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◆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
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◆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

- 10 -－217－



◆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-

- 14 -－221－



◆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
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(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

- 49 -－256－



◆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
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(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

- 1 -－268－



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
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◆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)
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◆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
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◆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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