｃｍ) 南博／著
岩波文庫 岩波書店 １９５３．１１

OH/A21/1 1109294569 (２１２ｐ １８ｃｍ)
岩波新書

OH/C14/3 1109306116
◆OH

日本外史 ２
頼山陽／著 頼成一／訳 ◆OH
岩波書店 １９３０．３ 日本水土考・水土解弁・増補華夷通商考
(２４１ｐ １５ｃｍ) 西川如見／著 飯島忠夫・西川忠幸／校訂
岩波文庫 岩波書店 １９４４．８

OH/A21/2 1109294577 (１９６ｐ １５ｃｍ)
岩波文庫

OH/A67/1 1109297141
◆OH

日本外史 ３
頼山陽／著 頼成一／訳 ◆OH
岩波書店 １９３９．５ 日本の近代小説
(２４２ｐ １５ｃｍ) 中村光夫／著
岩波文庫 岩波書店 １９５４．１１

OH/A21/3 1109294585 (６，２５５，６ｐ １８ｃｍ)
岩波新書
小説（日本）

OH/C91/3 1109308757
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井上清／著
岩波書店 １９６５．１０

◆OH (３，２２４ｐ １８ｃｍ)
日本の自然 岩波新書
中野尊正，小林国夫／著 小林国夫／著 OH/C21/2 1109306223
岩波書店 １９５９．５
(６，２０３，６ｐ １８ｃｍ)
岩波新書 ◆OH
付：図版　折込地図 日本風景論
日本－地理 自然地理 志賀重昂／著

OH/C45/1 1109306942 岩波書店 １９３７．１
(３０８ｐ １５ｃｍ)
岩波文庫

◆OH OH/A29/2 1109296853
日本の新興宗教 -大衆思想運動の歴史と論理-
高木宏夫／著
岩波書店 １９５９．１１ ◆OH
(８，２０９ｐ １８ｃｍ) 日本文化の問題
岩波新書 西田幾多郎／著
日本－宗教 岩波書店 １９４０．３

OH/C16/1 1109306140 (１５１ｐ １８ｃｍ)
岩波新書
日本思想

◆OH OH/B12/2 1109305456
日本の政治風土
篠原一／著
岩波書店 １９６８ ◆OH
(２０７ｐ １８ｃｍ) 日本民謡集
岩波新書 町田嘉章，浅野建二／共編
日本－政治 岩波書店 １９６０．９

OH/C31/8 1109306637 (４４５ｐ １５ｃｍ)
岩波文庫

OH/A76/2 1109297182
◆OH

日本の精神的風土
飯塚浩二／著 ◆OH
岩波書店 １９５２．２ 人間椅子
(２１８ｐ １８ｃｍ) 江戸川乱歩／著
岩波新書 春陽堂文庫出版 １９５９．４

OH/C12/2 1109305639 (１７４ｐ １６ｃｍ)
春陽文庫
内容：　人間椅子

◆OH OH/A91/7 1109297273
日本の農業と農民
河合悦三／著
岩波書店 １９５６．３ ◆OH
(９，２２２ｐ １８ｃｍ) 人間詩話 続
岩波新書 吉川幸次郎／著
日本－農業 農民 岩波書店 １９６１．５

OH/C61/3 1109306991 (４，１９８ｐ １８ｃｍ)
岩波新書
漢詩－詩論

◆OH OH/C92/4 1109308815
日本の歴史 下
井上清／著
岩波書店 １９６６．９ ◆OH
(２４８，８ｐ １８ｃｍ) 人間であること
岩波新書 時実利彦／著

OH/C21/3 1109306231 岩波書店 １９７０．３
(２１６ｐ １８ｃｍ)
岩波新書

◆OH 生理学 脳髄
日本の歴史 上 OH/C11/1 1109305613
井上清／著
岩波書店 １９６３．１０
(１０，３００ｐ １８ｃｍ) ◆OH
岩波新書 人間の歴史 古代篇
日本－歴史 イリン／著 村川隆／訳

OH/C21/1 1109306215 角川書店 １９５３．９
(２６８ｐ １５ｃｍ)
角川文庫

◆OH OH/D20/1 1109308864
日本の歴史 中
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◆OH
農業問題 上 ◆OH
カール・カウツキー／著 向坂逸郎／訳 ヒロシマ・ノート
岩波書店 １９４６．１０ 大江健三郎／著
(３９５ｐ １５ｃｍ) 岩波書店 １９６５．６
岩波文庫 (１８６ｐ １８ｃｍ)

OH/A61/1 1109297133 岩波新書
OH/C91/1 1109308732

◆OH
農村は変わる ◆OH
並木正吉／著 ファウスト 第１部
岩波書店 １９６０．７ ゲーテ／〔著〕 森林太郎／訳
(１９５ｐ １８ｃｍ) 岩波書店 １９２８．７
岩波新書 (２７３ｐ １６ｃｍ)
農村 岩波文庫

OH/C61/4 1109307007 OH/A94/3 1109297638

◆OH ◆OH
幕末の政争 ファウスト 第２部
河北展生／著 ゲーテ／〔著〕 森林太郎／訳
講談社 １９６８．５ 岩波書店 １９２８．９
(２３２ｐ １８ｃｍ) (７３０ｐ １６ｃｍ)
講談社現代新書 岩波文庫
日本－歴史－幕末期 OH/A94/4 1109297646

OH/D21/2 1109308880

◆OH
◆OH 風土と歴史

芭蕉七部集 飯沼二郎／著
松尾芭蕉／著 伊藤松宇／校訂 岩波書店 １９７０
岩波書店 １９２７．８ (２１４ｐ　図版 １８ｃｍ)
(３２２ｐ １６ｃｍ) 岩波新書
岩波文庫 アジア－農業－歴史 農業地理

OH/A91/16 1109297364 OH/C20/3 1109306207

◆OH ◆OH
パール・バック 舞曲扇林・戯財録 -附：芝居秘伝集-
鶴見和子／著 河原崎権之助／著 守随憲治／校訂
岩波書店 １９５３．６ 岩波書店 １９４３．６
(１９７，６ｐ図版１枚 １８ｃｍ) (１５７ｐ １５ｃｍ)
岩波新書 岩波文庫

OH/C93/2 1109308849 OH/A77/1 1109297190

◆OH ◆OH
パルムの僧院 上巻 福音書 -新約聖書-
スタンダール／作 生島遼一／訳 塚本虎二／訳
岩波書店 １９５２．５ 岩波書店 １９６３．９
(３３６ｐ １５ｃｍ) (４２１ｐ １５ｃｍ)
岩波文庫 岩波文庫

OH/A95/7 1109305365 OH/A19/1 1109294494
OH/A19/2 1109294502

◆OH
盤珪禅師語録 -附・行業記- ◆OH
盤珪／著 鈴木大拙／編校 福翁自伝
岩波書店 １９４１．９ 福沢諭吉／著
(２８３ｐ １５ｃｍ) 岩波書店 １９４４．７
岩波文庫 (４２９ｐ １５ｃｍ)

OH/A18/8 1109294460 岩波文庫
OH/A28/11 1109296838

◆OH
光あるうちに光の中を歩め ◆OH
トルストイ／作 米川正夫／訳 武家の歴史
岩波書店 １９４６．１ 中村吉治／著
(１２５ｐ １５ｃｍ) 岩波書店 １９６７．６
岩波文庫 (１０，２０４ｐ １８ｃｍ)

OH/A98/3 1109305415 岩波新書
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日本－歴史 武家－歴史 岩波書店 １９５７．１１
OH/C21/5 1109306256 (３，２２７ｐ図版１枚 １８ｃｍ)

岩波新書
平家物語－研究

◆OH OH/C91/4 1109308765
藤原定家歌集
佐々木信綱／校訂
岩波書店 １９３１．５ ◆OH
(３５７ｐ １６ｃｍ) 平家物語 上巻
岩波文庫 山田孝雄／校訂

OH/A91/24 1109297422 第１２刷改版
岩波書店 １９３８
(２３９ｐ １５ｃｍ)

◆OH 岩波文庫
物価を考える OH/A91/6 1109297265
都留重人／著
岩波書店 １９６７．５
(２１１ｐ １８ｃｍ) ◆OH
岩波新書 ベルツの日記 第２部　下

OH/C33/4 1109306702 トク・ベルツ／編 菅沼竜太郎／訳
岩波書店 １９６７．８
(２０７ｐ １５ｃｍ)

◆OH 岩波文庫
復活 下巻 OH/A94/9 1109297695
トルストイ／著 中村白葉／訳
岩波書店 １９３７．９
(２２６ｐ １５ｃｍ) ◆OH
岩波文庫 ベルツの日記 第２部　上

OH/A98/4 1109305423 トク・ベルツ／著 菅沼竜太郎／訳
岩波書店 １９６８．８
(２０８ｐ １５ｃｍ)

◆OH 岩波文庫
仏教 OH/A94/8 1109297687
渡辺照宏／著
岩波書店 １９５６．１１
(７，２０２，１０ｐ １８ｃｍ) ◆OH
岩波新書 ベルツの日記 第１部　上
仏教 トク・ベルツ／編 菅沼竜太郎／訳

OH/C18/1 1109306157 岩波書店 １９６８．８
OH/C18/3 1109306165 (１５４ｐ １５ｃｍ)

岩波文庫
OH/A94/6 1109297661

◆OH
武道初心集
大道寺友山／著 古川哲史／校訂 ◆OH
岩波書店 １９４３．１１ ベルツの日記 第１部　下
(２５５ｐ １５ｃｍ) トク・ベルツ／編 菅沼竜太郎／訳
岩波文庫 岩波書店 １９６２．５

OH/A78/1 1109297208 (１６８ｐ １５ｃｍ)
岩波文庫

OH/A94/7 1109297679
◆OH OH/A94/1 1109297612

フランクリン自伝
フランクリン／著 松本慎一／訳
岩波書店 １９３７．７ ◆OH
(２７１ｐ １５ｃｍ) ペルリ提督日本遠征記
岩波文庫 土屋喬雄・玉城肇／訳 玉城肇

OH/A28/6 1109296788 岩波書店 １９４８．１０
(２５２ｐ １５ｃｍ)
岩波文庫

◆OH OH/A29/1 1109296846
フランスとフランス人
アンドレ・モ－ロワ／著 松尾邦之助／訳
岩波書店 １９５７．４ ◆OH
(１０，２０８ｐ　図版２枚 １８ｃｍ) ヘンリ・ライクロフトの私記
岩波新書 ジョージ・ロバート・ギッシング／作 中西信太郎／訳
フランス 岩波書店 １９４６．１

OH/C29/1 1109306488 (３７６ｐ １５ｃｍ)
岩波文庫

OH/A93/8 1109297588
◆OH

平家物語
石母田正／著
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◆OH
奉天三十年 上巻
クリスティー／著 矢内原忠雄／訳 ◆OH
岩波書店 １９３８．１１ マックス・ウェーバー -基督教的ヒューマニズムと現代-
(２０１ｐ １８ｃｍ) 青山秀夫／著
岩波新書 岩波書店 １９５１．３
瀋陽 (２，２，５，２４８，５，２ｐ　図版１枚 １８ｃｍ)

OH/B30/1 1109305498 岩波新書
OH/C13/1 1109305670
OH/C13/2 1109305688

◆OH
抱朴子
石島快隆／訳注 ◆OH
岩波書店 １９４２．１０ 万葉秀歌 上巻
(５５８ｐ １５ｃｍ) 斎藤茂吉／著
岩波文庫 第８刷増訂版

OH/A12/8 1109292704 岩波書店 １９４４．１１
(２６０ｐ １８ｃｍ)
岩波新書

◆OH OH/B91/1 1109305589
法律相談
川島武宜，来栖三郎，加藤一郎，福島正夫／共編
岩波書店 １９５７．１０ ◆OH
(１１，２０６ｐ　図版４枚 １８ｃｍ) 万葉秀歌 上巻
岩波新書 斎藤茂吉／著
法律 岩波書店 １９５３．７

OH/C32/1 1109306652 (２４６ｐ １８ｃｍ)
岩波新書

OH/B91/1-2 1109305597
◆OH

坊っちゃん
夏目漱石／著 ◆OH
新潮社 １９５０．１ 水の旅
(１６６ｐ １６ｃｍ) 柴田薫／著
新潮文庫 三省堂 １９５１．２

OH/D91/2 1109308989 (２５７，４ｐ １５ｃｍ)
理科文庫
水

◆OH OH/D45/1 1109308948
毎日の言葉
柳田国男／著
創元社 １９５１．９ ◆OH
(１１６ｐ １５ｃｍ) 緑の館 -熱帯林ロマンス-
創元文庫 ハドスン／作 村山勇三／訳
日本語 岩波書店 １９５１．８

OH/D38/1 1109308930 (３３０ｐ １５ｃｍ)
岩波文庫

OH/A93/5 1109297554
◆OH

マクベス
シェイクスピア／作 野上豊一郎／訳 ◆OH
岩波書店 １９３８．５ 南太平洋の環礁にて
(２４５ｐ １６ｃｍ) 畑中幸子／著
岩波文庫 岩波書店 １９６７．８

OH/A93/4 1109297547 (２２２ｐ １８ｃｍ)
岩波新書

OH/C29/3 1109306504
◆OH

魔女狩り
森島恒雄／著 ◆OH
岩波書店 １９７０．２ 源頼朝
(２０７ｐ １８ｃｍ) 永原慶二／著
岩波新書 岩波書店 １９５８．４

OH/C23/2 1109306389 (４，２１１ｐ １８ｃｍ)
岩波新書
日本－歴史－鎌倉時代

◆OH OH/C28/1 1109306413
増鏡
和田英松／校訂
岩波書店 １９４５．１１ ◆OH
(２４０ｐ １５ｃｍ) 宮沢賢治詩集
岩波文庫 宮沢賢治／著 谷川徹三／編

OH/A91/22 1109301505 岩波書店 １９５０．１２
(３６２ｐ １５ｃｍ)
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岩波文庫 (２９８ｐ １５ｃｍ)
OH/A91/17 1109297372 岩波文庫
OH/A91/27 1109297455 OH/A15/10 1109294320

◆OH ◆OH
ミル自伝 名将言行録 ４
Ｊ．Ｓ．ミル／著 西本正美／訳 岡谷繁実／著
岩波書店 １９５１．１ 岩波書店 １９４３．１２
(３５９ｐ １５ｃｍ) (２９６ｐ １５ｃｍ)
岩波文庫 岩波文庫

OH/A28/4 1109296762 OH/A15/11 1109294346

◆OH ◆OH
民約論 名将言行録 ５
ルソオ／著 平林初之輔／訳 岡谷繁実／著
岩波書店 １９４９．１１ 岩波書店 １９４４．５
(１９６ｐ １５ｃｍ) (２６１ｐ １５ｃｍ)
岩波文庫 岩波文庫

OH/A31/5 1109296887 OH/A15/12 1109294353

◆OH ◆OH
武蔵野 名将言行録 ６
国木田独歩／作 岡谷繁実／著
岩波書店 １９３９．２ 岩波書店 １９４４．５
(２５８ｐ １５ｃｍ) (２７６ｐ １５ｃｍ)
岩波文庫 岩波文庫

OH/A91/8 1109297281 OH/A15/13 1109294361

◆OH ◆OH
無常といふ事 -他五篇- 名将言行録 ７
小林秀雄／著 岡谷繁実／著
角川書店 １９５４．９ 岩波書店 １９４４．８
(８８ｐ １５ｃｍ) (２６８ｐ １５ｃｍ)
角川文庫 岩波文庫

OH/D04/1 1109308856 OH/A15/14 1109294379

◆OH ◆OH
明治の政治家たち -原敬につらなる人々- 下巻 名将言行録 ８
服部之総／著 岡谷繁実／著
岩波書店 １９５４．１２ 岩波書店 １９４４．８
(２３１ｐ　図版１枚 １８ｃｍ) (２７６ｐ １５ｃｍ)
岩波新書 岩波文庫
政治家 伝記－日本 OH/A15/15 1109294387

OH/C31/5 1109306611

◆OH
◆OH 明徳記

名将言行録 １ 冨倉徳次郎／校訂
岡谷繁実／著 岩波書店 １９４１．１２
岩波書店 １９４３．９ (１８９ｐ １５ｃｍ)
(３２９ｐ １５ｃｍ) 岩波文庫
岩波文庫 OH/A21/11 1109296622

OH/A15/8 1109294304

◆OH
◆OH メチニコフの生涯 上巻

名将言行録 ２ オリガ・メチニコワ／著 宮下義信／訳
岡谷繁実／著 岩波書店 １９３９．３
岩波書店 １９４３．１０ (１９３ｐ １８ｃｍ)
(２６８ｐ １５ｃｍ) 岩波新書
岩波文庫 OH/B28/1 1109305472

OH/A15/9 1109294312

◆OH
◆OH メチニコフの生涯 下巻

名将言行録 ３ オリガ・メチニコワ／著
岡谷繁実／著 岩波書店 １９３９．６
岩波書店 １９４３．１２ (２３６ｐ １８ｃｍ)
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岩波新書 岩波書店 １９６７．９
OH/B28/2 1109305480 (２１５ｐ １８ｃｍ)

岩波新書
OH/C36/12 1109306884

◆OH
孟子
武内義雄，小林勝人／訳注 ◆OH
岩波書店 １９３６．６ 友情
(３３１ｐ １５ｃｍ) 武者小路実篤／著
岩波文庫 河出書房 １９５６．１２

OH/A12/2 1109292647 (１２８ｐ １５ｃｍ)
河出文庫

OH/D91/4 1109309003
◆OH

毛詩抄（詩経） ２
清原宣賢／講述 倉石武四郎，小川環樹校訂 ◆OH
岩波書店 １９４２．６ 夢
(４０７ｐ １５ｃｍ) 宮城音弥／著
岩波文庫 岩波書店 １９５３．７

OH/A92/1 1109297471 (７，２１６，１８ｐ １８ｃｍ)
岩波新書

OH/C14/1 1109305696
◆OH

モーパッサン短編集 ５
モーパッサン／〔著〕 青柳瑞穂／訳 河盛好蔵／訳 ◆OH
新潮社 １９５６．３ 幼学綱要
(１８０ｐ １６ｃｍ) 宮内省／編
新潮文庫 岩波書店 １９３８．９
内容：ジュール伯父〔ほか８編〕 (３０５ｐ １５ｃｍ)

OH/A95/1 1109297703 岩波文庫
OH/D95/4 1109309102

◆OH
モーパッサン短編集 ６ ◆OH
モーパッサン／〔著〕 青柳瑞穂／訳 吉田松陰
新潮社 １９５７．９ 奈良本辰也／著
(２０６ｐ １６ｃｍ) 岩波書店 １９５１．１
新潮文庫 (２，１６８ｐ １８ｃｍ)
内容：マドモアゼル・ペルル〔ほか１５編〕 岩波新書

OH/A95/2 1109305316 OH/C28/3 1109306439

◆OH ◆OH
門 吉田松陰書簡集
夏目漱石／作 吉田松陰／〔著〕 広瀬豊／編
岩波書店 １９６５．８ 岩波書店 １９３７．４
(２３４ｐ １５ｃｍ) (２５４ｐ １５ｃｍ)
岩波文庫 岩波文庫

OH/A91/5 1109297257 OH/A28/7 1109296796

◆OH ◆OH
訳注　杜詩 巻之１ 夜の光
杜甫／［著］ 漆山又四郎／訳注 志賀直哉／著
岩波書店 １９２９．３ 日本近代文学館 １９８９．４
(２１３ｐ １６ｃｍ) (４３１ｐ ２０ｃｍ)
岩波文庫 名著複刻全集近代文学館
内容：五言古詩　上 内容：老人，襖，母の死と新しい母，憶ひ出した事，クローデ

OH/A92/2 1109297489 ィアスの日記，正義派，出来事，清兵衛と瓢箪，范の犯罪，城
の崎にて，佐々木の場合，好人物の夫婦，赤西蠣太，和解

OH/E01/3 1109326031
◆OH

山県有朋 -明治日本の象徴-
岡義武／著 ◆OH
岩波書店 １９５８．５ ヨーロッパの苦悩
(５，２０２ｐ　図版１枚 １８ｃｍ) マイケル・ハワード／著
岩波新書 岩波書店 １９５９．７

OH/C28/2 1109306421 (１９５ １８ｃｍ)
岩波新書
軍備

◆OH OH/C31/4 1109306595
唯物史観と現代
梅本克己／著
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◆OH (２００ｐ １８ｃｍ)
余は如何にして基督信徒となりし乎 岩波新書
内村鑑三／著 鈴木俊郎／訳 イギリス－歴史
岩波書店 １９５８．１２ OH/C36/9 1109306850
(２８５ｐ １５ｃｍ)
岩波文庫

OH/A19/8 1109294551 ◆OH
労働法
磯田進／著

◆OH 第３版
裸者と死者 上巻 岩波書店 １９５９．１
ノーマン・メーラー／著 山西英一／訳 (７，２９４，９ｐ １８ｃｍ)
新潮社 １９５２．２ 岩波新書
(３６７ｐ １６ｃｍ) 労働法
新潮文庫 OH/C36/8 1109306843
内容：第一部　波．第二部　陶土と型

OH/D93/1 1109309060
◆OH

ローザ・ルクセンブルグの手紙 -カール及びルイゼ・カウツキ
◆OH ーへの-

ランボオ詩集 ルイーゼ・カウツキー／編 松井圭子／訳
金子光晴／訳 岩波書店 １９３２．５
岩波書店 １９５１．２ (２４８ｐ １６ｃｍ)
(２１６ｐ １５ｃｍ) 岩波文庫
角川書店 OH/A28/9 1109296812

OH/A93/3 1109297539

◆OH
◆OH ロシア革命五十年 -未完の革命-

歴史小品 Ｉ．ドイッチャー／著 山西英一／訳
郭沫若／著 平岡武夫／訳 岩波書店 １８６７．６
岩波書店 １９５０．１１ (３，１９２ｐ １８ｃｍ)
(２０３ｐ １８ｃｍ) 岩波新書
岩波新書 ロシア革命－歴史
内容：老子・函谷関に帰る，荘子・栄に行く，孔子・粥にあり OH/C31/9 1109306645
つく，孟子・妻を出す，始皇帝の臨終，項羽の自殺，司馬遷の
発憤，実長沙・痛哭す
中国－歴史 ◆OH

OH/C92/5 1109308823 魯迅選集 雑感集２
尾坂徳司／訳
青木書店 １９５４．９

◆OH (２０４ｐ １６ｃｍ)
歴代名畫記 青木文庫
張彦遠／撰 小野勝年／譯註 OH/A92/4 1109297505
岩波書店 １９３８．２
(３９２ｐ １６ｃｍ)
岩波文庫 ◆OH

OH/A72/1 1109297158 ローマ史論 第２巻
マキャベルリ／著 大岩誠／訳
岩波書店 １９４９．８

◆OH (１９８ｐ １５ｃｍ)
蓮如上人御一代聞書 岩波文庫
稲葉昌丸／校訂 OH/A23/2 1109296705
岩波書店 １９４２．１１
(２２９ｐ １５ｃｍ)
岩波文庫 ◆OH

OH/A18/4 1109294429 ローマ史論 第１巻
マキャベルリ／著 大岩誠／訳
岩波書店 １９４９．６

◆OH (２４６ｐ １５ｃｍ)
老化の問題 岩波文庫
ヘンシェン・フォルケ／著 蕨岡小太郎／訳 OH/A23/1 1109296697
岩波書店 １９６８．１１
(１９７ｐ １８ｃｍ)
岩波新書 ◆OH

OH/C49/1 1109306959 ロンバード街 -ロンドンの金融市場-
オルター・バジョット／著 宇野弘蔵／訳
岩波書店 １９４１．５

◆OH (３４７ｐ １５ｃｍ)
労働者のチャンピオン -自由を求めたイギリスの人びと- その 岩波文庫
２ OH/A33/10 1109297042
Ｈ．フェイガン／著 大前朔郎／訳
岩波書店 １９６０．８
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◆OH
若きエルテルの悩み
ゲーテ／作 竹山道雄／訳
岩波書店 １９５１．４
(２４２ｐ １５ｃｍ)
岩波文庫

OH/A94/2 1109297620

◆OH
若山牧水歌集
大橋松平／編
角川書店 １９５２．１０
(２２６ｐ １５ｃｍ)
角川書店

OH/A91/13 1109297331
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大平正芳氏の著作 

 





◆OH
現代の病は何か -大蔵大臣に就任して- ◆OH
大平正芳／著 春風に憂いあり
大蔵財務協会 １９７４．８ 大平正芳，細川隆元／［ほか対談］
(９６ｐ ２６ｃｍ) 大蔵財務協会 １９７６．４
ファイナンス (９６ｐ ２６ｃｍ)

OH/Z1/14 1109340495 ファイナンス　大蔵省広報
OH/Z1/14-3 1109340941

◆OH
硯滴 ６ ◆OH
大平正芳／著 素顔の代議士
大平正芳 １９７２．４ 大平正芳／著
(１３４ｐ １９ｃｍ) 新装復刻版

OH/Z1/4-4 1109296416 大平正芳記念財団 ２００４．４
(３１４ｐ １８ｃｍ)

OH/Z1/1 1109296358
◆OH

硯滴 ５　昭和４６年
大平正芳／著 ◆OH
大平正芳 １９７１．５ 旦暮芥考 -還暦と自誨-
(７１ｐ １９ｃｍ) 大平正芳／著

OH/Z1/4-3 1109296432 鹿島研究所出版会 １９７０
(３４２，３６ｐ　図　肖像 ２０ｃｍ)
日本－政治

◆OH OH/Z1/3 1109296374
硯滴 ３昭和４４年上期
大平正芳／著
大平正芳 １９６９ ◆OH
(１１７ｐ １９ｃｍ) 転換期の政治

OH/Z1/4-2 1109296457 大平正芳／著
内外情勢調査会 ［１９７７］
(２９ｐ １９ｃｍ)

◆OH 講演シリーズ
硯滴 昭和４２年上期 OH/Z1/10 1109327559
大平正芳／著
大平正芳 １９６７
(５６ｐ １８ｃｍ) ◆OH

OH/Z1/4-1 1109296473 特別記事「日本外交史」の刊行に対し、鹿島守之助会長、大平
外務大臣の表彰を受く
鹿島研究所出版会 １９７３．７

◆OH (８４，１０ｐ ２１ｃｍ)
財政つれづれ草 国際時評
大平正芳／著 OH/Z1/13 1109311264
如水書房 １９５３．１０
(２２０ｐ １９ｃｍ)

OH/Z1/8 1109339604 ◆OH
風塵雑爼
大平正芳／著

◆OH 鹿島出版会 １９７７．１２
時局に対する提言 -政治力の回復を求めて- (３９０，３１ｐ ２０ｃｍ)
大平正芳／著 OH/Z1/5 1109296499
［出版者不明］ ［１９７６］
(８ｐ ２６ｃｍ)

OH/Z1/9 1109327567 ◆OH
複合力の時代 -人間大平おゝいに語る-
大平正芳，田中洋之助／著 田中洋之助

◆OH ライフ社 １９７８．９
首脳外交を終えて (１８７ｐ ２０ｃｍ)
大平正芳／著 OH/Z1/7 1109296515
アジア調査会 １９７３．１２
(７６ｐ ２１ｃｍ)
アジ調月報 ◆OH

OH/Z1/12 1109340982 冬来たりなば
大平正芳／著
大蔵財務協会 １９７５．１

◆OH (９６ｐ ２６ｃｍ)
春風秋雨 -永田町と霞が関- ファイナンス
大平正芳／著 OH/Z1/14-2 1109340503
鹿島研究所出版会 １９６６．１０
(２８６ｐ ２０ｃｍ)

OH/Z1/2 1109296390 ◆OH
又信東京 第１１号
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香川大学経済学部又信会東京支部 １９６８．１１
(１４３ｐ ２１ｃｍ)
随想　万人の祭典（大平正芳／著）

OH/Z1/11 1109340990

◆OH
わが外交の進展
大平正芳／著
鹿島研究所出版会 １９７３．８
(１５７，１８ｐ ２１ｃｍ)
国際時評

OH/Z1/13-2 1109340966

◆OH
わが国の外交と日・独関係
大平正芳／著
鹿島研究所出版会 １９７３．１１
(８７，１９ｐ ２１ｃｍ)
国際時評

OH/Z1/13-3 1109340958

◆OH
私の履歴書・大平正芳
大平正芳／著
日本経済新聞社 １９７８．７
(１９４ｐ ２０ｃｍ)

OH/Z1/6 1109296531
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大平正芳氏の研究書 

 





◆OH (８１２ｐ ２２ｃｍ)
茜色の空 OH/Z2/1 1109296556
辻井喬／著
文藝春秋 ２０１０．３
913.6 ◆OH
(４２９ｐ ２０ｃｍ) 大平正芳 -「戦後保守」とは何か-
4-16-329040-9 福永文夫／著

OH/Z2/29 1109296424 中央公論新社 ２００８．１２
312.1
(３００ｐ １８ｃｍ)

◆OH 中公新書
アジア太平洋と新しい地域主義の展開 4-12-101976-9
渡邉昭夫／編 OH/Z2/28 1109296440
千倉書房 ２０１０．４
319.2
(３９４ｐ ２２ｃｍ) ◆OH
内容：　地域のかたち　アジア太平洋の重層的な地域制度とＡ 大平正芳 -理念と外交-
ＰＥＣ　／　菊池努著 服部龍二／著
アジア－対外関係 太平洋地域－対外関係 岩波書店 ２０１４．４
4-8051-0944-1 312.1

OH/Z2/31 1109296382 (２５５ｐ １９ｃｍ)
岩波現代全書
4-00-029129-7

◆OH OH/Z2/34 1109296325
アジア太平洋連帯構想
渡邉昭夫／編著
ＮＴＴ出版 ２００５．６ ◆OH
(３６７ｐ ２２ｃｍ) 大平正芳 -人物交差点-
内容：　二一世紀のアジア太平洋と日米中関係　／　渡邉昭夫 中央公論社 １９７２．６
著 (４３２ｐ ２１ｃｍ)
日本－対外関係 太平洋地域 中央公論
4-7571-2152-0 OH/Z2/37 1109340685

OH/Z2/27 1109296465

◆OH
◆OH 大平正芳回想録

永遠の今 大平正芳回想録刊行会／編著
大平正芳回想録刊行会／編 鹿島出版会 １９８３
大平事務所 １９８０．１２ (６３７ｐ ２２ｃｍ)
(５１７，４０ｐ ２０ｃｍ) OH/Z2/35 1109009991

OH/Z2/2 1109296572

◆OH
◆OH 大平正芳回想録 資料編

”永遠のいま”の現実主義者　大平正芳大蔵大臣 大平正芳回想録刊行会／編
実業之日本社 １９７５．８ 大平正芳回想録刊行会 １９８２．６
(１１２ｐ ２６ｃｍ) (５，５３６ｐ ２３ｃｍ)
実業の日本 OH/Z2/5 1109301430

OH/Z2/41 1109340487

◆OH
◆OH 大平正芳回想録 伝記編

大平外務大臣に聞く -わが国資源外交の針路をどうとるか- 大平正芳回想録刊行会／編
大平正芳、松根宗一、稲葉秀三／［対談］ 大平正芳回想録刊行会 １９８２．６
日本工業新聞社 １９７４．１ (５，６２９ｐ ２３ｃｍ)
(１００ｐ ２９ｃｍ) OH/Z2/4 1109301422
エネルギー

OH/Z2/40 1109340461
◆OH

大平正芳回想録 追想編
◆OH 大平正芳回想録刊行会／編

大平政権の課題 大平正芳回想録刊行会 １９８１．６
政界出版社 １９７９．２ (２１，４２０，１７ｐ ２３ｃｍ)
(１２０ｐ ２１ｃｍ) OH/Z2/3 1109301414
月刊政界
大平新政権の現実的課題（森崎春樹），脱皮迫られる実力者予
備軍（津上一郎） ◆OH

OH/Z2/39 1109340933 大平正芳からいま学ぶこと -日中関係、教育と人材育成連携の
時代-
桜美林大学北東アジア総合研究所 ２０１０．１２

◆OH 312.1
大平総理の政策研究会報告書 (１４２ｐ ２１ｃｍ)
自由民主党広報委員会出版局 １９８０．８ 北東アジア研究叢書
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内容：　生誕１００周年記念講演　大平正芳からいま学ぶこと
『茜色の空小説大平正芳』を書き終えて　／　辻井喬述
4-904794-06-7 ◆OH

OH/Z2/32 1109296366 大平正芳全著作集 ６
大平正芳／著 福永文夫／監修
講談社 ２０１２．１

◆OH 310.8
大平正芳政治的遺産 (５９０ｐ ２２ｃｍ)
大平正芳記念財団／編 内容：　複合力の時代　／　田中洋之助対談
大平正芳記念財団 １９９４．６ 日本－政治・行政
(５８６ｐ ２２ｃｍ) 4-06-216086-2
大平正芳 OH/Z2/16 1109305753

OH/Z2/8 1109301455

◆OH
◆OH 大平正芳全著作集 ７

大平正芳全著作集 １ 大平正芳／著 福永文夫／監修
大平正芳／著 福永文夫／監修 講談社 ２０１２．６
講談社 ２０１０．３ 310.8
310.8 (４７７ｐ ２２ｃｍ)
(４０６ｐ ２２ｃｍ) 内容：　日記・手帳メモ・ノート
内容：　私の履歴書 日本－政治・行政
日本－政治・行政 4-06-216087-0
4-06-216075-9 OH/Z2/17 1109305761

OH/Z2/11 1109297802

◆OH
◆OH 大平正芳的政治遺産

大平正芳全著作集 ２ 大平正芳記念財団／編著
大平正芳／著 福永文夫／監修 中央文献出版会 １９９５．５
講談社 ２０１０．９ (７２８ｐ ２１ｃｍ)
310.8 7-5073-0261-X
(４６１ｐ ２２ｃｍ) OH/Z2/8-2 1109301463
内容：　春風秋雨
日本－政治・行政
4-06-216082-7 ◆OH

OH/Z2/12 1109305712 大平正芳の政治的人格
吉田雅信／著
東海大学出版会 １９８６．１０

◆OH (１８４ｐ １９ｃｍ)
大平正芳全著作集 ３ OH/Z2/24 1109296523
大平正芳／著 福永文夫／監修
講談社 ２０１１．１
310.8 ◆OH
(４０２ｐ ２２ｃｍ) 大平正芳の人と政治
内容：　旦暮芥考 田中六助／著
日本－政治・行政 朝日ソノラマ １９８１．６
4-06-216083-4 (２５１ｐ ２０ｃｍ)

OH/Z2/13 1109305720 巻末：大平政権の歩み（５３年１１月２７日～５５年６月１２
日）
日本－政治－歴史－昭和時代（１９４５年以後）

◆OH OH/Z2/21 1109296580
大平正芳全著作集 ４
大平正芳／著 福永文夫／監修
講談社 ２０１１．５ ◆OH
310.8 大平正芳　人と思想
(５６４ｐ ２２ｃｍ) 大平正芳記念財団 １９９０．６
内容：　風塵雑爼 (６３０ｐ ２２ｃｍ)
日本－政治・行政 OH/Z2/6 1109296598
4-06-216084-1

OH/Z2/14 1109305738
◆OH

大平元総理と私
◆OH 栗原祐幸／著

大平正芳全著作集 ５ 広済堂出版 １９９０．７
大平正芳／著 福永文夫／監修 (２６９ｐ ２０ｃｍ)
講談社 ２０１１．９ OH/Z2/25 1109296507
310.8
(５３１ｐ ２２ｃｍ)
内容：　永遠の今 ◆OH
日本－政治・行政 去華就實 -聞き書き大平正芳-
4-06-216085-8 大平正芳記念財団／編

OH/Z2/15 1109305746 大平正芳記念財団 ２０００．６
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(５４９ｐ ２２ｃｍ) 如水会 １９８０．９
OH/Z2/10 1109301489 (１０４ｐ ２１ｃｍ)

大平正芳を偲ぶ
OH/Z2/47 1109341097

◆OH
劇画小説吉田学校 １４
さいとう・たかを／著 ◆OH
読売新聞社 １９９０．８ 新政権に与う -田中内閣論-
(２６３ｐ ２０ｃｍ) 中央公論社 １９７２．９
4-643-90074-1 (３６８ｐ ２１ｃｍ)

OH/Z2/44 1109339091 中央公論
OH/Z2/37-2 1109340677

◆OH
月刊官界 第７巻第５号 ◆OH
行政問題研究所 １９８１．５ 総理の品格 -官邸秘書官が見た歴代宰相の素顔-
(２４２ｐ ２１ｃｍ) 木村貢／著

OH/Z2/36-3 1109340446 徳間書店 ２００６．９
312.1
(２７７ｐ ２０ｃｍ)

◆OH 日本－政治・行政－歴史－昭和時代（１９４５年以後） 内閣
月刊官界 第７巻第４号 総理大臣－日本
行政問題研究所 １９８１．４ 4-19-862233-7
(２２２ｐ ２１ｃｍ) OH/Z2/26 1109296481

OH/Z2/36-2 1109340453

◆OH
◆OH 大統領宛日本国首相の極秘ファイル

月刊官界 第６巻第８号 加瀬みき／著
行政問題研究所 １９８０．８ 毎日新聞社 １９９９．８
(１９０ｐ ２１ｃｍ) (２８５ｐ ２０ｃｍ)

OH/Z2/36 1109340479 大平正芳は半分眠っている。だが・・・
アメリカ合衆国－対外関係－日本－歴史 日本－政治・行政－
歴史－昭和時代（１９４５年以後） 内閣総理大臣－日本

◆OH 4-620-31366-1
心の一燈 -回想の大平正芳その人と外交- OH/Z2/43 1109311272
森田一／著 服部龍二／編 昇亜美子／編 中島琢磨／編
第一法規 ２０１０．３
312.1 ◆OH
(３０１ｐ ２１ｃｍ) 田中角栄研究 -その金脈と人脈-
日本－対外関係－歴史－昭和時代（１９４５年以後） 立花隆／著
4-474-02553-0 文藝春秋 １９７４．１１

OH/Z2/30 1109296408 (４２６ｐ ２１ｃｍ)
文藝春秋

OH/Z2/38-2 1109340669
◆OH

最後の旅 -遺された唯一の大平宰相日記-
森田一／著 ◆OH
行政問題研究所出版局 １９８１．６ 鈍牛待望論 -大平正芳の血と涙-
(１５４ｐ　図版３３枚 ２１ｃｍ) 大隈秀夫／著
4-905786-07-X 白川書院 １９７８．１１

OH/Z2/20 1109296606 (２４６ｐ ２０ｃｍ)
OH/Z2/19 1109296317

◆OH
在素知贅 -大平正芳発言集- ◆OH
大平正芳記念財団／編 日中国交正常化 -田中角栄、大平正芳、官僚たちの挑戦-
大平正芳記念財団 １９９６．５ 服部龍二／著
(５５７ｐ ２２ｃｍ) 中央公論新社 ２０１１．５

OH/Z2/9 1109301471 319.1022
(２６２ｐ １８ｃｍ)
中公新書

◆OH 日本－対外関係－中国－歴史－昭和時代（１９４５年以後）
如水会会報 ＮＯ．６０７　５５年１１月号 4-12-102110-6
如水会 １９８０．１１ OH/Z2/33 1109296341
(９６ｐ ２１ｃｍ)
大平総理追悼会出席八百名を超える，大平総理大臣追悼の辞

OH/Z2/46 1109341105 ◆OH
日本の顔大平正芳
文藝春秋 １９７２．１０

◆OH (３９４ｐ ２１ｃｍ)
如水会会報 -大平正芳君追悼特集号- ＮＯ．６０５　５５年９ 文藝春秋
月号 田中首相を待つ中国
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OH/Z2/38 1109341006

◆OH
萬象光輝 創刊号
東京商科大学昭和１９年門養会 １９８８．６
(２８p ２６ｃｍ)
一橋人初の内閣総理大臣香川県人初の内閣総理大臣（森保男著
）

OH/Z2/45 1109340438

◆OH
再び大平正芳の人と政治
田中六助／著
朝日ソノラマ １９８１．１２
(２３２ｐ ２０ｃｍ)
付：『再び、大平正芳の人と政治』年譜
日本－政治－歴史－昭和時代（１９４５年以後）
4-257-03154-9

OH/Z2/22 1109296564

◆OH
文人宰相大平正芳
新井俊三，森田一／共著
春秋社 １９８２
(７，３２３ｐ ２０ｃｍ)

OH/Z2/23 1109296549

◆OH
私の見た大平正芳 -その素顔と姿勢-
真鍋賢二／著
イメージメイカーズ １９７６．１２
(２８５ｐ １９ｃｍ)

OH/Z2/18 1109296333

◆OH
Ｐｏｓｔｗａｒ　ｐｏｌｉｔｉｃｉａｎ -Ｔｈｅ　ｌｉｆｅ　
ｏｆ　ｆｏｒｍｅｒ　ｐｒｉｍｅｍｉｎｉｓｔｅｒ　Ｍａｓａ
ｙｏｓｈｉ　Ｏｈｉｒａ-
ｂｙ　Ｓｅｉｚａｂｕｒｏ　Ｓａｔｏ
Ｋｏｄａｎｓｈａ １９９０
(６４０ｐ ２４ｃｍ)

OH/Z2/7 1109301448
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大平正芳記念賞受賞作 

 

＊「環太平洋連帯構想」の発展に貢献する政治・経済・文化・科学技術に 

関する優れた著作に対し、大平正芳記念財団が毎年表彰している 

 





◆OH 名古屋大学出版会 ２０１２．７
アジア太平洋地域形成への道程 -境界国家日豪のアイデンティ 548.295
ティ模索と地域主義- (２３７ｐ ２２ｃｍ)
大庭三枝／著 パーソナルコンピュータ－台湾
ミネルヴァ書房 ２００４．８ 4-8158-0703-5
(４３１，１３ｐ ２２ｃｍ) OH/Z3/29-2 1109301760
Ｍｉｎｅｒｖａ人文・社会科学叢書
アジア－対外関係 太平洋地域－対外関係
4-623-04067-4 ◆OH

OH/Z3/21-2 1109263242 アメリカ政治とシンクタンク -政治運動としての政策研究機関
-
宮田 智之／著

◆OH 東京大学出版会 ２０１７．５
アジア地域主義外交の行方：１９５２－１９６６ 312.53
保城広至／著 (5,244,14p 22cm)
木鐸社 ２００８．７ アメリカ合衆国-政治・行政 研究調査機関
319.102 4-13-036263-4
(３５１ｐ ２２ｃｍ) OH/Z3/34-3 1110077078
日本－対外関係－アジア－歴史－昭和時代（１９４５年以後）
4-8332-2406-2

OH/Z3/25-6 1109301612 ◆OH
アメリカ大統領と政策革新 -連邦制と三権分立制の間で-
梅川 葉菜／著

◆OH 東京大学出版会 ２０１８．５
アジア地域主義とアメリカ -ベトナム戦争期のアジア太平洋国 312.53
際関係- (4,272p 22cm)
曹良鉉／著 アメリカ合衆国-政治・行政 大統領
東京大学出版会 ２００９．２ 4-13-036269-6
319.2053 OH/Z3/35-1 1110175559
(３６８ｐ ２２ｃｍ)
アジア－対外関係－アメリカ合衆国
4-13-036232-0 ◆OH

OH/Z3/26-4 1109301554 イギリス帝国とアジア国際秩序 -ヘゲモニー国家から帝国的な
構造的権力へ-
秋田茂／著

◆OH 名古屋大学出版会 ２００３．２
アジアにおける工場労働力の形成 -労務管理と職務意識の変容 (３０８，５０ｐ ２２ｃｍ)
- イギリス－対外関係－アジア－歴史
大野昭彦／著 4-8158-0456-7
日本経済評論社 ２００７．５ OH/Z3/20-2 1109263192
366.22
(３０２ｐ ２２ｃｍ)
労働力－アジア 労務管理 ◆OH
4-8188-1928-3 異文化インターフェイス管理 -海外における日本的経営-

OH/Z3/24-1 1109263341 林吉郎／著
有斐閣 １９８５．３
(ｘ，２６８ｐ ２２ｃｍ)

◆OH 世界企業
アジアの法と社会 4-641-06437-7
安田信之／著 OH/Z3/1-2 1109261063
三省堂 １９８７．１１
(４４３ｐ ２２ｃｍ)
参考文献：ｐ３９９～４３３ ◆OH
法律－アジア インドネシア民族主義研究 -タマン・シスワの成立と展開-
4-385-32050-0 土屋健治／著

OH/Z3/5-2 1109261436 創文社 １９８２．２
(５２６，１４ｐ ２２ｃｍ)
東南アジア研究双書

◆OH 民族運動－インドネシア
ＡＳＥＡＮ -シンボルからシステムへ- OH/Z3/1-1 1109261055
山影進／著
東京大学出版会 １９９１．８
(３１２，１８ｐ ２２ｃｍ) ◆OH
巻末：文献目録 沖縄返還をめぐる政治と外交 -日米関係史の文脈-
東南アジア諸国連合 河野康子／著
4-13-030079-2 東京大学出版会 １９９４．１

OH/Z3/8-1 1109261998 (３０６，６ｐ ２２ｃｍ)
日本－対外関係－アメリカ合衆国－歴史－昭和時代（１９４５
年以後） アメリカ合衆国－対外関係－日本－歴史 沖縄問題

◆OH 4-13-036075-2
圧縮された産業発展 -台湾ノートパソコン企業の成長メカニズ OH/Z3/11-1 1109262129
ム-
川上桃子／著
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◆OH OH/Z3/14-2 1109262269
海域イスラーム社会の歴史 -ミンダナオ・エスノヒストリー-
早瀬晋三／著
岩波書店 ２００３．８ ◆OH
(２６５ｐ ２２ｃｍ) 韓国のイメージ -戦後日本人の隣国観-
南洋－歴史 イスラム圏 鄭大均／著
4-00-022433-6 中央公論社 １９９５．１０

OH/Z3/20-1 1109263184 (２３９ｐ １８ｃｍ)
中公新書
韓国

◆OH 4-12-101269-0
海域世界の民族誌 -フィリピン島嶼部における移動・生業・ア OH/Z3/12-2 1109262186
イデンティティ-
関恒樹／著
世界思想社 ２００７．２ ◆OH
382.248 韓国の経営発展
(３６４ｐ ２２ｃｍ) 服部民夫／著
民族－フィリピン 文真堂 １９８８．９
4-7907-1243-5 (３２６ｐ ２０ｃｍ)

OH/Z3/24-6 1109263390 経営－韓国
4-8309-3648-7

OH/Z3/5-1 1109261428
◆OH

開発経済学 -経済学と現代アジア-
渡辺利夫／著 ◆OH
日本評論社 １９８６．５ 環太平洋圏と日本の直接投資
(２６１ｐ ２２ｃｍ) 関口末夫，日本経済研究センター／編
発展途上国 日本経済新聞社 １９８２．８
4-535-57607-6 (２１３ｐ ２０ｃｍ)

OH/Z3/3-1 1109261204 国際投資
OH/Z3/2-2 1109261113

◆OH
華人のインドネシア現代史 -はるかな国民統合への道- ◆OH
貞好 康志／著 環太平洋の時代
木犀社 ２０１６．７ 読売新聞経済部／編
316.824 読売新聞社 １９８５．１１
(471p 22cm) (１８７，３１ｐ ２０ｃｍ)
中国人(インドネシア在留)-歴史 民族問題-インドネシア 太平洋地域－経済
4-89618-064-0 4-643-54570-4

OH/Z3/34-4 1110077052 OH/Z3/2-3 1109261121

◆OH ◆OH
華北駐屯日本軍 -義和団から盧溝橋への道- カンボジア農村の貧困と格差拡大
櫻井良樹／著 矢倉研二郎／著
岩波書店 ２０１５．９ 昭和堂 ２００８．３
396.21 611.02235
(２８０，４ｐ １９ｃｍ) (５５６ｐ ２２ｃｍ)
岩波現代全書 阪南大学叢書
陸軍－日本－歴史 農業経済－カンボジア
4-00-029174-2 4-8122-0807-6

OH/Z3/33-2 1109813459 OH/Z3/25-5 1109301547

◆OH ◆OH
韓国経済の政治分析 -大統領の政策選択- 危機のコスモロジー -ミクロネシアの神々と人間-
大西裕／著 石森秀三／著
有斐閣 ２００５．９ 福武書店 １９８５．６
(２８７ｐ ２２ｃｍ) (２５４ｐ ２２ｃｍ)
金融政策－韓国 巻末：文献
4-641-17304-4 民族－ミクロネシア

OH/Z3/22-1 1109263275 4-8288-1146-X
OH/Z3/2-1 1109261105

◆OH
韓国・先進国経済論 -成熟過程のミクロ分析- ◆OH
深川由起子／著 近代中国と海関
日本経済新聞社 １９９７．４ 岡本隆司／著
(３６８ｐ ２０ｃｍ) 名古屋大学出版会 １９９９．１
参考文献・付表：ｐ３４３～３６８ (６０７，８１ｐ ２２ｃｍ)
韓国－経済 中国－貿易－歴史 税関
4-532-13137-5 4-8158-0357-9
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◆OH
OH/Z3/16-2 1109262376 現代中国の外交

青山瑠妙／著
慶応義塾大学出版会 ２００７．１１

◆OH 319.22
近代・中国の都市と建築 (５１６，８ｐ ２２ｃｍ)
田中重光／著 中国－対外関係
相模書房 ２００５．４ 4-7664-1426-4
(３９１ｐ ２２ｃｍ) OH/Z3/24-4 1109263374
都市計画－中国－歴史
4-7824-0504-9

OH/Z3/23-5 1109263333 ◆OH
現代中国の財政金融システム -グローバル化と中央－地方関係
の経済学-

◆OH 梶谷懐／著
近代日本外交とアジア太平洋秩序 名古屋大学出版会 ２０１１．８
酒井一臣／著 342.22
昭和堂 ２００９．３ (２５０ｐ ２２ｃｍ)
319.1 財政－中国 金融－中国
(２３７，１８ｐ ２２ｃｍ) 4-8158-0678-1
日本－対外関係－歴史－近代 OH/Z3/29-1 1109301752
4-8122-0911-0

OH/Z3/26-2 1109301596
◆OH

現代中国の産業集積 -「世界の工場」とボトムアップ型経済発
◆OH 展-

金融システム改革と東南アジア -長期趨勢と企業金融の実証分 伊藤亜聖／著
析- 名古屋大学出版会 ２０１５．１２
三重野文晴／著 509.222
勁草書房 ２０１５．２ (２２６ｐ ２２ｃｍ)
338.223 内容：　「世界の工場」中国の形成と変動
(２５２ｐ ２２ｃｍ) 中国－工業
開発経済学の挑戦 4-8158-0823-6
金融－東南アジア OH/Z3/33-1 1109816312
4-326-54605-0

OH/Z3/32-2 1109816338
◆OH

現代中国の政治 -その理論と実践-
◆OH 小島朋之／著

軍政ビルマの権力構造 -ネー・ウィン体制下の国家と軍隊１９ 慶応義塾大学出版会 １９９９．７
６２－１９８８- (４０９，１５ｐ ２２ｃｍ)
中西嘉宏／著 中国－政治・行政
京都大学学術出版会 ２００９．６ 4-7664-0749-0
312.238 OH/Z3/16-1 1109262368
(３２１ｐ ２３ｃｍ)
地域研究叢書
ミャンマー－政治・行政 ◆OH
4-87698-787-4 現代中国の中央・地方関係 -広東省における地方分権と省指導

OH/Z3/26-1 1109301588 者-
磯部靖／著
慶応義塾大学出版会 ２００８．６

◆OH 318.922
軍と革命 -ペルー軍事政権の研究- (３７９，１１ｐ ２２ｃｍ)
大串和雄／著 地方行政－中国
東京大学出版会 １９９３．１ 4-7664-1527-8
(３７５ｐ ２２ｃｍ) OH/Z3/25-4 1109301539
ペルー－政治・行政 軍隊－ペルー
4-13-036065-5

OH/Z3/10-1 1109262087 ◆OH
現代中国の日本語教育史 -大学専攻教育と教科書をめぐって-
田中祐輔／著

◆OH 国書刊行会 ２０１５．１０
現代アメリカ選挙の変貌 -アウトリーチ・政党・デモクラシー 810.7
- (４２１ｐ ２２ｃｍ)
渡辺将人／著 日本語－研究・指導－歴史 中国－教育－歴史 教科書－中国－
名古屋大学出版会 ２０１６．１ 歴史
314.8953 4-336-05942-X
(２８４，４４ｐ ２２ｃｍ) OH/Z3/32-4 1109816361
選挙－アメリカ合衆国
4-8158-0824-4

OH/Z3/33-4 1109816346 ◆OH
現代ミャンマーの農村経済 -移行経済下の農民と非農民-
高橋昭雄／著
東京大学出版会 ２０００．１２
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611.02238
(３３９ｐ ２２ｃｍ) ◆OH
農業経済－ミャンマー 上海の産業発展と日本企業
4-13-046066-8 関満博／著

OH/Z3/18-2 1109263093 新評論 １９９７．５
(５４９ｐ ２２ｃｍ)
上海－産業 企業－日本

◆OH 4-7948-0355-9
現代ロシアの貧困研究 OH/Z3/14-5 1109262293
武田友加／著
東京大学出版会 ２０１１．２
368.2 ◆OH
(２４７ｐ ２２ｃｍ) 周縁からの中国 -民族問題と国家-
貧困－ロシア 毛里和子／著
4-13-046105-4 東京大学出版会 １９９８．９

OH/Z3/28-2 1109301711 (３０９，３３ｐ ２２ｃｍ)
文献あり　年表あり　索引あり
民族問題－中国

◆OH 4-13-030115-2
最後の「天朝」 -毛沢東・金日成時代の中国と北朝鮮- 上 OH/Z3/15-1 1109262301
沈 志華／[著] 朱 建栄／訳
岩波書店 ２０１６．９
319.22021 ◆OH
(11,284,55p 22cm) 絨毯が結ぶ世界 -京都祇園祭インド絨毯への道-
中国-対外関係-朝鮮(北)-歴史 鎌田 由美子／著
4-00-023066-7 名古屋大学出版会 ２０１６．１２

OH/Z3/33-5A 1109816379 753.3
(6,371,125p 図版104p 22cm)
じゅうたん

◆OH 4-8158-0855-6
最後の「天朝」 -毛沢東・金日成時代の中国と北朝鮮- 下 OH/Z3/34-5 1110077045
沈 志華／[著] 朱 建栄／訳
岩波書店 ２０１６．９
319.22021 ◆OH
(11,273,83p 22cm) シリーズ＊現代中国経済 ３
中国-対外関係-朝鮮(北)-歴史 名古屋大学出版会 ２００２．１１
4-00-023067-4 (２４８ｐ ２０ｃｍ)

OH/Z3/33-5B 1109816387 中国－経済 労働市場－中国
4-8158-0443-5

OH/Z3/19-3 1109263176
◆OH

産業化する中国農業 -食料問題からアグリビジネスへ-
宝剣 久俊／著 ◆OH
名古屋大学出版会 ２０１７．９ 人材形成の国際比較 -東南アジアと日本-
611.1522 小池和男／編 猪木武徳／編
(4,270p 22cm) 東洋経済新報社 １９８７．１１
農村計画 中国-農業 (３３９ｐ ２２ｃｍ)
4-8158-0886-0 参考文献：ｐ３１９～３２７

OH/Z3/34-2 1110077060 労働者教育
4-492-26033-1

OH/Z3/4-1 1109261253
◆OH

市場と経済発展 -途上国における貧困削減に向けて-
澤田康幸／編著 園部哲史／編著 ◆OH
東洋経済新報社 ２００６．３ 新貿易立国論
331.845 大泉 啓一郎／著
(３７０ｐ ２２ｃｍ) 文藝春秋 ２０１８．５
市場論 経済発展 発展途上国 678.21
4-492-44326-6 (260p 18cm)

OH/Z3/23-2 1109263309 文春新書
日本-貿易
4-16-661170-6

◆OH OH/Z3/35-5 1110175591
シティズンシップと多文化国家 -オーストラリアから読み解く
-
飯笹佐代子／著 ◆OH
日本経済評論社 ２００７．１ スハルト体制のインドネシア -個人支配の変容と一九九八年政
316.1 変-
(２１９，２８ｐ ２２ｃｍ) 増原綾子／著
公民権 民族問題－オーストラリア 東京大学出版会 ２０１０．１０
4-8188-1924-5 312.24

OH/Z3/24-5 1109263382 (２９９，３２ｐ ２２ｃｍ)
インドネシア－政治・行政－歴史
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4-13-036237-5 (４６１ｐ ２０ｃｍ)
OH/Z3/27-3 1109301661 タイ－政治・行政

4-532-35654-7
OH/Z3/32-5 1109813509

◆OH
尖閣問題の起源 -沖縄返還とアメリカの中立政策-
ロバート・Ｄ．エルドリッヂ／著 吉田真吾／訳 中島琢磨／訳 ◆OH
名古屋大学出版会 ２０１５．４ タイ糖業史 -輸出大国への軌跡-
329.23 山本博史／著
(３３８，２５ｐ ２２ｃｍ) 御茶の水書房 １９９８．２
尖閣列島 領土問題 (３８１ｐ ２２ｃｍ)
4-8158-0793-0 タイ糖業年表・参照文献目録：ｐ３１５～３５５

OH/Z3/32-3 1109816353 製糖－タイ－歴史
4-275-01710-2

OH/Z3/15-4 1109262335
◆OH

戦後日本人の中国像 -日本敗戦から文化大革命・日中復交まで
- ◆OH
馬場公彦／著 太平洋諸島百科事典
新曜社 ２０１０．９ 太平洋学会／編
319.1022 特装本
(７２２ｐ ２２ｃｍ) 原書房 １９８９．６
日本－対外関係－中国－歴史－昭和時代（１９４５年以後） (６８８ｐ　図版あり ２５ｃｍ)
4-7885-1204-7 太平洋諸島年表：ｐ６０３～６２３

OH/Z3/28-6 1109301745 太平洋諸島－辞典
4-562-02037-7

OH/Z3/6-4 1109261501
◆OH

戦後日本の中国政策 -１９５０年代東アジア国際政治の文脈-
陳肇斌／著 ◆OH
東京大学出版会 ２０００．７ 太平洋島嶼国の憲法と政治文化 -フィジー１９９７年憲法とパ
(３１５，１０ｐ ２２ｃｍ) シフィック・ウェイ-
日本－対外関係－中国－歴史－昭和時代（１９４５年以後） 東裕／著
4-13-036099-X 成文堂 ２０１０．３

OH/Z3/17-1 1109262582 323.734
(３０７ｐ ２２ｃｍ)
憲法－フィジー フィジー－政治・行政

◆OH 4-7923-0477-5
叢書中国的問題群 ７ OH/Z3/27-1 1109301646
岩波書店 ２００９．７
302.22
(１７３ｐ ２０ｃｍ) ◆OH
中国 農民－中国 労働移動－中国 太平洋島嶼諸国論
4-00-028257-4 小林泉／著

OH/Z3/26-6 1109301638 東信堂 １９９４．３
(３０２ｐ ２２ｃｍ)
島嶼諸国研究の手引き：ｐ２７５～２８０

◆OH 太平洋諸島
大恐慌下の中国 -市場・国家・世界経済- 4-88713-188-7
城山智子／著 OH/Z3/11-5 1109262160
名古屋大学出版会 ２０１１．２
332.22
(３４９ｐ ２２ｃｍ) ◆OH
中国－経済 恐慌 太平洋の世紀 上
4-8158-0662-0 フランク・ギブニー／〔著〕 堺屋太一／監訳

OH/Z3/28-4 1109301737 ＴＢＳブリタニカ １９９３．６
(３３３ｐ ２０ｃｍ)
太平洋地域－歴史

◆OH 4-484-93108-7
タイ経済と鉄道 -１８８５～１９３５年- OH/Z3/9-6 1109340693
柿崎一郎／著
日本経済評論社 ２０００．３
(３８１ｐ ２２ｃｍ) ◆OH
鉄道－タイ 流通－タイ 中央アジア少数民族社会の変貌 -カザフスタンの朝鮮人を中心
4-8188-1187-4 に-

OH/Z3/17-2 1109262590 李愛俐娥／著
昭和堂 ２００２．２
(２３９ｐ ２２ｃｍ)

◆OH 朝鮮人（カザフスタン在留）
タイ混迷からの脱出 -繰り返すクーデター・迫る中進国の罠- 4-8122-0203-5
高橋徹／著 OH/Z3/19-2 1109263168
日本経済新聞出版社 ２０１５．９
312.237
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◆OH 名古屋大学出版会 １９９７．２
中華中毒 -中国的空間の解剖学- (３２９ｐ ２２ｃｍ)
村松伸／著 参考文献：ｐ３０９～３２６
作品社 １９９８．１０ 中国－経済
(３９５ｐ ２２ｃｍ) 4-8158-0310-2
叢書メラヴィリア OH/Z3/14-1 1109262251
文献あり
建築－中国－歴史 都市－中国－歴史
4-87893-756-4 ◆OH

OH/Z3/15-3 1109262327 中ソ関係史の研究 -１９４５－１９５０-
石井明／著
東京大学出版会 １９９０．２

◆OH (３０５，１５ｐ ２２ｃｍ)
中国・改革開放の政治経済学 中国－対外関係－ソビエト連邦－歴史
三宅康之／著 4-13-036053-1
ミネルヴァ書房 ２００６．２ OH/Z3/7-1 1109261527
332.22
(２３６，７ｐ ２２ｃｍ)
Ｍｉｎｅｒｖａ人文・社会科学叢書 ◆OH
経済政策－中国 中国－政治・行政 中ソ対立の史的構造 -米中ソの「核」と中ソの大国民族主義・
4-623-04548-X 意識の視点から-

OH/Z3/23-4 1109263325 宮本信生／著
日本国際問題研究所 １９８９．１２
(７８５ｐ ２２ｃｍ)

◆OH 中国－対外関係－ソビエト連邦 ソビエト連邦－対外関係－中
中国経済統計・経済法解説 国
小島麗逸／編 4-8193-0007-5
アジア経済研究所 １９８９．５ OH/Z3/6-1 1109261477
(４４２ｐ ２７ｃｍ)
研究双書
経済統計－用語 中国－経済 ◆OH
4-258-04001-0 朝鮮外交の近代 -宗属関係から大韓帝国へ-

OH/Z3/7-6 1109261980 森 万佑子／著
名古屋大学出版会 ２０１７．８
221.05

◆OH (5,332,20p 22cm)
中国経済論 -農工関係の政治経済学- 朝鮮-対外関係-中国-歴史
中兼和津次／著 4-8158-0883-9
東京大学出版会 １９９２．１１ OH/Z3/35-4 1110175583
(３６３ｐ ２２ｃｍ)
東京大学産業経済研究叢書
参考文献：ｐ３３５～３５４ ◆OH
中国－経済 帝国日本の植民地法制 -法域統合と帝国秩序-
4-13-041074-1 浅野豊美／著

OH/Z3/9-1 1109262046 名古屋大学出版会 ２００８．２
317.8
(７８２，１８ｐ ２２ｃｍ)

◆OH 植民地法
中国静かなる革命 -官製資本主義の終焉と民主化へのグランド 4-8158-0585-2
ビジョン- OH/Z3/25-1 1109263408
呉軍華／著
日本経済新聞出版社 ２００８．８
312.22 ◆OH
(２５５ｐ ２０ｃｍ) 帝国のたそがれ -冷戦下のイギリスとアジア-
中国－政治・行政 中国－経済 木畑洋一／著
4-532-35318-6 東京大学出版会 １９９６．１２

OH/Z3/25-8 1109301570 (２７６，２５ｐ ２２ｃｍ)
巻末：史料文献目録
イギリス－対外関係－アジア－歴史

◆OH 4-13-026114-2
中国農村社会と革命 -井岡山の村落の歴史的変遷- OH/Z3/13-1 1109262228
鄭浩瀾／著
慶応義塾大学出版会 ２００９．９
361.76 ◆OH
(２９３，８ｐ ２２ｃｍ) 転換期の中国・日本と台湾 -１９７０年代中日民間経済外交の
農村－中国－歴史－１９４９年以後 経緯-
4-7664-1667-1 李恩民／著

OH/Z3/26-5 1109301620 御茶の水書房 ２００１．１１
(３２５，１４ｐ ２２ｃｍ)
中国－経済関係－日本－歴史－１９４９年以後 日本－経済関

◆OH 係－中国－歴史－昭和時代（１９４５年以後）
中国の経済発展と市場化 -改革・開放時代の検証- 4-275-01892-3
加藤弘之／著 OH/Z3/18-4 1109263119
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◆OH
日ソ国交回復の史的研究 -戦後日ソ関係の起点：１９４５～１
９５６-

◆OH 田中孝彦／著
盗賊のインド史 -帝国・国家・無法者- 有斐閣 １９９３．９
竹中千春／著 (３２４，５ｐ ２２ｃｍ)
有志舎 ２０１０．１１ 一橋大学法学部研究叢書
225.05 日本－対外関係－ソビエト連邦－歴史－昭和時代（１９４５年
(３３７，１１ｐ ２０ｃｍ) 以後）
インド－歴史－近代 盗賊 4-641-19919-1
4-903426-36-5 OH/Z3/11-2 1109262137

OH/Z3/27-4 1109301679

◆OH
◆OH 日中戦争下の外交

東南アジアを知る事典 劉傑／著
平凡社 １９８６．７ 吉川弘文館 １９９５．２
(５０９ｐ ２２ｃｍ) (３８６，６ｐ ２２ｃｍ)
見返し：アジア南東部地図　巻末：東南アジア史略年表，文献 日本－対外関係－中国－歴史－昭和時代
案内 4-642-03657-1
東南アジア－辞典 OH/Z3/12-3 1109262194
4-582-12604-9

OH/Z3/3-3 1109261220
◆OH

日比賠償外交交渉の研究 -１９４９－１９５６-
◆OH 吉川洋子／著

東南アジア諸国の経済発展 -開発主義的政策体系と社会の反応 勁草書房 １９９１．１１
- (４３８ｐ ２２ｃｍ)
原洋之介／著 総合文献：ｐ３４９～３８４
東京大学東洋文化研究所 １９９４．３ 日本－対外関係－フィリピン－歴史 賠償問題
(１７，４６４ｐ ２２ｃｍ) 4-326-30071-X
東京大学東洋文化研究所報告 OH/Z3/8-6 1109262038
引用文献：ｐ４３５～４４８
東南アジア－経済

OH/Z3/12-1 1109262178 ◆OH
二・二八事件 -「台湾人」形成のエスノポリティクス-
何義麟／著

◆OH 東京大学出版会 ２００３．３
都市を生きる人々 -バンコク・都市下層民のリスク対応- (３８５，１３ｐ ２２ｃｍ)
遠藤環／著 台湾－歴史
京都大学学術出版会 ２０１１．２ 4-13-036214-3
368.2 OH/Z3/20-4 1109263218
(３１１ｐ ２３ｃｍ)
地域研究叢書
貧民－タイ ◆OH
4-87698-986-7 日本占領と宗教改革

OH/Z3/28-5 1109329175 岡崎匡史／著
学術出版会 ２０１２．７
165.9

◆OH (４５２ｐ ２２ｃｍ)
日米経済摩擦の政治学 学術叢書
グレン・Ｓ．フクシマ／著 渡辺敏／訳 宗教政策－日本 日本管理政策 神道
朝日新聞社 １９９２．７ 4-284-10365-2
(３６９ｐ ２０ｃｍ) OH/Z3/29-3 1109301778
参考文献：ｐ３６８～３６９
日本－経済関係－アメリカ合衆国
4-02-256415-6 ◆OH

OH/Z3/9-4 1109262061 日本・中国・韓国産業技術比較 -「比較技術論」からの接近-
森谷正規／著
東洋経済新報社 １９８０．１

◆OH (１１，２３８ｐ １９ｃｍ)
日米構造協議の政治過程 -相互依存下の通商交渉と国内対立の 日本－工業 中国－工業 朝鮮（１９４８～大韓民国）－工業
構図- 4-492-80014-X
鈴木一敏／著 OH/Z3/1-3 1109261071
ミネルヴァ書房 ２０１３．２
333.6
(２６１ｐ ２２ｃｍ) ◆OH
Ｍｉｎｅｒｖａ人文・社会科学叢書 日本の教訓 -戦略的プラグマティズムの成功-
日本－経済関係－アメリカ合衆国 ミシェル・シュミーゲロウ／著 ヘンリック・シュミーゲロウ
4-623-06564-2 ／著 鳴沢宏英／監訳 新保博／監訳

OH/Z3/30-4 1109301810 東洋経済新報社 １９９１．８
(３３２ｐ ２０ｃｍ)
参考文献：ｐ３１３～３２３
日本－経済
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4-492-39147-9 李鍾元／著
OH/Z3/8-3 1109340701 東京大学出版会 １９９６．３

(３０１，１２ｐ ２２ｃｍ)
アメリカ合衆国－対外関係－韓国

◆OH 4-13-036086-8
日本の経済外交と中国 OH/Z3/13-2 1109262236
徐承元／著
慶応義塾大学出版会 ２００４．１０
(２８５，４ｐ ２２ｃｍ) ◆OH
日本－経済関係－中国－歴史－昭和時代（１９４５年以後） 貧困の民族誌 -フィリピン・ダバオ市のサマの生活-
4-7664-1118-8 青山和佳／著

OH/Z3/21-1 1109263234 東京大学出版会 ２００６．１
382.2484
(４１４ｐ ２２ｃｍ)

◆OH 民族－フィリピン 水上生活者 貧困－フィリピン
日本の高校 -成功と代償- 4-13-046089-7
トーマス・ローレン／著 友田泰正／訳 OH/Z3/23-1 1109263291
サイマル出版会 １９８８．３
(３８１ｐ １９ｃｍ)
引用・参考文献：ｐ３６７～３８１ ◆OH
高等学校－日本 文化大革命と中国の社会構造 -公民権の配分と集団的暴力行為
4-377-10777-1 -

OH/Z3/1-5 1109317238 楊麗君／著
御茶の水書房 ２００３．１２
(３５９，２２ｐ ２２ｃｍ)

◆OH 中国文化大革命
パックス・パシフィカ -環太平洋構想の系譜と現状- 4-275-00301-2
村屋勲夫／著 OH/Z3/21-4 1109263267
教育社 １９８５．１０
(３１２，３ｐ １９ｃｍ)
Ｗｏｒｌｄ　ｂｏｏｋｓ ◆OH
巻末：参考文献 文化大革命の記憶と忘却 -回想録の出版にみる記憶の個人化と
太平洋経済圏 共同化-
4-315-50225-1 福岡愛子／著

OH/Z3/4-5 1109261295 新曜社 ２００８．８
222.077
(４０６ｐ ２２ｃｍ)

◆OH 中国文化大革命
反市民の政治学 -フィリピンの民主主義と道徳- 4-7885-1119-4
日下渉／著 OH/Z3/25-2 1109301513
法政大学出版局 ２０１３．４
311.7
(３８０，４７ｐ ２０ｃｍ) ◆OH
サピエンティア ペロニズム・権威主義と従属 -ラテンアメリカの政治外交研究
民主主義－フィリピン -
4-588-60330-2 松下洋／著

OH/Z3/30-2 1109301794 有信堂高文社 １９８７．２
(ｘｖｉ，３３５，ｘｘｖｉｉｉｐ ２２ｃｍ)
ラテン・アメリカ－政治・行政 ラテン・アメリカ－対外関係

◆OH 4-8420-6508-7
東アジア液晶パネル産業の発展 -韓国・台湾企業の急速キャッ OH/Z3/4-2 1109261261
チアップと日本企業の対応-
赤羽淳／著
勁草書房 ２０１４．４ ◆OH
549.0922 変貌する中国政治 -漸進路線と民主化-
(２５９ｐ ２２ｃｍ) 唐亮／著
液晶ディスプレイ 東京大学出版会 ２００１．９
4-326-50396-3 (２７８，８ｐ ２２ｃｍ)

OH/Z3/31-3 1109301844 中国－政治・行政
4-13-036206-2

OH/Z3/18-3 1109263101
◆OH

東アジアの国際分業と日本企業 -新たな企業成長への展望-
天野倫文／著 ◆OH
有斐閣 ２００５．８ 暴力と適応の政治学 -インドネシア民主化と地方政治の安定-
(３３１ｐ ２２ｃｍ) 岡本正明／著
国際投資 京都大学学術出版会 ２０１５．６
4-641-16243-3 318.924

OH/Z3/22-2 1109263283 (２９３ｐ ２３ｃｍ)
地域研究叢書
内容：　暴力集団の台頭と「地方政治の安定」

◆OH 地方自治－インドネシア
東アジア冷戦と韓米日関係 4-87698-880-3
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OH/Z3/32-1 1109816320 リーダーシップ-
吉岡政徳／著
風響社 １９９８．１

◆OH (５２２ｐ ２２ｃｍ)
ボクシングと大東亜 -東洋選手権と戦後アジア外交- 引用文献：ｐ４９５～５０８
乗松 優／著 民族－バヌアツ
忘羊社 ２０１６．７ 4-938718-34-0
788.3 OH/Z3/15-2 1109262319
(319p 20cm)
ボクシング-歴史 日本-対外関係-フィリピン-歴史
4-907902-11-7 ◆OH

OH/Z3/33-3 1109813491 毛沢東の朝鮮戦争 -中国が鴨緑江を渡るまで-
朱建栄／著
岩波書店 １９９１．１１

◆OH 221.07
未完の平和 -米中和解と朝鮮問題の変容１９６９～１９７５年 (３６２，５ｐ １９ｃｍ)
- 朝鮮戦争（１９５０～１９５３）
李東俊／著 4-00-002286-5
法政大学出版局 ２０１０．１１ OH/Z3/8-2 1109262012
319.21
(５０８ｐ ２２ｃｍ)
朝鮮問題 アメリカ合衆国－対外関係－中国 ◆OH
4-588-37705-1 ラテンアメリカ危機の構図 -累積債務と民主化のゆくえ-

OH/Z3/28-1 1109301703 細野昭雄，恒川恵市／著
有斐閣 １９８６．４
(１１，３４５ｐ １９ｃｍ)

◆OH 有斐閣選書
民主化の虚像と実像 -タイ現代政治変動のメカニズム- ラテン・アメリカ－経済 ラテン・アメリカ－政治・行政
玉田芳史／著 4-641-18000-8
京都大学学術出版会 ２００３．７ OH/Z3/3-2 1109261212
(３６４ｐ ２３ｃｍ)
地域研究叢書
タイ－政治・行政 ◆OH
4-87698-616-9 リサイクルと世界経済 -貿易と環境保護は両立できるか-

OH/Z3/20-3 1109263200 小島 道一／著
中央公論新社 ２０１８．５
518.523

◆OH (5,224p 18cm)
民主化のパラドックス -インドネシアにみるアジア政治の深層 中公新書
- 資源再利用
本名純／著 4-12-102489-3
岩波書店 ２０１３．１０ OH/Z3/35-6 1110175609
312.24
(２１５ｐ ２０ｃｍ)
インドネシア－政治・行政 民主化－インドネシア ◆OH
4-00-024867-7 歴史経験としてのアメリカ帝国 -米比関係史の群像-

OH/Z3/31-2 1109301836 中野聡／著
岩波書店 ２００７．９
319.530248

◆OH (４０７，５１ｐ ２０ｃｍ)
民主化の比較政治 -東アジア諸国の体制変動過程- アメリカ合衆国－対外関係－フィリピン
武田康裕／著 4-00-002537-9
ミネルヴァ書房 ２００１．１１ OH/Z3/24-3 1109263366
(２５２，２５ｐ ２２ｃｍ)
Ｍｉｎｅｒｖａ人文・社会科学叢書
アジア（東部）－政治・行政 民主政治 ◆OH
4-623-03530-1 歴史の桎梏を越えて -２０世紀日中関係への新視点-

OH/Z3/18-1 1109263085 小林道彦／編著 中西寛／編著
千倉書房 ２０１０．９
210.6

◆OH (３０８ｐ ２２ｃｍ)
〈民主政治〉の自由と秩序 -マレーシア政治体制論の再構築- 内容：　分岐する運命　伊藤博文の中国観　／　瀧井一博著
鈴木絢女／著 日本－対外関係－中国－歴史－近代
京都大学学術出版会 ２０１０．３ 4-8051-0959-5
312.239 OH/Z3/27-6 1109301695
(２９８ｐ ２３ｃｍ)
マレーシア－政治・行政
4-87698-939-3 ◆OH

OH/Z3/27-2 1109301653 魯迅事典
藤井省三／著
三省堂 ２００２．４

◆OH (３２６ｐ ２２ｃｍ)
メラネシアの位階階梯制社会 -北部ラガにおける親族・交換・ 4-385-15358-2
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OH/Z3/19-1 1109263150

◆OH
◆OH Ｃａｐｉｔａｌ　ａｃｃｕｍｕｌａｔｉｏｎ　ｉｎ　Ｔｈａｉ

Ａｎ　Ａｇｅ　ｉｎ　ｍｏｔｉｏｎ -ｐｏｐｕｌａｒ　ｒａｄ ｌａｎｄ -１８５５－１９５５-
ｉｃａｌｉｓｍ　ｉｎ　Ｊａｖａ，　１９１２－１９２６- ｂｙ　Ａｋｉｒａ　Ｓｕｅｈｉｒｏ．
ｂｙ　Ｔａｋａｓｈｉ　Ｓｈｉｒａｉｓｈｉ． Ｃｅｎｔｅｒ　ｆｏｒ　Ｅａｓｔ　Ａｓｉａｎ　Ｃｕｌｔｕｒ
Ｃｏｒｎｅｌｌ　Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ　Ｐｒｅｓｓ １９９ ａｌ　Ｓｔｕｄｉｅｓ １９８９
０ (１６，４２７ｐ ２３ｃｍ)
(２１，３６５ｐ ２５ｃｍ) 4-89656-105-8
0-8014-2188-8 OH/Z3/6-2 1109261485

OH/Z3/7-2 1109261535

◆OH
◆OH Ｃｅｎｔｒａｌ　ｂａｎｋｉｎｇ　ａｓ　ｓｔａｔｅ　ｂｕｉ

Ａｌｉｇｎｍｅｎｔ　ｄｅｓｐｉｔｅ　ａｎｔａｇｏｎｉｓｍ ｌｄｉｎｇ －Ｐｏｌｉｃｙｍａｋｅｒｓ　ａｎｄ　ｔｈｅｉｒ
 -ｔｈｅ　Ｕｎｉｔｅｄ　Ｓｔａｔｅｓ－Ｋｏｒｅａ－Ｊａｐ ｎａｔｉｏｎａｌｉｓｍ　ｉｎ　ｔｈｅ　Ｐｈｉｌｉｐｐｉｎ
ａｎ　ｓｅｃｕｒｉｔｙ　ｔｒｉａｎｇｌｅ- ｅｓ，１９３３－１９６４－
ｂｙ　Ｖｉｃｔｏｒ　Ｄ．　Ｃｈａ． ｂｙ　Ｙｕｓｕｋｅ　Ｔａｋａｇｉ
Ｓｔａｎｆｏｒｄ　Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ　Ｐｒｅｓｓ １９ [京都大学学術出版会]　２０１６
９９ 338.4248
(９，３７３ｐ ２４ｃｍ) （１２，２１４ｐ ２３㎝）
0-8047-3191-8 Ｋｙｏｔｏ ＣＳＥＡＳ ｓｅｒｉｅｓ ｏｎ Ａｓｉａｎ ｓｔｕ

OH/Z3/16-4 1109262574 ｄｉｅｓ
4-87698-969-0

OH/Z3/34-6 1110077102
◆OH

Ａｕｔｈｏｒｉｔａｒｉａｎ　ｃａｐｉｔａｌｉｓｍ -Sovere
ign　ｗｅａｌｔｈ　ｆｕｎｄｓ　ａｎｄ　ｓｔａｔｅ－ｏｗ ◆OH
ｎｅｄ　ｅｎｔｅｒｐｒｉｓｅｓ　ｉｎ　Ｅａｓｔ　Ａｓｉａ Ｃｈｉｎａ’ｓ　ｕｒｂａｎ　ｌａｂｏｒ　ｍａｒｋｅｔ -ａ
　ａｎｄ　ｂｅｙｏｎｄ- 　ｓｔｒｕｃｔｕｒａｌ　ｅｃｏｎｏｍｅｔｒｉｃ　ａｐｐｒ
ｂｙ　Ｒｉｃｈａｒｄ　Ｗ　Ｃａｒｎｅｙ　 ｏａｃｈ-
Ｃａｍｂｒｉｄｇｅ　Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ　Ｐｒｅｓｓ ２ ｂｙ　Ｙａｎｇ　Ｌｉｕ
０１８ 〔京都大学学術出版会〕 ２０１３
(３１６ｐ ２４ｃｍ) 366.222

OH/Z3/35-3 1110175575 (１８７ｐ ２４ｃｍ)
Ｐｒｅｍｉｅｒｅ　ｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎ
4-87698-285-6

◆OH OH/Z3/30-3 1109301802
Ａｖｏｉｄｉｎｇ　ｔｈｅ　ａｐｏｃａｌｙｐｓｅ -ｔｈｅ　
ｆｕｔｕｒｅ　ｏｆ　ｔｈｅ　ｔｗｏ　Ｋｏｒｅａｓ-
ｂｙ　Ｍａｒｃｕｓ　Ｎｏｌａｎｄ． ◆OH
Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ　ｆｏｒ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　 Ｃｒｉｓｉｓ　ａｎｄ　ｃｏｍｐｅｎｓａｔｉｏｎ -ｐｕｂｌ
Ｅｃｏｎｏｍｉｃｓ ２０００．６ ｉｃ　ｐｏｌｉｃｙ　ａｎｄ　ｐｏｌｉｔｉｃａｌ　ｓｔａｂ
(１６，４３１ｐ ２３ｃｍ) ｉｌｉｔｙ　ｉｎ　Ｊａｐａｎ　１９４９－１９８６-
0-88132-278-4 ｂｙ　Ｋｅｎｔ　Ｅ．Ｃａｌｄｅｒ．

OH/Z3/18-5 1109263127 Ｐｒｉｎｃｅｔｏｎ　Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ　Ｐｒｅｓｓ １
９８８
(１８，５５７ｐ ２５ｃｍ)

◆OH 0-691-05650-1
Ｂａｎｋｉｎｇ　ｏｎ　ｓｔａｂｉｌｉｔｙ -Ｊａｐａｎ　ａ OH/Z3/6-3 1109261493
ｎｄ　ｔｈｅ　ｃｒｏｓｓ－Ｐａｃｉｆｉｃ　ｄｙｎａｍｉｃ
ｓ　ｏｆ　ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　ｆｉｎａｎｃｉａｌ
　ｃｒｉｓｉｓ　ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ- ◆OH
ｂｙ　Ｓａｏｒｉ　Ｎ．　Ｋａｔａｄａ． Ｃｕｌｔｕｒｅｓ　ｏｆ　ｃｏｍｍｅｍｏｒａｔｉｏｎ -ｔｈ
Ｔｈｅ　Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ　ｏｆ　Ｍｉｃｈｉｇａｎ　ｐ ｅ　ｐｏｌｉｔｉｃｓ　ｏｆ　ｗａｒ，　ｍｅｍｏｒｙ，　ａ
ｒｅｓｓ ２００１ ｎｄ　ｈｉｓｔｏｒｙ　ｉｎ　ｔｈｅ　Ｍａｒｉａｎａ Ｉｓ
(１６，３０８ｐ ２４ｃｍ) ｌａｎｄｓ-
0-472-11211-2 Ｃａｍａｃｈｏ　Ｋｅｉｔｈ　Ｌ．

OH/Z3/18-6 1109263135 Ｃｅｎｔｅｒ　ｆｏｒ　Ｐａｃｉｆｉｃ　Ｉｓｌａｎｄｓ　Ｓ
ｔｕｄｉｅｓ ２０１１
(１７，２２５ｐ ２３ｃｍ)

◆OH Ｐａｃｉｆｉｃ　ｉｓｌａｎｄｓ　ｍｏｎｏｇｒａｐｈ　ｓｅ
Ｔｈｅ　Ｂｕｓｉｎｅｓｓ　ｏｆ　ｔｈｅ　Ｊａｐａｎｅｓｅ ｒｉｅｓ
　ｓｔａｔｅ -ｅｎｅｒｇｙ　ｍａｒｋｅｔｓ　ｉｎ　ｃｏｍ 0-8248-3670-2
ｐａｒａｔｉｖｅ　ａｎｄ　ｈｉｓｔｏｒｉｃａｌ　ｐｅｒｓ OH/Z3/28-3 1109301729
ｐｅｃｔｉｖｅ-
ｂｙ　Ｒｉｃｈａｒｄ　Ｊ．　Ｓａｍｕｅｌｓ．
Ｃｏｒｎｅｌｌ　Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ　Ｐｒｅｓｓ １９８ ◆OH
７ Ｃｕｒｒｅｎｃｙ　ａｎｄ　ｃｏｎｔｅｓｔ　ｉｎ　Ｅａｓｔ
(１２，３５９ｐ ２４ｃｍ) 　Ａｓｉａ -ｔｈｅ　ｇｒｅａｔ　ｐｏｗｅｒ　ｐｏｌｉｔｉ
0-8014-9462-1 ｃｓ　ｏｆ　ｆｉｎａｎｃｉａｌ　ｒｅｇｉｏｎａｌｉｓｍ-

OH/Z3/4-4 1109261287 ｂｙ　Ｗｉｌｌｉａｍ　Ｗ．　Ｇｒｉｍｅｓ．
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Ｃｏｒｎｅｌｌ　Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ　Ｐｒｅｓｓ ２００
９
(１６，２４８ｐ ２４ｃｍ) ◆OH
0-8014-4689-4 Ｅｍｐｅｒｏｒ　Ｈｉｒｏｈｉｔｏ　ａｎｄ　Ｓｈōｗａ　Ｊ

OH/Z3/26-3 1109301604 ａｐａｎ -ａ　ｐｏｌｉｔｉｃａｌ　ｂｉｏｇｒａｐｈｙ-
ｂｙ　Ｓｔｅｐｈｅｎ　Ｓ．　Ｌａｒｇｅ．
Ｒｏｕｔｌｅｄｇｅ １９９２

◆OH (１２，２４９ｐ ２４ｃｍ)
Ｄｉｌｅｍｍａｓ　ｏｆ　ａ　ｔｒａｄｉｎｇ　ｎａｔｉｏｎ 0-415-03203-2
 -Ｊａｐａｎ ａｎｄ ｔｈｅ Ｕｎｉｔｅｄ Ｓｔａｔｅｓ ｉ OH/Z3/9-3 1109262053
ｎ ｔｈｅ ｅｖｏｌｖｉｎｇ Ａｓｉａｎ－Ｐａｃｉｆｉｃ　
ｏｒｄｅｒ-
ｂｙ　Ｓｏｌｉ´ｓ　Ｍｉｒｅｙａ ◆OH
Ｂｒｏｏｋｉｎｇ　Ｉｎｓｔｉｔｕｔｉｏｎ　Ｐｒｅｓｓ ２ Ａｎ　Ｅｍｐｉｒｅ　ｉｎ　ｅｃｌｉｐｓ -Ｊａｐａｎ　ｉｎ
０１７ 　ｔｈｅ　ｐｏｓｔｗａｒ　Ａｍｅｒｉｃａｎ　ａｌｌｉａｎ
(２８３ｐ ２４ｃｍ) ｃｅ　ｓｙｓｔｅｍ-

OH/Z3/34-1 1110077094 ｂｙ　Ｊｏｈｎ　Ｗｅｌｆｉｅｌｄ．
Ｔｈｅ　Ａｔｈｌｏｎｅ　Ｐｒｅｓｓ １９８８
(５１３ｐ ２５ｃｍ)

◆OH 0-485-11334-1
Ｄｉｐｌｏｍａｃｙ　ｍｅｅｔｓ　ｍｉｇｒａｔｉｏｎ -ＵＳ OH/Z3/7-3 1109261956
　ｒｅｌａｔｉｏｎｓ　ｗｉｔｈ　Ｃｕｂａ　ｄｕｒｉｎｇ　
ｔｈｅ　Ｃｏｌｄ　ｗａｒ-
by　Ｈｉｄｅａｋｉ　Ｋａｍｉ　 ◆OH
Ｃａｍｂｒｉｄｇｅ　Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ　Ｐｒｅｓｓ ２ Ｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔａｌ　ｐｏｌｉｔｉｃｓ　ｉｎ　Ｊａ
０１８ ｐａｎ
(３６０ｐ ２４ｃｍ) ｂｙ　Ｊｅｆｆｒｅｙ　Ｂｒｏａｄｂｅｎｔ．

OH/Z3/35-2 1110175567 Ｃａｍｂｒｉｄｇｅ　Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ　Ｐｒｅｓｓ １
９９８
(１８，４１８ｐ ２４ｃｍ)

◆OH 0-521-56424-7
Ｅａｓｔ　Ａｓｉａｎ　ｒｅｇｉｏｎａｌｉｓｍ OH/Z3/17-5 1109262624
ｂｙ　Ｃｈｒｉｓｔｏｐｈｅｒ　Ｍ．　Ｄｅｎｔ．
Ｒｏｕｔｌｅｄｇｅ ２００８
(２０，３２０ｐ ２５ｃｍ) ◆OH
0-415-43484-3 Ｔｈｅ　Ｆａｂｌｅ　ｏｆ　ｔｈｅ　ｋｅｉｒｅｔｓｕ -ｕｒ

OH/Z3/25-7 1109301562 ｂａｎ　ｌｅｇｅｎｄｓ　ｏｆ　ｔｈｅ　Ｊａｐａｎｅｓｅ　
ｅｃｏｎｏｍｙ-
ｂｙ　Ｙｏｓｈｉｒｏ　Ｍｉｗａ　＆　Ｊ．　Ｍａｒｋ　Ｒａ

◆OH ｍｓｅｙｅｒ
Ｔｈｅ　Ｅｃｏｎｏｍｉｃｓ　ｏｆ　ｒａｐｉｄ　ｇｒｏｗｔ Ｔｈｅ　Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ　ｏｆ　Ｃｈｉｃａｇｏ　Ｐｒ
ｈ -ｔｈｅ　ｅｘｐｅｒｉｅｎｃｅ　ｏｆ　Ｊａｐａｎ　ａｎ ｅｓｓ ２００６
ｄ　Ｋｏｒｅａ- (１３，１８１ｐ ２４ｃｍ)
ｂｙ　Ｄｉｒｋ　Ｐｉｌａｔ． 0-226-53270-4
Ｅ．　Ｅｌｇａｒ １９９４ OH/Z3/23-3 1109263317
(１４，３３４ｐ ２４ｃｍ)
1-85278-762-7

OH/Z3/12-4 1109262202 ◆OH
Ｆａｃｔｉｏｎａｌｉｓｍ　ｉｎ　Ｃｈｉｎｅｓｅ　Ｃｏｍｍ
ｕｎｉｓｔ　ｐｏｌｉｔｉｃｓ

◆OH ｂｙ　Ｊｉｎｇ　Ｈｕａｎｇ．　
Ｔｈｅ　Ｅｍｅｒｇｅｎｃｅ　ｏｆ　Ｊａｐａｎ’ｓ　ｆｏｒ Ｃａｍｂｒｉｄｇｅ　Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ　Ｐｒｅｓｓ ２
ｅｉｇｎ　ａｉｄ　ｐｏｗｅｒ ０００
ｂｙ　Ｒｏｂｅｒｔ　Ｍ．　Ｏｒｒ，Ｊｒ．． (１９，４５８ｐ ２４ｃｍ)
Ｃｏｌｕｍｂｉａ　Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ　Ｐｒｅｓｓ １９ Ｃａｍｂｒｉｄｇｅ　ｍｏｄｅｒｎ　Ｃｈｉｎａ　ｓｅｒｉｅ
９０ ｓ
(１０，１７８ｐ ２４ｃｍ) 0-521-62284-0
0-231-07046-2 OH/Z3/18-7 1109263143

OH/Z3/7-5 1109261972

◆OH
◆OH Ｆｒｅｅｒ　ｍａｒｋｅｔｓ，　ｍｏｒｅ　ｒｕｌｅｓ -ｒｅ

Ｅｍｅｒｇｉｎｇ　ｃｉｖｉｌ　ｓｏｃｉｅｔｙ　ｉｎ　ｔｈ ｇｕｌａｔｏｒｙ　ｒｅｆｏｒｍ　ｉｎ　ａｄｖａｎｃｅｄ　
ｅ　Ａｓｉａ　Ｐａｃｉｆｉｃ　ｃｏｍｍｕｎｉｔｙ -ｎｏｎ ｉｎｄｕｓｔｒｉａｌ　ｃｏｕｎｔｒｉｅｓ-
ｇｏｖｅｒｎｍｅｎｔａｌ　ｕｎｄｅｒｐｉｎｎｉｎｇｓ　ｏ ｂｙ　Ｓｔｅｖｅｎ　Ｋ．　Ｖｏｇｅｌ．
ｆ　ｔｈｅ　ｅｍｅｒｇｉｎｇ　Ａｓｉａ　Ｐａｃｉｆｉｃ　 Ｃｏｒｎｅｌｌ　Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ　Ｐｒｅｓｓ １９９
ｒｅｇｉｏｎａｌ　ｃｏｍｍｕｎｉｔｙ- ５
ｅｄｉｔｅｄ　ｂｙ　Ｔａｄａｓｈｉ　Ｙａｍａｍｏｔｏ． (１２，２９６ｐ ２５ｃｍ)
Ｊａｐａｎ　Ｃｅｎｔｅｒ　ｆｏｒ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎ Ｃｏｒｎｅｌｌ　ｓｔｕｄｉｅｓ　ｉｎ　ｐｏｌｉｔｉｃａｌ
ａｌ　Ｅｘｃｈａｎｇｅ １９９５ 　ｅｃｏｎｏｍｙ
(１５，７４７ｐ ２７ｃｍ) 0-8014-3215-4
981-3055-06-5 OH/Z3/14-3 1109262277

OH/Z3/12-5 1109262210
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Ｓｔａｎｆｏｒｄ　Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ　Ｐｒｅｓｓ ２０
◆OH ０６

Ｇｒｏｗｉｎｇ　ｏｕｔ　ｏｆ　ｔｈｅ　ｐｌａｎ -Ｃｈｉｎ (１７，２５２ｐ ２４ｃｍ)
ｅｓｅ　ｅｃｏｎｏｍｉｃ　ｒｅｆｏｒｍ，　１９７８－１９ Ｅａｓｔ－ｗｅｓｔ　ｃｅｎｔｅｒ　ｓｅｒｉｅｓ　ｏｎ　ｃ
９３- ｏｎｔｅｍｐｏｒａｒｙ　ｉｓｓｕｅｓ　ｉｎ　Ａｓｉａ　ａ
ｂｙ　Ｂａｒｒｙ　Ｎａｕｇｈｔｏｎ． ｎｄ　ｔｈｅ　Ｐａｃｉｆｉｃ
Ｃａｍｂｒｉｄｇｅ　Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ　Ｐｒｅｓｓ １ 0-8047-5429-2
９９５ OH/Z3/24-2 1109263358
(１０，３７９ｐ ２４ｃｍ)
0-521-47055-2

OH/Z3/13-3 1109262244 ◆OH
Ｊａｐａｎ’ｓ　ｆｉｎａｎｃｉａｌ　ｃｒｉｓｉｓ -ｉｎｓ
ｔｉｔｕｔｉｏｎａｌ　ｒｉｇｉｄｉｔｙ　ａｎｄ　ｒｅｌｕ

◆OH ｃｔａｎｔ　ｃｈａｎｇｅ-
Ｈｏｗ　ｐｏｌｉｃｉｅｓ　ｃｈａｎｇｅ -ｔｈｅ　Ｊａｐａ ｂｙ　Ｊｅｎｎｉｆｅｒ　Ａ．　Ａｍｙｘ．
ｎｅｓｅ　ｇｏｖｅｒｎｍｅｎｔ　ａｎｄ　ｔｈｅ　ａｇｉｎ Ｐｒｉｎｃｅｔｏｎ　Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ　Ｐｒｅｓｓ ２
ｇ　ｓｏｃｉｅｔｙ- ００４
ｂｙ　Ｊｏｈｎ　Ｃｒｅｉｇｈｔｏｎ　Ｃａｍｐｂｅｌｌ． (１９，３６５ｐ ２４ｃｍ)
Ｐｒｉｎｃｅｔｏｎ　Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ　Ｐｒｅｓｓ １ 0-691-11447-1
９９２ OH/Z3/21-3 1109263259
(１５，４１８ｐ ２５ｃｍ)
0-691-07884-X

OH/Z3/9-2 1109262004 ◆OH
Ｊａｐａｎ’ｓ　ｎａｔｉｏｎａｌ　ｓｅｃｕｒｉｔｙ -ｓｔ
ｒｕｃｔｕｒｅｓ，　ｎｏｒｍｓ　ａｎｄ　ｐｏｌｉｃｙ　ｒ

◆OH ｅｓｐｏｎｓｅｓ　ｉｎ　ａ　ｃｈａｎｇｉｎｇ　ｗｏｒｌｄ
Ｉｍｐｏｒｔｉｎｇ　ｄｉｖｅｒｓｉｔｙ -ｉｎｓｉｄｅ　Ｊ -
ａｐａｎ’ｓ　ＪＥＴ　Ｐｒｏｇｒａｍ- ｂｙ　Ｐｅｔｅｒ　Ｊ．　Ｋａｔｚｅｎｓｔｅｉｎ　ａｎｄ　
ＭｃＣｏｎｎｅｌｌ　Ｄａｖｉｄ　Ｌ． Ｎｏｂｕｏ　Ｏｋａｗａｒａ．
Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ　ｏｆ　Ｃａｌｉｆｏｒｎｉａ　Ｐｒｅ Ｅａｓｔ　Ａｓｉａ　ｐｒｏｇｒａｍ　　Ｃｏｒｎｅｌｌ　Ｕ
ｓｓ ２０００ ｎｉｖｅｒｓｉｔｙ １９９３
(１８，３２８ｐ ２４ｃｍ) (１２，２８８ｐ ２２ｃｍ)
0-520-21636-9 Ｃｏｒｎｅｌｌ　Ｅａｓｔ　Ａｓｉａ　ｓｅｒｉｅｓ

OH/Z3/17-6 1109262632 0-939657-58-9
OH/Z3/10-2 1109262095

◆OH
Ｊａｐａｎ -ｆａｃｉｎｇ　ｅｃｏｎｏｍｉｃ　ｍａｔｕｒｉ ◆OH
ｔｙ- Ｊａｐａｎ，　ｔｈｅ　ＵＳ，　ａｎｄ　ｒｅｇｉｏｎａｌ　
ｂｙ　Ｅｄｗａｒｄ　Ｊ．　Ｌｉｎｃｏｌｎ． ｉｎｓｔｉｔｕｔｉｏｎ－ｂｕｉｌｄｉｎｇ　ｉｎ　ｔｈｅ　
Ｔｈｅ　Ｂｒｏｏｋｉｎｇｓ　Ｉｎｓｔｉｔｕｔｉｏｎ １９ ｎｅｗ　Ａｓｉａ -ｗｈｅｎ　ｉｄｅｎｔｉｔｙ　ｍａｔｔｅ
８８ ｒｓ-
(１３，２９８ｐ ２４ｃｍ) ｂｙ　Ｋｕｎｉｋｏ　Ａｓｈｉｚａｗａ．
0-8157-5259-8 Ｐａｌｇｒａｖｅ　ｍａｃｍｉｌｌａｎ ２０１３

OH/Z3/5-3 1109261444 (１３，２７１ｐ ２３ｃｍ)
1-137-30773-6

OH/Z3/31-1 1109301828
◆OH

Ｔｈｅ　Ｊａｐａｎｅｓｅ　ｅｘｐｅｒｉｅｎｃｅ　ｏｆ　ｅ
ｃｏｎｏｍｉｃ　ｒｅｆｏｒｍｓ ◆OH
ｅｄｉｔｅｄ　ｂｙ　Ｊｕｒｏ　Ｔｅｒａｎｉｓｈｉ　ａｎｄ Ｍａｄｅ　ｉｎ　Ａｍｅｒｉｃａ -ｒｅｇａｉｎｉｎｇ　ｔｈ
　Ｙｕｔａｋａ　Ｋｏｓａｉ． ｅ　ｐｒｏｄｕｃｔｉｖｅ　ｅｄｇｅ-
Ｓｔ．　Ｍａｒｔｉｎ’ｓ　ｐｒｅｓｓ １９９３ ｂｙ　Ｍｉｃｈａｅｌ　Ｌ．　Ｄｅｒｔｏｕｚｏｓ．．．　［
(９，３９８ｐ ２３ｃｍ) ｅｔ　ａｌ．］
0-312-08560-5 ＭＩＴ　ｐｒｅｓｓ １９８９

OH/Z3/10-3 1109262103 (１０，３４４ｐ ２４ｃｍ)
0-691-05650-1

OH/Z3/6-5 1109261519
◆OH

Ｔｈｅ　Ｊａｐａｎｅｓｅ　ｗａｙ　ｏｆ　ｐｏｌｉｔｉｃｓ
ｂｙ　Ｇｅｒａｌｄ　Ｌ．　Ｃｕｒｔｉｓ． ◆OH
Ｃｏｌｕｍｂｉａ　Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ　Ｐｒｅｓｓ １９ Ｔｈｅ　Ｍａｒｋｅｔ　ａｎｄ　ｂｅｙｏｎｄ -ｃｏｏｐｅｒ
８８ ａｔｉｏｎ　ａｎｄ　ｃｏｍｐｅｔｉｔｉｏｎ　ｉｎ　ｉｎｆ
(１６，３０１ｐ ２４ｃｍ) ｏｒｍａｔｉｏｎ　ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ　ｄｅｖｅｌｏｐｍ
政治日本 ｅｎｔ　ｉｎ　ｔｈｅ　Ｊａｐａｎｅｓｅ　ｓｙｓｔｅｍ-
0-231-06680-5 ｂｙ　Ｍａｒｔｉｎ　Ｆｒａｎｓｍａｎ．

OH/Z3/5-4 1109261451 Ｃａｍｂｒｉｄｇｅ　Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ　Ｐｒｅｓｓ １
９９０
(１５，３３３ｐ ２４ｃｍ)

◆OH 0-521-26803-6
Ｊａｐａｎ’ｓ　ｄｕａｌ　ｃｉｖｉｌ　ｓｏｃｉｅｔｙ -ｍ OH/Z3/7-4 1109261964
ｅｍｂｅｒｓ　ｗｉｔｈｏｕｔ　ａｄｖｏｃａｔｅｓ-
ｂｙ　Ｒｏｂｅｒｔ　Ｐｅｋｋａｎｅｎ．
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◆OH
Ｍｕｌｔｉｎａｔｉｏｎａｌｓ　ａｎｄ　Ｅａｓｔ　Ａｓｉａ
ｎ　ｉｎｔｅｇｒａｔｉｏｎ ◆OH
ｅｄｉｔｅｄ　ｂｙ　Ｗｅｎｄｙ　Ｄｏｂｓｏｎ　ａｎｄ　Ｃ Ｐａｃｉｆｉｃ　Ｅｃｏｎｏｍｉｃ　Ｃｏｍｍｕｎｉｔｙ　Ｓ
ｈｉａ　Ｓｉｏｗ　Ｙｕｅ． ｔａｔｉｓｔｉｃｓ １９８４
Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ　Ｒｅ Ｐａｃｉｆｉｃ　Ｂａｓｉｎ　Ｅｃｏｎｏｍｉｃ　Ｃｏｕｎｃ
ｓｅａｒｃｈ　Ｃｅｎｔｒｅ １９９７ ｉｌ １９８４．３
(１３，３１１ｐ ２５ｃｍ) (１９５ｐ ３０ｃｍ)
981-3055-60-X OH/Z3/4-5B 1109261394

OH/Z3/14-4 1109262285

◆OH
◆OH Ｐａｃｉｆｉｃ　Ｅｃｏｎｏｍｉｃ　Ｃｏｍｍｕｎｉｔｙ　Ｓ

Ｔｈｅ　Ｎｏｒｔｈｅｒｎ　Ｔｅｒｒｉｔｏｒｉｅｓ　ｄｉｓ ｔａｔｉｓｔｉｃｓ １９８８
ｐｕｔｅ　ａｎｄ　Ｒｕｓｓｏ－Ｊａｐａｎｅｓｅ　ｒｅｌａ Ｐａｃｉｆｉｃ　Ｂａｓｉｎ　Ｅｃｏｎｏｍｉｃ　Ｃｏｕｎｃ
ｔｉｏｎｓ ｖｏｌ．１ ｉｌ １９８８．３
ｂｙ　Ｔｓｕｙｏｓｈｉ　Ｈａｓｅｇａｗａ． (２１３ｐ ３０ｃｍ)
Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ　ｏｆ　Ｃａｌｉｆｏｒｎｉａ，Ｉｎｔ OH/Z3/4-5D 1109261410
ｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　ａｎｄ　Ａｒｅａ　Ｓｔｕｄｉｅｓ 
１９９８
(１１，２１６ｐ ２４ｃｍ) ◆OH
0-87725-197-5 Ｐａｓｙｏｎ　ａｎｄ　ｒｅｖｏｌｕｔｉｏｎ -ｐｏｐｕｌａ

OH/Z3/15-5A 1109262343 ｒ　ｍｏｖｅｍｅｎｔｓ　ｉｎ　ｔｈｅ　Ｐｈｉｌｉｐｐｉｎ
ｅｓ　１８４０－１９１０-
ｂｙ　Ｒｅｙｎａｌｄｏ　Ｃｌｅｍｅñａ　Ｉｌｅｔｏ．

◆OH Ａｔｅｎｅｏ　ｄｅ　Ｍａｎｉｌａ　Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ　
Ｔｈｅ　Ｎｏｒｔｈｅｒｎ　Ｔｅｒｒｉｔｏｒｉｅｓ　ｄｉｓ Ｐｒｅｓｓ １９７９
ｐｕｔｅ　ａｎｄ　Ｒｕｓｓｏ－Ｊａｐａｎｅｓｅ　ｒｅｌａ (３４４ｐ ２３ｃｍ)
ｔｉｏｎｓ ｖｏｌ．２ OH/Z3/2-4 1109261139
ｂｙ　Ｔｓｕｙｏｓｈｉ　Ｈａｓｅｇａｗａ．
Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ　ｏｆ　Ｃａｌｉｆｏｒｎｉａ，Ｉｎｔ
ｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　ａｎｄ　Ａｒｅａ　Ｓｔｕｄｉｅｓ ◆OH
１９９８ Ｔｈｅ　Ｐｏｌｉｔｉｃｓ　ｏｆ　ａｇｒｉｃｕｌｔｕｒｅ　
(２１９－７０３ｐ ２４ｃｍ) ｉｎ　Ｊａｐａｎ
0-87725-197-5 ｂｙ　Ｇｅｏｒｇｅ　Ｍｕｌｇａｎ　Ａｕｒｅｌｉａ．

OH/Z3/15-5B 1109262350 Ｒｏｕｔｌｅｄｇｅ ２０００
(２３，８５６ｐ ２４ｃｍ)
Ｔｈｅ　Ｎｉｓｓａｎ　Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ／Ｒｏｕｔｌｅｄ

◆OH ｇｅ　Ｊａｐａｎｅｓｅ　ｓｔｕｄｉｅｓ　ｓｅｒｉｅｓ
Ｏｒｇａｎｉｚｉｎｇ　Ｃｈｉｎａ -ｔｈｅ　ｐｒｏｂｌｅｍ 0-415-22346-6
　ｏｆ　ｂｕｒｅａｕｃｒａｃｙ　１９４９－１９７６- OH/Z3/17-7 1109263077
ｂｙ　Ｈａｒｒｙ　Ｈａｒｄｉｎｇ．
Ｓｔａｎｆｏｒｄ　Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ　Ｐｒｅｓｓ １９
８１ ◆OH
(ｘｉ，４１８ｐ ２４ｃｍ) Ｔｈｅ　Ｐｏｓｔｗａｒ　ｒａｐｐｒｏｃｈｅｍｅｎｔ　ｏｆ
0-8047-1080-5 　Ｍａｌａｙａ　ａｎｄ　Ｊａｐａｎ，　１９４５－６１ -ｔ

OH/Z3/2-5 1109261147 ｈｅ　ｒｏｌｅｓ　ｏｆ　Ｂｒｉｔａｉｎ　ａｎｄ　Ｊａｐａ
ｎ　ｉｎ　Ｓｏｕｔｈ－Ｅａｓｔ　Ａｓｉａ-
ｂｙ　Ｊｕｎｋｏ　Ｔｏｍａｒｕ．

◆OH Ｍａｃｍｉｌｌａｎ　Ｐｒｅｓｓ ２０００
Ｐａｃｉｆｉｃ　Ｂａｓｉｎ　ｉｎｄｕｓｔｒｉｅｓ　ｉｎ　 (１４，３１７ｐ ２３ｃｍ)
ｄｉｓｔｒｅｓｓ -ｓｔｒｕｃｔｕｒａｌ　ａｄｊｕｓｔｍｅ Ｓｔ．　Ａｎｔｏｎｙ’ｓ　ｓｅｒｉｅｓ
ｎｔ　ａｎｄ　ｔｒａｄｅ　ｐｏｌｉｃｙ　ｉｎ　ｔｈｅ　ｎ 0-333-74658-9
ｉｎｅ　ｉｎｄｕｓｔｒｉａｌｉｚｅｄ　ｅｃｏｎｏｍｉｅｓ OH/Z3/17-3 1109262608
-
ｅｄｉｔｅｄ　ｂｙ　Ｈｕｇｈ　Ｐａｔｒｉｃｋ　ｗｉｔｈ　
　Ｌａｒｒｙ　Ｍｅｉｓｓｎｅｒ． ◆OH
Ｃｏｌｕｍｂｉａ　Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ　Ｐｒｅｓｓ １９ Ｐｏｖｅｒｔｙ，　ｅｑｕａｌｉｔｙ，　ａｎｄ　ｇｒｏｗｔ
９１ ｈ -ｔｈｅ　ｐｏｌｉｔｉｃｓ　ｏｆ　ｅｃｏｎｏｍｉｃ　ｎ
(１５，４８２ｐ ２４ｃｍ) ｅｅｄ　ｉｎ　ｐｏｓｔｗａｒ　Ｊａｐａｎ-
0-231-07570-7 ｂｙ　Ｄｅｂｏｒａｈ　Ｊ．　Ｍｉｌｌｙ．

OH/Z3/8-4 1109262020 Ｈａｒｖａｒｄ　Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ　Ａｓｉａ　Ｃｅｎｔ
ｅｒ １９９９
(１４，３８６ｐ ２４ｃｍ)

◆OH 0-674-69475-9
Ｔｈｅ　Ｐａｃｉｆｉｃ　ｃｅｎｔｕｒｙ -Ａｍｅｒｉｃａ　 OH/Z3/16-3 1109262566
ａｎｄ　Ａｓｉａ　ｉｎ　ａ　ｃｈａｎｇｉｎｇ　ｗｏｒｌｄ
-
ｂｙ　Ｆｒａｎｋ　Ｇｉｂｎｅｙ． ◆OH
Ｃ．　Ｓｃｒｉｂｎｅｒ’ｓ　Ｓｏｎｓ １９９２ Ｔｈｅ　Ｐｒｏｂｌｅｍ　ｏｆ　ｂｕｒｅａｕｃｒａｔｉｃ　
(１１，５９６ｐ ２４ｃｍ) ｒａｔｉｏｎａｌｉｔｙ　ａｎｄ　ｒｉｖａｌｒｙ -ｔａｘ　
0-684-19349-3 ｐｏｌｉｔｉｃｓ　ｉｎ　Ｊａｐａｎ-

OH/Z3/9-5 1109262079 ｂｙ　Ｊｕｎｋｏ　Ｋａｔｏ．
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Ｐｒｉｎｃｅｔｏｎ　Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ　Ｐｒｅｓｓ １ Ｓｔｕｄｉｅｓ　ｏｆ　ｔｈｅ　Ｅａｓｔ　Ａｓｉａｎ　Ｉｎ
９９４ ｓｔｉｔｕｔｅ
(１３，３２７ｐ ２５ｃｍ) 0-231-11348-X
0-691-03451-6 OH/Z3/17-4 1109262616

OH/Z3/11-3 1109262145

◆OH
◆OH Ｕｎｆｉｎｉｓｈｅｄ　ｂｕｓｉｎｅｓｓ -Ａｙｕｋａｗａ　

Ｒｅｇｉｏｎａｌｉｓｍ　ａｎｄ　ｒｉｖａｌｒｙ -Ｊａｐａ Ｙｏｓｈｉｓｕｋｅ　ａｎｄ　Ｕ．Ｓ．－Ｊａｐａｎ　ｒｅｌ
ｎ　ａｎｄ　ｔｈｅ　Ｕｎｉｔｅｄ　Ｓｔａｔｅｓ　ｉｎ　Ｐ ａｔｉｏｎｓ，１９３７－１９５３-
ａｃｉｆｉｃ　Ａｓｉａ- ｂｙ　Ｈａｒｕｏ　Ｉｇｕｃｈｉ．
ｅｄｉｔｅｄ　ｂｙ　Ｊｅｆｆｒｅｙ　Ａ．　Ｆｒａｎｋｅｌ Ｈａｒｖａｒｄ　Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ　Ａｓｉａ　Ｃｅｎｔ
　ａｎｄ　Ｍｉｌｅｓ　Ｋａｈｌｅｒ． Ｋａｈｌｅｒ　Ｍｉ ｅｒ ２００３
ｌｅｓ (８，３６２ｐ ２４ｃｍ)
Ｔｈｅ　Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ　ｏｆ　Ｃｈｉｃａｇｏ　Ｐｒ 0-674-00374-8
ｅｓｓ １９９３ OH/Z3/20-5 1109263226
(１０，４７２ｐ ２４ｃｍ)
Ａ　Ｎａｔｉｏｎａｌ　Ｂｕｒｅａｕ　ｏｆ　Ｅｃｏｎｏｍｉ
ｃ　Ｒｅｓｅａｒｃｈ　ｃｏｎｆｅｒｅｎｃｅ　ｒｅｐｏｒｔ ◆OH
0-226-25999-4 Ｔｈｅ　ＵＳ－Ｊａｐａｎ　ａｌｌｉａｎｃｅ -ｂａｌａｎｃ

OH/Z3/10-4 1109262111 ｉｎｇ　ｓｏｆｔ　ａｎｄ　ｈａｒｄ　ｐｏｗｅｒ　ｉｎ　Ｅ
ａｓｔ　Ａｓｉａ-
ｅｄｉｔｅｄ　ｂｙ　Ｄａｖｉｄ　Ａｒａｓｅ　ａｎｄ　Ｔｓ

◆OH ｕｎｅｏ　Ａｋａｈａ． Ａｋａｈａ　Ｔｓｕｎｅｏ
Ｓｏｌｏ　ｉｎ　ｔｈｅ　ｎｅｗ　ｏｒｄｅｒ -ｌａｎｇｕａ Ｒｏｕｔｌｅｄｇｅ ２０１０
ｇｅ　ａｎｄ　ｈｉｅｒａｒｃｈｙ　ｉｎ　ａｎ　Ｉｎｄｏｎ (１３，１８４ｐ ２５ｃｍ)
ｅｓｉａｎ　ｃｉｔｙ- 0-415-48713-9
ｂｙ　Ｊａｍｅｓ　Ｔ．　Ｓｉｅｇｅｌ． OH/Z3/27-5 1109301687
Ｐｒｉｎｃｅｔｏｎ　Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ　Ｐｒｅｓｓ １
９８６
(８，３３８ｐ ２４ｃｍ) ◆OH
0-691-09427-6 Ｗａｒ　ｗｉｔｈｏｕｔ　ｍｅｒｃｙ -ｒａｃｅ　ａｎｄ　ｐ

OH/Z3/3-5 1109261246 ｏｗｅｒ　ｉｎ　ｔｈｅ　Ｐａｃｉｆｉｃ　Ｗａｒ-
ｂｙ　Ｊｏｈｎ　Ｗ．　Ｄｏｗｅｒ．
Ｐａｎｔｈｅｏｎ　Ｂｏｏｋｓ １９８６

◆OH (１２，３９９ｐ ２４ｃｍ)
Ｓｏｖｉｅｔ　ｆｏｒｅｉｇｎ　ｐｏｌｉｃｙ　ａｎｄ　Ｓｏ 0-394-75172-8
ｕｔｈｅａｓｔ　Ａｓｉａ OH/Z3/5-5 1109261469
ｂｙ　Ｌｅｓｚｅｋ　Ｂｕｓｚｙｎｓｋｉ．
Ｃｒｏｏｍ　Ｈｅｌｍ １９８６
(３０３ｐ ２３ｃｍ) ◆OH
0-7099-3221-9 Ｗｅｌｆａｒｅ　ａｎｄ　ｃａｐｉｔａｌｉｓｍ　ｉｎ　ｐｏ

OH/Z3/4-3 1109261279 ｓｔｗａｒ　Ｊａｐａｎ
ｂｙ　Ｍａｒｇａｒｉｔａ　Ｅｓｔéｖｅｚ－Ａｂｅ．
Ｃａｍｂｒｉｄｇｅ　Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ　Ｐｒｅｓｓ ２

◆OH ００８
Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ　ｔｒａｎｓｆｅｒ　ａｎｄ　ｈｕｍａ (１５，３４０ｐ ２４ｃｍ)
ｎ　ｆａｃｔｏｒｓ Ｃａｍｂｒｉｄｇｅ　ｓｔｕｄｉｅｓ　ｉｎ　ｃｏｍｐａｒａ
ｂｙ　Ｃｈａｒｌｅｓ　Ｔ．　Ｓｔｅｗａｒｔ　Ｊｒ．　，Ｙ ｔｉｖｅ　ｐｏｌｉｔｉｃｓ
ａｓｕｍｉｔｓｕ　Ｎｉｈｅｉ． 0-521-72221-6
Ｌｅｘｉｎｇｔｏｎ　Ｂｏｏｋｓ １９８７ OH/Z3/25-3 1109301521
(１３，２００ｐ ２４ｃｍ)
0-669-14251-4

OH/Z3/3-4 1109261238 ◆OH
Ｗｅｌｆａｒｅ　ｐｏｌｉｃｙ　ａｎｄ　ｐｏｌｉｔｉｃｓ　
ｉｎ　Ｊａｐａｎ -ｂｅｙｏｎｄ　ｔｈｅ　ｄｅｖｅｌｏｐｍ

◆OH ｅｎｔａｌ　ｓｔａｔｅ-
Ｔｈａｉｌａｎｄ -ｔｈｅ　ｐｏｌｉｔｉｃｓ　ｏｆ　ｄｅｓ ｂｙ　Ｓｔｅｐｈｅｎ　Ｊ．　Ａｎｄｅｒｓｏｎ．
ｐｏｔｉｃ　ｐａｔｅｒｎａｌｉｓｍ- Ｐａｒａｇｏｎ　Ｈｏｕｓｅ １９９３
ｂｙ　Ｔｈａｋ　Ｃｈａｌｏｅｍｔｉａｒａｎａ． (７，１９４ｐ ２４ｃｍ)
Ｓｏｃｉａｌ　Ｓｃｉｅｎｃｅ　Ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ　ｏ 1-56924-953-9
ｆ　Ｔｈａｉｌａｎｄ １９７９ OH/Z3/11-4 1109262152
(ｘｘｘ，３５７ｐ ２４ｃｍ)

OH/Z3/1-4 1109261089
◆OH

Ｗｈｙ　ａｄｊｕｄｉｃａｔｅ？ -ｅｎｆｏｒｃｉｎｇ　ｔｒ
◆OH ａｄｅ　ｒｕｌｅｓ　ｉｎ　ｔｈｅ　ＷＴＯ-

Ｔｒａｎｓ－Ｐａｃｉｆｉｃ　ｒａｃｉｓｍｓ　ａｎｄ　ｔｈ ｂｙ　Ｃｈｒｉｓｔｉｎａ　Ｌ．　Ｄａｖｉｓ
ｅ　Ｕ．Ｓ．　ｏｃｃｕｐａｔｉｏｎ　ｏｆ　Ｊａｐａｎ Ｐｒｉｎｃｅｔｏｎ　Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ　Ｐｒｅｓｓ ２
ｂｙ　Ｙｕｋｉｋｏ　Ｋｏｓｈｉｒｏ． ０１２
Ｃｏｌｕｍｂｉａ　Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ　Ｐｒｅｓｓ １９ (１６，３２６ｐ ２４ｃｍ)
９９ 0-691-15276-9
(１０，２９５ｐ ２４ｃｍ) OH/Z3/30-1 1109301786
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