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◆OH (１０，４９８ｐ ２２ｃｍ)
アメリカ ２ 世界史 ローマ帝国 インド－歴史－古代 東南アジア－歴史－
世界文化社 １９６４．８ 古代
(１５０ｐ ２８ｃｍ) OH/20/112 1108960061
世界文化シリーズ

OH/20/84 1109029254
◆OH

岩波講座世界歴史 第４（古代第４東アジア世界の形成第１）
◆OH 岩波書店 １９７０．５

アメリカ １ (４８６ｐ ２２ｃｍ)
世界文化社 １９６４．７ 総説（西嶋定生）黄河文明の形成（関野進）殷周国家の構造（
(１４６ｐ ２８ｃｍ) 松丸道雄）古典の形成（松本雅明）春秋戦国時代の社会と国家
世界文化シリーズ （増淵竜夫）諸子百家論（小倉芳彦）皇帝支配の成立（西嶋定

OH/20/38 1109029155 生）漢王朝の支配機構（大庭脩）均輸・平準と塩鉄専売（影山
剛）儒教の成立（板野長八）王奔政権の出現（河地重造）後漢
王朝と豪族（五井直弘）漢帝国と周辺諸民族（栗原朋信）

◆OH 世界史 アジア（東部）－歴史－古代
イギリス OH/20/113 1108960079
世界文化社 １９６６．４
(１４６ｐ ２８ｃｍ)
世界文化シリーズ ◆OH

OH/20/34 1109029114 岩波講座世界歴史 第５（古代第５東アジア世界の形成第２）
岩波書店 １９７０．９
(４７４ｐ ２２ｃｍ)

◆OH 総説（堀敏一）黄巾の乱と五斗米道（大淵忍爾）曹操政権論（
イタリア 好並隆司）貴族制社会の成立（川勝義雄）六朝士大夫の精神生
世界文化社 １９６４．９ 活（吉川忠夫）南朝の国家と社会（越智重明）拓跋国家の展開
(１４６ｐ ２８ｃｍ) と貴族制の再編（谷川道雄）隋唐帝国の成立（布目潮[フウ]）
世界文化シリーズ 律令官制の形成（池田温）良賤制の展開とその性格（尾形勇）

OH/20/85 1109029262 均田制と租庸調制の展開（堀敏一）府兵制度の展開（菊池英夫
）唐中期の政治と社会（礦波護）
世界史 アジア（東部）－歴史－古代 中央アジア－歴史－古代

◆OH OH/20/114 1108960087
岩波講座世界歴史 第1（古代 第１古代オリエント世界・地中
海世界 第１） 
岩波書店 １９６９．５ ◆OH
(１９，５５１ｐ ２２ｃｍ) 岩波講座世界歴史 第６（古代第６東アジア世界の形成第３）
総説（杉勇）古代オリエントにおける灌漑文明の成立（川村喜 岩波書店 １９７１．１
一）「神王国家」の出現と「庶民国家」（屋形禎亮） シュメ (５２０ｐ ２２ｃｍ)
ールの国家と社会（山本茂，前川和也）ハンムラピ時代の国家 朝鮮・日本における国家の成立（井上秀雄）律令国家群の形成
と社会（黒田和彦）印欧語族の移動とヒッタイト王国の擡頭（ （井上光貞，武田幸男）漢字文化圏の形成（藤堂明保）中国仏
岸本通夫）イク=エン=アテンとその時代（屋形禎亮）エジプト 教の展開と東アジア仏教圏の成立（鎌田茂雄）安史の乱と藩鎮
新王国の社会と経済（中山伸一）世界帝国の成立とその構造－ 体制の展開（栗原益男）両税法の成立とその展開（松井秀一）
アッシリア帝国からペルシア帝国へ（杉勇，佐藤進）東地中海 唐末の民衆叛乱と五代の形勢（松井秀一）内陸アジア世界の形
沿岸諸国の隆替－前1200年まで（並木浩一）イスラエルにおけ 成 総説（佐藤長）ユーラシア草原世界の形成（岡崎敬）中央
る政治と宗教（関根正雄）地中海世界第１総説（太田秀通）エ アジア・オアシス都市国家の性格（榎一雄）北アジア・古代遊
ーゲ文明とホメロスの世界（太田秀通）ポリスの成立（藤縄謙 牧国家の構造（護雅夫）遊牧国家の中央アジア支配と中国王朝
三）貴族政の発展と僭主政の出現（清水昭次，安藤弘）アテナ （嶋崎昌）ソグド人の東方活動（羽田明）東西文化の交流（羽
イとスパルタの国制（岩田拓郎） 田明）トルキスタンの成立（山田信夫）チベット民族の統一と
世界史 ラマ教の成立（佐藤長）

OH/20/110 1108960046 世界史 アジア（東部）－歴史－古代
OH/20/115 1108960095

◆OH
岩波講座世界歴史 第２（古代 第２地中海世界第２） ◆OH
岩波書店 １９６９．９ 岩波講座世界歴史 第７（中世第１中世ヨーロッパ世界第１）
(７，４９０ｐ ２２ｃｍ) 岩波書店 １９６９．６
アテナイ民主政の成立と発展（三浦一郎，馬場恵二）古代ギリ (４６１ｐ ２２ｃｍ)
シア市民-殺人についての意識をめぐって（村川堅太郎）古典 総説（堀米庸三）末期ローマ帝国の体制（弓削達）ゲルマン民
期のポリス社会とその変質（伊藤貞夫）ローマ共和政の成立と 族・大移動・部族国家（中村宏，野崎直治，石川操）イスラム
発展（鈴木一州）アレクサンドロスとヘレニズム世界（大牟田 の発展と地中海世界（平城照介）中世初期の社会と経済（森本
章等）ローマと地中海世界（長谷川博隆）内乱の一世紀（長谷 芳樹）八－九世紀初頭のビザンツ帝国とフランク王国（渡辺金
川博隆）ローマ元首政の起源（吉村忠典）原始キリスト教の成 一，田中陽児）カトリック世界の成立（今野国雄）外民族の侵
立（荒井献）古典古代社会の基本構造と奴隷制（太田秀通）地 入と中世諸国家の成立（堀米庸三，木村豊）大陸封建社会（石
中海世界のローマ化と都市化（高橋秀）大土地所有の発展とコ 川武，木村尚三郎）アングローサクソンの社会とその封建化（
ロナート制の成立（浅香正） 田中正義）中世法の理念と現実（世良晃志郎）ビザンツ世界の
世界史 国家と経済（米田治泰）

OH/20/111 1108960053 世界史 ヨーロッパ－歴史－中世
OH/20/116 1108960103

◆OH
岩波講座世界歴史 第３（古代第３地中海世界第３） ◆OH
岩波書店 １９７０．１ 岩波講座世界歴史 第８（中世第２西アジア世界）
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岩波書店 １９６９．１０ OH/20/121 1108961358
(４２９ｐ ２２ｃｍ)
内容：西アジア世界
世界史 アジア（西部）－歴史－中世 ◆OH

OH/20/117 1108961317 岩波講座世界歴史 第１３（中世第７内陸アジア世界の展開第
２）
岩波書店 １９７１．５

◆OH (４９７ｐ ２２ｃｍ)
岩波講座世界歴史 第９（中世第３内陸アジア世界の展開第１ 総説(佐藤長) モンゴリアの分裂と統一(萩原淳平) トルキスタ
） ンの諸ハン国(佐口透) オイラート族の発展(若松寛) 内陸アジ
岩波書店 １９７０．２ アと清朝(佐藤長,佐口透) 国際商業の展開(佐口透) 南アジア
(５５０ｐ ２２ｃｍ) 世界の展開 総説(荒松雄) 11-13世紀北インドの国家と社会(山
総説(護雅夫) 遼王朝の成立とその国家構造(愛宕松男) 金王朝 崎利雄) インドにおけるムスリム支配の成立(荒松雄) ムガル
の成立とその国家構造(河内良弘) 西夏王国の性格とその文化( 支配期の農村社会と支配体制(松井透) デカン諸王国とラージ
西田竜雄) モンゴル帝国の成立と分裂(村上正二) 「タタール プト体制(深沢宏) ヴィジャヤナガルの政治と社会(辛島昇) ヒ
の平和」(佐口透) 東アジア世界の展開第1 総説(佐伯富) 宋朝 ンドゥー思想の変革(高崎直道) マラータとシクー地域民族国
集権官僚制の成立(佐伯富) 王安石の新法(梅原郁) 南宋政権の 家の成立と崩壊(深沢宏) ムスリム支配下における宗教と政治
推移(山内正博) 元の中国支配と漢民族社会(愛宕松男) 郷村制 権力(荒松雄) 東南アジアの社会と国家の変貌(和田久徳) 
の展開(柳田節子) 大土地所有と佃戸制の展開(草野靖) 商工業 世界史 中央アジア－歴史－中世 インド－歴史－中世 東南ア
と都市の発展(斯波義信) 宋学の展開(島田虔次) 庶民文化の誕 ジア－歴史－中世
生(尾上兼英) 新羅の滅亡と高麗朝の展開(武田幸男) 東アジア OH/20/122 1108961366
通交関係の形成(田中健夫) 
世界史 アジア（東部）－歴史－中世 中央アジア－歴史－中世

OH/20/118 1108961325 ◆OH
岩波講座世界歴史  第１４ （近代 第1 近代世界の形成第1）
岩波書店 １９６９．７

◆OH (４７３ｐ ２２ｃｍ)
岩波講座世界歴史 第１０（中世第４中世ヨーロッパ世界第２ 総説(越智武臣) 国際政治の展開(成瀬治) ヨーロッパ経済の変
） 動(越智武臣) 絶対王政期の社会構造(篠塚信義,遅塚忠躬,藤瀬
岩波書店 １９７０．６ 浩司) 民衆運動と国家(富岡次郎,千葉治男,瀬原義生) 宗教改
(４８６ｐ ２２ｃｍ) 革とその波紋(有賀弘等) 
総説(堀米庸三) グレゴリウス改革と叙任権闘争(堀米庸三) 「 世界史 ヨーロッパ－歴史－近代
商業の復活」と都市の発生(佐々木克巳) 十字軍とビザンツ世 OH/20/123 1108961374
界(木村豊,渡辺金一) 十二世紀ルネサンスと西ヨーロッパ文明
(伊東俊太郎) 正統と異端(今野国雄,渡辺昌美) 十二・十三世
紀の西ヨーロッパ諸国(佐藤伊久男,渡辺昌美,山田欣吾) 中世 ◆OH
中期の社会と経済(松垣裕等) 大学の発達とスコラ学(森洋,今 岩波講座世界歴史 第１５ （近代第２近代世界の形成第２）
道友信) ロマネスクとゴシックの世界(柳宗玄) 岩波書店 １９６９．１１
世界史 ヨーロッパ－歴史－中世 (４４４ｐ ２２ｃｍ)

OH/20/119 1108961333 十六・十七世紀の西ヨーロッパ諸国(井上幸治等) 十六・十七
世紀の東ヨーロッパ諸国(阿部重雄) オスマン帝国とヨーロッ
パ(三橋富治男) 

◆OH 世界史 西洋史－近世
岩波講座世界歴史 第１１（中世第５中世ヨーロッパ世界第３ OH/20/124 1108961382
）
岩波書店 １９７０．１０
(４７２ｐ ２２ｃｍ) ◆OH
総説(堀米庸三) 身分制と身分制議会(城戸毅,木村尚三郎,中村 岩波講座世界歴史 第１６（近代 第３近代世界の形成第３）
賢二郎) 中世末期の社会と経済(岡田与好,井上泰男,伊藤栄) 岩波書店 １９７０．３
十四・十五世紀の西ヨーロッパ諸国(東出功,堀越孝一,中村賢 (４７３ｐ ２２ｃｍ)
二郎) 教皇権の衰退と中世後期の政治思想(橋口倫介,樺山紘一 ヨーロッパ近代前期の思想(井上庄七等) ヨーロッパの商業的
) 後期ゴシックの世界(堀越孝一) ビザンツ的表象の世界(辻佐 進出(川北稔) 植民時代のアメリカ(寺田和夫,飯本稔,富田虎男
保子) 十四・十五世紀の東ヨーロッパ世界(渡辺金一,鳥山成人 ) 前植民地時代のアフリカ(山口昌男) アジアとヨーロッパ(佐
,阿部重雄) イタリアにおけるルネサンス(清水広一郎,永井三 伯有一等)
明,伊東俊太郎) 世界史 世界史－近世
世界史 ヨーロッパ－歴史－中世 OH/20/125 1108961390

OH/20/120 1108961341

◆OH
◆OH 岩波講座世界歴史 第１７（近代第４近代世界の展開第１）

岩波講座世界歴史 第１２（中世第６東アジア世界の展開第２ 岩波書店 １９７０．７
） (４４４ｐ ２２ｃｍ)
岩波書店 １９７１．２ 総説(柴田三千雄) 経済史上の18世紀(遅塚忠躬) 18世紀の国際
(４８０ｐ ２２ｃｍ) 政治(成瀬治) 18世紀ヨーロッパ思想(前川貞次郎等) 18世紀の
総説(岩見宏) 「元末の反乱」と明朝支配の確立(山根幸夫) 明 ヨーロッパ諸国家(松浦高嶺等)
代における郷村支配(鶴見尚弘) 明代の農民反乱(谷口規矩雄) 世界史 西洋史－近代
清朝の中国征服(岩見宏) 清朝権力の性格(近藤秀樹) 清代の農 OH/20/126 1108961408
民反乱(安野省三) 明清時代の土地制度(森正夫) 明清時代にお
ける商品生産の展開(寺田隆信) 賦・役制度の変革(小山正明) 
郷紳支配の成立と構造(重田徳) 儒教イデオロギーにおける正 ◆OH
統と異端(小野和子) 李代朝鮮の成立と展開(矢沢康祐) ヴェト 岩波講座世界歴史 第１８（近代第５近代世界の展開第２）
ナム諸王朝の変遷(藤原利一郎) 岩波書店 １９７０．１１
世界史 アジア（東部）－歴史－中世 (４７４ｐ ２２ｃｍ)
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独立革命とその後のアメリカ(今津晃) フランス革命とヨーロ 二十世紀初頭の反帝国主義運動(斉藤孝等) 第一次世界大戦前
ッパ(柴田三千雄) イギリス産業革命(角山栄) ナポレオン大陸 の国際対立(木谷勤) 第一次世界大戦前夜の社会主義者たち(西
体制(吉田静一) ウィーン体制(斉藤孝,矢田俊隆) 十九世紀前 川正雄) 第一次世界大戦前のヨーロッパ諸国(西海太郎等) 帝
半の経済と社会(毛利健三,岡田与好) ウィーン体制期の思想( 国主義時代の思想と文化(江口朴郎) 「第二次産業革命」と科
水田洋,水田珠枝) 初期社会主義(永井義雄) 学・技術の発展(星野芳郎) 
世界史 西洋史－近代 世界史 世界史－近代

OH/20/127 1108961416 OH/20/132 1108961465

◆OH ◆OH
岩波講座世界歴史 第１９（近代第６近代世界の展開第３） 岩波講座世界歴史 第２４（現代第１次世界大戦）
岩波書店 １９７１．３ 荒松雄／〔ほか〕編集
(４７５ｐ ２２ｃｍ) 岩波書店 １９７０．４
十九世紀前半のヨーロッパ諸国家 イギリス自由主義の発達(村 (４９４ｐ ２２ｃｍ)
岡健次) フランス復古王政・七月王政(服部春彦) ドイツにお 総説(斉藤孝) 第一次世界大戦の発生とその展開(義井博) 第一
ける「改革」とウィーン体制(末川清) 十九世紀前半のロシア( 次世界大戦と諸地域の動向(平瀬徹也等) ロシア革命(和田春樹
倉持俊一) スペインにおける革命と改革(井上幸治) 一八四八 ,長尾久) オーストリア・ハンガリー帝国の崩壊とドイツの敗
年 一八四八年とヨーロッパ(喜安朗) フランス第二共和政(喜 戦(矢田俊隆,富永幸生) 
安朗) ドイツ三月革命(広実源太郎) 一八四八年と社会主義(河 世界史 世界大戦（第一次）
野健二) 国民経済の編成過程 フランスにおける資本主義の発 OH/20/133 1108961473
達(遠藤輝明) ドイツにおける資本主義の勃興(大島隆雄) ロシ
アにおける資本主義の形成(松岡保) 十九世紀後半の世界政治(
江口朴郎) 十九世紀後半の世界経済(竹内幹敏) ◆OH
世界史 西洋史－近代 岩波講座世界歴史 第２５（現代第２第１次世界大戦直後）

OH/20/128 1108961424 荒松雄／〔ほか〕編集
岩波書店 １９７０．８
(５６４ｐ ２２ｃｍ)

◆OH 第1次世界大戦の終結(斉藤孝) 諸地域の革命運動と国際共産主
岩波講座世界歴史 第２０（近代第７近代世界の展開第４） 義運動(相田重夫等) 第一次世界大戦直後のアジアの民族運動(
岩波書店 １９７１．６ 江口朴郎等) 日本帝国主義と東アジア(関寛治,藤井昇三) 
(５２５ｐ ２２ｃｍ) 世界史 世界史－近代
世界史 西洋史－近代 OH/20/134 1108961481

OH/20/129 1108961432

◆OH
◆OH 岩波講座世界歴史 第２６（現代第３ １９２０年代）

岩波講座世界歴史 第２１（近代第８近代世界の展開第５） 荒松雄／〔ほか〕編集
岩波書店 １９７１．８ 岩波書店 １９７０．１２
(５５３ｐ ２２ｃｍ) (４６１ｐ ２２ｃｍ)
アジアにおける近代（佐伯有一）資本主義とアジア社会 中国 1920年代の世界(斉藤孝) 1920年代のヨーロッパ(栗原優等) 19
社会の解体とアヘン戦争（田中正俊）十九世紀の東南アジア社 20年代のアメリカ(斎藤真,加茂雄三) ネップ期のソ連(渓内謙)
会（池端雪浦，真保潤一郎）インドにおける植民地支配体制の  中国革命の展開(佐伯有一) 1920年代の労働運動(小此木真三
成立（高畠稔）十九世紀インド農村社会の変容（多田博一）オ 郎) 
スマン帝国のアラブ支配とその解体（三木亘）十九世紀中葉に 世界史 世界史－近代
おけるアラブ社会の変容-エジプトを中心として（中岡三益） OH/20/135 1108961499
十九世紀中央アジア社会の変容（佐口透）アジア社会における
革命と改革 太平天国革命（小島晋治）セポイの反乱（長崎暢
子）十九世紀イランの民族運動（加賀谷寛）オスマン帝国の改 ◆OH
革運動（護雅夫，林武）明治維新（芝原拓自）アジアにおける 岩波講座世界歴史 第２７（現代第４世界恐慌期）
思想的変革 中国の近代と伝統思想（近藤邦康） 十九世紀にお 岩波書店 １９７１．４
けるインドの改革運動（荒松雄）イスラム改革思想－アラブの (５１５ｐ ２２ｃｍ)
場合を中心として（板垣雄三） 大恐慌とその影響（鈴木正四）大恐慌と資本主義諸国（古川哲
世界史 東洋史－近代 ）世界恐慌と植民地・従属国（山田秀雄，中岡三益，岡部広治

OH/20/130 1108961440 ）満州事変と東アジア（江口圭一，梶村秀樹，加藤祐三）第一
次五カ年計画とソ連（渓内謙）ニューディール政策（斎藤真，
新川健三郎）ヴァイマル共和制の崩壊過程（山口定，鹿毛達雄

◆OH ）
岩波講座世界歴史 第２２（近代第９帝国主義時代第１） 世界史 世界史－近代 経済－歴史－近代
岩波書店 １９６９．８ OH/20/136 1108961507
(４８５ｐ ２２ｃｍ)
総説（江口朴郎）ヨーロッパ帝国主義の成立（河合秀和）世界
政策と国際関係（岡部健彦）世界分割と植民地支配（板垣雄三 ◆OH
等）アメリカ帝国主義の形成（清水知久）東アジアにおける帝 岩波講座世界歴史 第２８（現代第５一九三〇年代）
国主義（佐伯有一等）第二インターナショナル（西川正雄） 岩波書店 １９７１．７
世界史 世界史－近代 (５２６ｐ ２２ｃｍ)

OH/20/131 1108961457 一九三〇年代におけるファシズム（木下半治）ドイツ《第三帝
国》の政治構造（宮田光雄）スターリン時代（菊地昌典）反フ
ァシズム運動－ドイツとフランス（横田地弘）スペイン戦争（

◆OH 斉藤孝，本川誠二）日中戦争（藤原彰，野沢豊）一九三〇年代
岩波講座世界歴史 第２３（近代第１０帝国主義時代第２） の民族運動（江口朴郎等）第二次世界大戦の発生（山極潔，福
荒松雄／〔ほか〕編集 田茂夫）
岩波書店 １９６９．１２ 世界史 世界史－近代
(４６７ｐ ２２ｃｍ) OH/20/137 1108961515
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◆OH
概觀世界史潮
坂口昂／著

◆OH 岩波書店 １９２０．７
岩波講座世界歴史 第２９（現代第６第二次世界大戦） (７７６ｐ ２３ｃｍ)
荒松雄／〔ほか〕編集　 世界史
岩波書店 １９７１．９ OH/20/14 1108958842
(４９６ｐ ２２ｃｍ)
戦争の経過とファシズム諸国の占領政策(荒井信一) 第二次世
界大戦における解放闘争 東アジアにおける民族革命運動(古島 ◆OH
和雄) 東南アジアにおける民族運動(真保潤一郎) 第二次大戦 概論歴史学
とインド(桑島昭) 第二次世界大戦と西アジア(前田慶穂) ヨー 大類伸／著
ロッパにおける対独抵抗運動(加藤晴康,木戸蓊) 第二次世界大 生活社 １９４４．３
戦中の連合国 「大同盟」の諸問題(山上正太郎) 連合国の内部 (３０３ｐ ２２ｃｍ)
事情(藤村瞬一) ファシズム体制の崩壊過程(吉田輝夫) 国際連 OH/20/4 1108958750
合の成立と展開(石本泰雄) 第二次世界大戦の終結と戦後の世
界(斉藤孝) 
世界史 世界大戦（第二次） ◆OH

OH/20/138 1108961523 各時代の希望 第２巻
エレン・Ｇ・ホワイト／著
福音社 １９６４．２

◆OH (３９７ｐ ２２ｃｍ)
岩波講座世界歴史 第３０（別巻現代歴史学の課題） OH/20/46 1108959030
荒松雄／〔ほか〕編集　
岩波書店 １９７１．１１
(５６５ｐ ２２ｃｍ) ◆OH
歴史意識の展開 ヨーロッパにおける歴史意識(堀米庸三) 西ア 各時代の希望 第３巻
ジアにおける歴史意識(護雅夫) インドにおける歴史意識(荒松 エレン・Ｇ・ホワイト／著
雄) 中国における歴史意識(西嶋定生) 「第三世界」における 福音社 １９６５．８
歴史像-行為としての歴史(山口昌男) 歴史学の理論と方法 近 (３８７，７ｐ ２２ｃｍ)
代ヨーロッパ歴史学(井上幸治) 世界史の理論(一)-辺境変革説 OH/20/47 1108959048
と共同体の問題(太田秀通) 世界史の理論(二)-世界史の課題(
斎藤孝) 歴史学とマルクス主義(一)-理論と現実の関連をつら
ぬく科学的方法の問題として(江口朴郎) 歴史学とマルクス主 ◆OH
義(二)-レーニンの世界史認識(和田春樹) 歴史学とマルクス主 狩野亨吉遺文集
義(三)-ドイツ社会民主党とマルクス主義史学についての断章( 安倍能成／編
西川正雄)歴史学とウェーバー(世良晃志郎) 現代の社会理論と 岩波書店 １９５８．１１
歴史学(金原左門) 東洋社会研究における歴史的方法について (２１４ｐ １９ｃｍ)
ーライオット地代と貢納制(石母田正) 地方史研究の過去と現 志筑忠雄の星気説，安藤昌益，天津教古文書の批判，歴史の概
在(越智武臣) 地域研究と歴史学(三木亘) 日本近代史学の再検 念，記憶すべき関流の数学家，科学的方法に拠る書画の鑑定と
討 日本におけるヨーロッパ歴史学の受容(柴田三千雄) 日本に 登録，蔵書印譜続編序漱石， 年譜
おける東洋史学の発達(小倉芳彦) 東アジア近代史研究の課題( OH/20/28 1108958982
田中正俊) 歴史学と「世界史」教育(田中陽児)  
世界史 歴史学

OH/20/139 1108961531 ◆OH
菅公と酒 -歴史随想-
坂本太郎／著

◆OH 東京大学出版会 １９６４．６
岩波講座世界歴史 第３１ (２６０ｐ，図版１枚 ２０ｃｍ)
荒松雄／〔ほか〕編集　 OH/20/106 1108960004
岩波書店 １９７４．１１
(８，６１３，１００ｐ ２２ｃｍ)
総目次・総索引 : 付:略語略称索引,単位索引. ◆OH
世界史 歴史学 北アフリカ

OH/20/139-2 1109317089 世界文化社 １９６４．６
(１４６ｐ ２８ｃｍ)
世界文化シリーズ

◆OH OH/20/36 1109029130
インド
世界文化社 １９６５．７
(１４６ｐ ２８ｃｍ) ◆OH
世界文化シリーズ 北ヨーロッパ

OH/20/42 1109029197 世界文化社 １９６５．１
(１４６ｐ ２８ｃｍ)
世界文化シリーズ

◆OH OH/20/87 1109029288
オーストラリア・太平洋諸島
世界文化社 １９６６．５
(１４６ｐ ２８ｃｍ) ◆OH
世界文化シリーズ 騎馬民族国家 -日本古代史へのアプローチ-

OH/20/43 1109029205 江上波夫／著
中央公論社 １９６８．１１
(３４８ｐ １８ｃｍ)
中公新書
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日本－歴史－古代 井上通泰／著
OH/20/99 1108959931 三省堂 １９４３．６

(５２９，４４，５０ｐ ２２ｃｍ)
日本－歴史－古代

◆OH OH/20/109 1108960038
巨大古墳の世紀
森浩一／著
岩波書店 １９８１．８ ◆OH
(２３４ｐ １８ｃｍ) スイス・オーストリア
岩波新書 世界文化社 １９６５．３

OH/20/93 1108959410 (１４６ｐ ２８ｃｍ)
世界文化シリーズ

OH/20/86 1109029270
◆OH

現代の世界 -歴史の流れ-
Ｄ．トムソン／著 中野好夫・中村英勝／訳 ◆OH
紀伊国屋書店 １９５７．７ スラブとゲルマン -東欧民族抗争史-
(３０２ｐ １９ｃｍ) ジャーク・アンセル／著 山本俊朗／著

OH/20/19 1108958891 弘文堂 １９６５
(２１２ｐ １９ｃｍ)
フロンティアライブラリー

◆OH OH/20/30 1108959006
現代の世界史
ダヴィッド・トムソン／著 中村英勝／訳 中村妙子／訳
紀伊国屋書店 １９６９．５ ◆OH
(２９２ｐ ２０ｃｍ) 西南アジア
世界史－２０世紀 世界文化社 １９６５．５

OH/20/95 1108959436 (１４６ｐ ２８ｃｍ)
世界文化シリーズ

OH/20/88 1109029296
◆OH

現代歴史学入門
１９６５．２ ◆OH
(２１０ｐ １９ｃｍ) 世界一周 １

OH/20/5 1108958768 世界文化社 １９６６．５
(１４６ｐ ２８ｃｍ)
世界文化シリーズ

◆OH OH/20/44 1109029213
現代歴史学の新動向
増田四郎／編
如水書房 １９５３．８ ◆OH
(２８１ｐ ２１ｃｍ) 世界一周 ２

OH/20/7 1108958784 世界文化社 １９６６．７
(１４６ｐ ２８ｃｍ)
世界文化シリーズ

◆OH OH/20/45 1109029221
考古学の窓
末永雅雄／著
学生社 １９６８．１ ◆OH
(３１２ｐ　図版１枚 １９ｃｍ) 世界各国史 １２
考古学－日本 山川出版社 １９５６．１１

OH/20/104 1108959980 (１７，４０８ｐ １９ｃｍ)
アジア－歴史

OH/20/54 1108959113
◆OH

古代オリエント文明の誕生
Ｈ．フランクフォート／著 曽田淑子／訳 森岡妙子／訳 ◆OH
岩波書店 １９６２．１ 世界各国史 １１
(１９４ｐ １９ｃｍ) 山川出版社 １９５５．６
アジア（西部）－歴史－古代 エジプト－歴史－古代 (３９８，６８ｐ　図版１枚 １９ｃｍ)

OH/20/12 1108958826 内容：セム族世界（前島信次）　イラン族世界（蒲生礼一）　
トルコ族世界（三橋富治男）　エジプト（前島信次　三橋富治
男）

◆OH アジア（西部）－歴史
言葉・物語・歴史 OH/20/53 1108959105
山田修／著
サンケイ出版サービス １９７６．５
(３３７ｐ ２１ｃｍ) ◆OH

OH/20/178 1108961903 世界各国史 ８
山川出版社 １９５５．１２
(３３２，７１ｐ　図版１枚 １９ｃｍ)

◆OH 北米（三浦進　清水博　豊川良一　井出義光）　中南米（飯木
上代歴史地理新考 -東山道- 稔　中曽根由紀）
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アメリカ－歴史 ◆OH
OH/20/52 1108959097 世界史像の新形成

上原専祿／著
創文社 １９５５．１０

◆OH (２２５ｐ １９ｃｍ)
世界各国史 ６ 世界歴史－論説 歴史学－論説
山川出版社 １９５５．１０ OH/20/22 1108958925
(３３３，６５ｐ　図版１枚 １９ｃｍ)
内容：総説（角田文衛）　歴史の黎明（角田文衛）　北欧三国
（角田文衛）　フィンランド（桑木務）　バルト三国（桑木務 ◆OH
　角田文衛）　北欧三国の繁栄（角田文衛）　新興諸国の建設 世界史の意識と理論
（角田文衛）　第二次大戦と北欧（向後英一　角田文衛）　第 成瀬治／著
二次体戦後の北欧（向後英一　角田文衛） 岩波書店 １９７７．１１
ヨーロッパ（北部）－歴史 (３５６ｐ １９ｃｍ)

OH/20/51 1108959089 世界歴史叢書
巻末：参考文献　付：年表
世界史

◆OH OH/20/21 1108958917
世界各国史 ２
山川出版社 １９５５．３
(１０，３４９，５５ｐ　図版１枚 １９ｃｍ) ◆OH
フランス－歴史 世界史の哲学

OH/20/49 1108959063 高山岩男／著
岩波書店 １９４２．９
(５３９ｐ ２２ｃｍ)

◆OH OH/20/16 1108958867
世界各国史 １
山川出版社 １９５４．１２
(４０４，６６ｐ　図版２枚 １９ｃｍ) ◆OH
内容：近世以前のイギリス（田中正義）　絶対王政（大野真弓 世界史論講
）　イギリス革命（糸曽義夫）　産業革命と自由主義（糸曽義 坂口昂／著
夫）　帝国主義時代のイギリス（中村英勝）　アイルランド（ 岩波書店 １９３１．６
別枝達夫）　オーストラリアとニュージーランド（木谷勤）　 (７６３，６ｐ ２２ｃｍ)
南アフリカ（鈴木正四） OH/20/13 1108958834
イギリス－歴史

OH/20/48 1108959055
◆OH

世界大戦原因の研究
◆OH 鹿島守之助／著

世界各国史 ４ ４版
山川出版社 １９５５．８ 鹿島研究所 １９５９．３
(３９４，５３ｐ　図版１枚 １９ｃｍ) (１４，３，２，２７，１０，９６８，４１ｐ ２２ｃｍ)
内容：序説（岩間徹）　キーエフ・ロシア以前の社会（阿部重 戦争
雄）　キーエフ・ロシアの時代（阿部重雄）　封建的分裂の時 OH/20/80 1108959360
代（田中陽児）　モスクワロシア（鳥山成人）　ロシア帝国の
成立と発展（鳥山成人　相田重夫）　帝政の動揺（倉持俊一）
　十月革命（倉持俊一）　ソヴェト政枢（相田重夫）　中央ア ◆OH
ジア（香山陽坪）　カフカーズ（香山陽坪）　付録（相田重夫 世界と世界史
　田中陽児　倉持俊一） Ｋ．レーヴィット／著 柴田治三郎／訳
ロシア－歴史 岩波書店 １９５９．１０

OH/20/50 1108959071 (２０９ｐ １９ｃｍ)
岩波現代叢書
哲学

◆OH OH/20/20 1108958909
世界史概観 上
Ｈ．Ｇ．ウエルズ／著 長谷部文雄，阿部知二／訳
岩波書店 １９６６．６ ◆OH
(２２３ｐ １８ｃｍ) 世界の国 -文化誌- １６
岩波新書 講談社 １９７３

OH/20/24 1108958941 (２２２ｐ（図共） ２７ｃｍ)
付：参考文献・資料
ヨ－ロッパ（北部）－地誌

◆OH OH/20/11 1109028694
世界史概観 下
ウェルズ／著 長谷部文雄，阿部知二／訳
岩波書店 １９６６．７ ◆OH
(２３５，１３ｐ １８ｃｍ) 世界の歴史 ３
岩波新書 中央公論社 １９６１．２
世界史 (４８９ｐ　図版１枚 １８ｃｍ)
4-00-413004-2 西洋史－中世

OH/20/25 1108958958 OH/20/57 1108959147
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◆OH
◆OH 世界の歴史 １５

世界の歴史 ２ 中央公論社 １９６２．２
中央公論社 １９６１．１ (５０８ｐ　図版１枚 １８ｃｍ)
(４８９ｐ　図版１枚 １８ｃｍ) 世界史－近代 世界大戦（第二次）
世界史－古代 OH/20/69 1108959261

OH/20/56 1108959139

◆OH
◆OH 世界の歴史 １３

世界の歴史 １１ 中央公論社 １９６１．１２
中央公論社 １９６１．１０ (５１２ｐ　図版１枚 １８ｃｍ)
(４９６ｐ　図版１枚 １８ｃｍ) 世界史－近代
世界史－近世 OH/20/67 1108959246

OH/20/65 1108959220

◆OH
◆OH 世界の歴史 １６

世界の歴史 ９ 中央公論社 １９６２．３
中央公論社 １９６１．８ (５１８ｐ　図版１枚 １８ｃｍ)
(４９６ｐ　図版１枚 １８ｃｍ) 世界史－現代
世界史－近世 東洋史 OH/20/70 1108959279

OH/20/63 1108959204

◆OH
◆OH 世界の歴史 １４

世界の歴史 ７ 中央公論社 １９６２．１
中央公論社 １９６１．６ (４９５ｐ　図版１枚 １８ｃｍ)
(５１３，３ｐ　図版１枚 １８ｃｍ) 世界史－近代
世界史－近代 OH/20/68 1108959253

OH/20/61 1108959188

◆OH
◆OH 世界の歴史 １２

世界の歴史 ５ 中央公論社 １９６１．１１
中央公論社 １９６１．４ (５０６ｐ　図版１枚 １８ｃｍ)
(４６３ｐ　図版１枚 １８ｃｍ) 世界史－近代
世界史－中世 OH/20/66 1108959238

OH/20/59 1108959162

◆OH
◆OH 世界の歴史 １７

世界の歴史 １０ 中央公論社 １９６２．８
中央公論社 １９６１．９ (４００，１０ｐ １８ｃｍ)
(５０７ｐ １８ｃｍ) 世界史－年表
世界史－近世 OH/20/55 1108959121

OH/20/64 1108959212

◆OH
◆OH 世界の歴史 -ホームスクール版- １

世界の歴史 ８ 中央公論社 １９６２．４
中央公論社 １９６１．７ (４３８ｐ　図版２枚 １８ｃｍ)
(５００ｐ　図版１枚 １８ｃｍ) 世界史－古代
世界史－近世 OH/20/72 1108959287

OH/20/62 1108959196

◆OH
◆OH 世界の歴史 -ホームスクール版- ２

世界の歴史 ６ 中央公論社 １９６２．５
中央公論社 １９６１．５ (４４６ｐ　図版１枚 １８ｃｍ)
(４９１ｐ　図版１枚 １８ｃｍ) 世界史－古代
東洋史－中世 OH/20/73 1108959295

OH/20/60 1108959170

◆OH
◆OH 世界の歴史 -ホームスクール版- ３

世界の歴史 ４ 中央公論社 １９６２．７
中央公論社 １９６１．３ (４２２ｐ　図版２枚 １８ｃｍ)
(４６５ｐ １８ｃｍ) 東洋史
東洋史－中世 OH/20/74 1108959303

OH/20/58 1108959154

◆OH
世界の歴史 -ホームスクール版- ４
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中央公論社 １９６２．８ 平凡社 １９３４．１１
(４４６ｐ，図版２枚 １８ｃｍ) (８，５８０ｐ　図版５枚 ２３ｃｍ)

OH/20/75 1108959311 西洋史－古代
OH/20/155 1108961697

◆OH
世界の歴史 -ホームスクール版- ５ ◆OH
中央公論社 １９６２．９ 世界歴史大系 １３Ｂ
(４３８ｐ　図版２枚 １８ｃｍ) 平凡社 １９３５．３

OH/20/76 1108959329 (８，６１４ｐ ２３ｃｍ)
日本－歴史－近世 日本－歴史－近代

OH/20/153 1108961671
◆OH

世界の歴史 -ホームスクール版- ６
中央公論社 １９６２．１０ ◆OH
(４４４ｐ　図版２枚 １８ｃｍ) 世界歴史大系 １２

OH/20/77 1108959337 平凡社 １９３６．１
(２，７，５６５ｐ　 ２３ｃｍ)
日本－歴史－古代

◆OH OH/20/151 1108961655
世界の歴史 -ホームスクール版- ７
中央公論社 １９６２．１１
(４３０ｐ　図版２枚 １８ｃｍ) ◆OH
世界史－近代 世界歴史大系 １６

OH/20/78 1108959345 平凡社 １９３４．６
(６，５６４ｐ　図版３枚 ２３ｃｍ)
西洋史－古代

◆OH OH/20/156 1108961705
世界の歴史 -ホームスクール版- ８
中央公論社 １９６２．１２
(４３４ｐ　図版２枚 １８ｃｍ) ◆OH
世界史－現代 世界歴史大系 １４

OH/20/79 1108959352 平凡社 １９３３．１２
(５０４，３０ｐ　図版７枚 ２３ｃｍ)
西洋史－古代

◆OH OH/20/154 1108961689
世界文化史概観 上巻
ウェルズ／著 長谷部文雄／訳
岩波書店 １９５８．８ ◆OH
(２６７ｐ １８ｃｍ) 世界歴史大系 １３Ａ
岩波新書 平凡社 １９３５．８

OH/20/167 1108961812 (２，７，５３９ｐ　 ２３ｃｍ)
日本－歴史－中世

OH/20/152 1108961663
◆OH

世界文化史概観 下巻
ウェルズ／著 長谷部文雄／訳 ◆OH
岩波書店 １９５０．７ 世界歴史大系 ４
(４，２９０，２４ｐ １８ｃｍ) 平凡社 １９３４．３
岩波新書 (５，５５２ｐ　図版３枚 ２３ｃｍ)
世界史 世界－文化 東洋史－中世

OH/20/168 1108961820 OH/20/143 1108961572
OH/20/23 1108958933

◆OH
◆OH 世界歴史大系 ２３

世界文明の盛衰と土壌 平凡社 １９３５．１２
トム・デール, ヴァーノン・ギル・カーター／著 山路健／訳 (３，６，５１９ｐ　図版２枚 ２３ｃｍ)
農林水産業生産性向上会議 １９５７．３ 世界史－現代
(２２７ｐ ２２ｃｍ) OH/20/163 1108961770

OH/20/18 1108958883

◆OH
◆OH 世界歴史大系 ２１

世界歴史大系 １７ 平凡社 １９３５．６
平凡社 １９３５．１ (５，５３８ｐ　図版６枚 ２３ｃｍ)
(６，４０４ｐ　図版４枚 ２３ｃｍ) 西洋史－近世
西洋史－中世 OH/20/161 1108961754

OH/20/157 1108961713

◆OH
◆OH 世界歴史大系 １９

世界歴史大系 １５ 平凡社 １９３３．１１
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(５９８ｐ　図版６枚 ２３ｃｍ) 東洋史－中世
西洋史－近世 OH/20/146 1108961606

OH/20/159 1108961739

◆OH
◆OH 世界歴史大系 ８

世界歴史大系 ２２ 平凡社 １９３６．３
平凡社 １９３４．１２ (２，１０，５３６ｐ　 ２３ｃｍ)
(４，５００ｐ　図版４枚 ２３ｃｍ) 東洋史－近世
西洋史－近代 OH/20/147 1108961614

OH/20/162 1108961762

◆OH
◆OH 世界歴史大系 ９

世界歴史大系 ２０ 平凡社 １９３４．７
平凡社 １９３４．２ (４，５１０ｐ　 ２３ｃｍ)
(３，５１９ｐ　図版６枚 ２３ｃｍ) 東洋史－近世
西洋史－近世 OH/20/148 1108961622

OH/20/160 1108961747

◆OH
◆OH 世界歴史大系 １０

世界歴史大系 １８ 平凡社 １９３５．１０
平凡社 １９３４．９ (１０，６４３ｐ ２３ｃｍ)
(６，５５６ｐ　図版６枚 ２３ｃｍ) インド－歴史 中央アジア－歴史
西洋史－近世 OH/20/149 1108961630

OH/20/158 1108961721

◆OH
◆OH 世界歴史大系 １１

世界歴史大系 １ 平凡社 １９３５．７
平凡社 １９３４．８ (１０，６０９ｐ ２３ｃｍ)
(８，６１２ｐ　 ２３ｃｍ) 朝鮮－歴史 満洲
世界史－原始時代 OH/20/150 1108961648

OH/20/140 1108961549

◆OH
◆OH 世界歴史大系 ２５

世界歴史大系 ２ 平凡社 １９３６．５
平凡社 １９３４．５ (１冊　図版２枚 ２３ｃｍ)
(６，６３２ｐ　 ２３ｃｍ) OH/20/164 1108961788
考古学

OH/20/141 1108961556
◆OH

戦国の群像
◆OH 早乙女貢／著

世界歴史大系 ３ 新人物往来社 １９８１．６
平凡社 １９３３．１０ (２３０ｐ ２０ｃｍ)
(４，６４６ｐ　 ２３ｃｍ) 内容：北条早雲〔ほか１０編〕
東洋史－古代 武士－伝記

OH/20/142 1108961564 4-404-01064-8
OH/20/171 1108961853

◆OH
世界歴史大系 ５ ◆OH
平凡社 １９３４．５ ソヴェトの内幕 １
(６，５７２ｐ　 ２３ｃｍ) ジョン・ガンサー／著 湯浅義正／訳
東洋史－中世 みすず書房 １９５８．９

OH/20/144 1108961580 (１２，２２９ｐ　図版２枚 ２１ｃｍ)
現代史双書
ロシア－歴史

◆OH OH/20/31 1108959014
世界歴史大系 ６
平凡社 １９３４．１０
(７，５３７ｐ　 ２３ｃｍ) ◆OH
東洋史－中世 ソヴェトの内幕 ２

OH/20/145 1108961598 ジョン・ガンサー／著 湯浅義正／訳
みすず書房 １９５９．１
(２０，２３２ｐ　 ２１ｃｍ)

◆OH 現代史双書
世界歴史大系 ７ ロシア－歴史
平凡社 １９３５．５ OH/20/32 1108959022
(２，１０，５７３ｐ　 ２３ｃｍ)
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伊瀬仙太郎／著
◆OH 清水弘文堂書房 １９６９．７

第三次世界大戦は始まっている (１９０ｐ １９ｃｍ)
那須聖／著 東洋と西洋
サンケイ出版 １９７９．３ OH/20/94 1108959428
(２３８ｐ １９ｃｍ)
日本の安全を考える

OH/20/173 1108961879 ◆OH
東南アジア
世界文化社 １９６５．２

◆OH (１４６ｐ ２８ｃｍ)
第二次世界大戦 -ヒトラーの戦い- 第３巻 世界文化シリーズ
児島襄／箸 OH/20/41 1109029189
小学館 １９７９．５
(３２５ｐ　図版 ２０ｃｍ)
世界戦争（１９３９～１９４５） ◆OH

OH/20/172 1108961861 東洋と西洋 -パーキンソンの歴史法則-
Ｃ．Ｎ．パーキンソン／著 福島正光／訳
至誠堂 １９６４．６

◆OH (４０５ｐ １９ｃｍ)
第二次世界大戦史 世界史
Ｒ．Ｃ．Ｋ．エンソー／著 内山正熊／訳 OH/20/97 1108959915
岩波書店 １９５６．２
(１９０ｐ　図版４ｐ １８ｃｍ)
岩波新書 ◆OH
世界大戦（第二次） 日本とはどんな国 -秘められた人類救済の原理-

OH/20/26 1108958966 佐藤定吉／著
たま出版 １９７４．４
(３４９ｐ １９ｃｍ)

◆OH 国体 天皇
第二次世界大戦の原因 OH/20/102 1108959964
ピエ－ル・ルヌ－バン／著 鹿島守之助／訳
鹿島研究所出版会 １９７２．４
(４０６，３４ｐ ２２ｃｍ) ◆OH
巻末：書籍目録 日本における近代化の問題
世界戦争（１９３９～１９４５）－原因 国際政治－歴史 Ｍ．Ｂ．ジャンセン／著 細谷千博／訳

OH/20/165 1108961796 岩波書店 １９６９．８
(１２，４１２ｐ ２２ｃｍ)

OH/20/100 1108959949
◆OH

中国
世界文化社 １９６５．１０ ◆OH
(１４６ｐ ２８ｃｍ) 年表世界史提要
世界文化シリーズ 史学会／編

OH/20/40 1109029171 改訂
山川出版社 １９６３．２
(２０２ｐ １８ｃｍ)

◆OH 世界史－年表
朝鮮 OH/20/27 1108958974
世界文化社 １９６６．１
(１４６ｐ ２８ｃｍ)
世界文化シリーズ ◆OH

OH/20/82 1109029239 ハワイ・香港
世界文化社 １９６４．１２
(１４６ｐ ２８ｃｍ)

◆OH 世界文化シリーズ
定本世界史地図 OH/20/89 1109029304
亀井高孝／編 三上次男／編
吉川弘文館 １９５４．７
(地図１２８ｐ，索引６２ｐ ２２ｃｍ) ◆OH

OH/20/166 1108961804 東と西 -アメリカとソ連の同時代史- 1
アンドレ・モロア／著 ルイ・アラゴン／著
読売新聞社 １９６３．１０

◆OH (２８４ｐ ２２ｃｍ)
転落の歴史 アメリカ合衆国(アンドレ・モロア著 河盛好蔵訳) ソヴィエト
森正蔵／著 連邦(ルイ・アラゴン著 小場瀬卓三訳) 
人物往来社 １９６７．１１ OH/20/90 1108959386
(３０６ｐ １９ｃｍ)

OH/20/108 1108960020
◆OH

東と西 -アメリカとソ連の同時代史- ２
◆OH アンドレ・モロア／著 ルイ・アラゴン／著

東西文化の交流 読売新聞社 １９６３．１１
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(２８６ｐ ２２ｃｍ) OH/20/37 1109029148
アメリカ合衆国(アンドレ・モロア著 河盛好蔵訳) ソヴィエト
連邦(ルイ・アラゴン著 小場瀬卓三訳) 

OH/20/91 1108959394 ◆OH
南アメリカ
世界文化社 １９６４．１０

◆OH (１４６ｐ ２８ｃｍ)
東と西 -アメリカとソ連の同時代史- ３ 世界文化シリーズ
アンドレ・モロア／著 ルイ・アラゴン／著 OH/20/83 1109029247
読売新聞社 １９６３．１２
(２８６ｐ ２２ｃｍ)
アメリカ合衆国(アンドレ・モロア著 河盛好蔵訳) ソヴィエト ◆OH
連邦(ルイ・アラゴン著 小場瀬卓三訳) メキシコ・カナダ

OH/20/92 1108959402 世界文化社 １９６５．６
(１４６ｐ ２８ｃｍ)
世界文化シリーズ

◆OH OH/20/39 1109029163
フランス
世界文化社 １９６４．５
(１５０ｐ ２８ｃｍ) ◆OH
世界文化シリーズ 模範最新世界年表

OH/20/33 1109028702 三省堂編集所／編
四訂新版
〔三省堂〕 １９３８．２

◆OH (１冊 １８ｃｍ)
文化類型学研究 OH/20/107 1108960012
高山岩男／著
弘文堂書房 １９４１．７
(４０１ｐ ２２ｃｍ) ◆OH

OH/20/17 1108958875 邪馬台国は大和である
肥後和男／著
秋田書店 １９７１．１１

◆OH (２５９ｐ ２０ｃｍ)
文明にとっての変革期 邪馬台国
Ｇ・バラクロウ 木村尚三郎／著 OH/20/101 1108959956
日本放送出版会 １９７７．１０
(２０３ｐ １９ｃｍ)
ＮＨＫブックス ◆OH

OH/20/179 1109328128 ルネッサンス史概説 -フロレンス及びローマを中心として-
坂口昂／著
岩波書店 １９３０．４

◆OH (２４２ｐ　図版１０枚 ２２ｃｍ)
ベネルックス ルネッサンス－歴史 西洋史－中世 イタリア美術
世界文化社 １９６５．９ OH/20/15 1108958859
(１４６ｐ ２８ｃｍ)
世界文化シリーズ

OH/20/35 1109029122 ◆OH
歴史学序説
上原専祿／著

◆OH 大明堂 １９５８．５
ヘレニズム -一つの文明の歴史- (４，３７０ｐ ２２ｃｍ)
アーノルド．ジョセフ・トインビー／著 秀村欣二，清水昭次 内容：歴史学の概念　歴史研究への基本態度，歴史学の概念，
／共訳 歴史学の研究課題，歴史学と考古学　歴史学の諸問題　カール
紀伊国屋書店 １９６１．６ ・ラムプレヒトの生涯と業績，封建制度概念の多様性，社会発
(７，３１０ｐ　図版３枚 ２０ｃｍ) 展の法則と類型，社会経済史研究におけるマックス・ウエーバ
ギリシア（古代） ー，あとがき

OH/20/29 1108958990 歴史学
OH/20/1 1108958727

◆OH
北方領土 -古地図と歴史- ◆OH
北方領土問題調査会／編 歴史的思考入門
北方領土問題調査会 １９７１．１ カール・ラムプレヒト／著 上原専祿／訳
(１４４ｐ ３７ｃｍ) 日本評論社 １９４２．４
千島 (３３５ｐ ２２ｃｍ)

OH/20/96 1108959907 経済学著名選集
歴史哲学 音楽－ドイツ

OH/20/3 1108958743
◆OH

南アフリカ
世界文化社 １９６５．４ ◆OH
(１４６ｐ ２８ｃｍ) 歴史と終末論
世界文化シリーズ Ｒ．Ｋ．ブルトマン／著 中川秀恭／訳
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岩波書店 １９５９．１１
(１２，２０１ｐ １９ｃｍ)
岩波現代叢書 ◆OH
キリスト教－教義 歴史 歴史のための弁明 -歴史家の仕事-

OH/20/169 1108961838 マルク・ブロック／著 讃井鉄男／訳
岩波書店 １９５６．６
(２２，１８３ｐ １９ｃｍ)

◆OH 歴史学
歴史と政治 OH/20/10 1108958818
林健太郎／著
有信堂 １９６５．８
(２５２ｐ １９ｃｍ) ◆OH
世界史 歴史の誕生 第２巻

OH/20/8 1108958792 大阪読売新聞社／編
浪速社 １９６７．４
(２８７ｐ １８ｃｍ)

◆OH OH/20/103 1108959972
歴史にみる実力者の条件 -対談・人とその時代-
城山三郎／著
講談社 １９７８．１０ ◆OH
(１９５ｐ ２０ｃｍ) 歴史のみかた

OH/20/170 1108961846 茅野良男／著
紀伊国屋書店 １９６４．１２
(２３２ｐ １８ｃｍ)

◆OH 紀伊國屋新書
歴史のあけぼの 参考文献：ｐ２２２～２２９
Ｇ．チャイルド／〔著〕 今来陸郎／訳 武藤潔／訳 歴史学
岩波書店 １９５８．６ OH/20/6 1108958776
(３３３，５ｐ １９ｃｍ)
考古学

OH/20/9 1108958800 ◆OH
忘れてならぬ歴史の一頁 -徳をもって怨に酬ゆる-
大久保伝蔵／著

◆OH 時事通信社 １９６９．５
歴史の確認 (２２４ｐ １９ｃｍ)
秋山謙蔵／著 日本－歴史－昭和時代 中国－対外関係－日本 太平洋戦争
三笠書房 １９４１．１２ OH/20/98 1108959923
(３６９ｐ １９ｃｍ)

OH/20/105 1108959998
◆OH

ＢＥＲＬＩＮ
◆OH Ｐｈｏｔｏｇｒａｐｈｓ　ｂｙ　Ｌｉｓｅｌｏｔｔｅ　ａｎｄ

歴史の教訓 　Ａｒｍｉｎ　Ｏｒｇｅｌ－Ｋｏｈｎｅ，　Ｔｏｎｉ　Ｓｃｈ
アーノルド・ジョセフ・トインビー／著 松本重治／訳 ｎｅｉｄｅｒ，　ａｎｄ　ｏｔｈｅｒｓ
岩波書店 １９５７．５ Ｈａｎｎｓ　Ｒｅｉｃｈ　Ｖｅｒｌａｇ １９５９
(１２，２１９ｐ １９ｃｍ) (９６ｐ ２９ｃｍ)

OH/20/81 1108959378 Ｔｅｒｒａ　Ｍａｇｉｃａ　Ｂｏｏｋ
OH/20/176 1109029312

◆OH
歴史の地獄 １ ◆OH
オーギュスタン・カバネス／［著］ 安斎和雄／訳 Ｃｈｉｌｅ　ｅｎ　１１０　ｃｕａｄｒｏｓ
白水社 １９７６．１０ ｂｙ　Ｒｏｂｅｒｔ　Ｍ．Ｇｅｒｓｔｍａｎｎ　
(２９６ｐ １９ｃｍ) Ｔｅｒｃｅｒａ　ｅｄ．
白水叢書 Ｈｕｂ．Ｈｏｃｈ ［出版年不明］

OH/20/175 1108961895 (１０９ｐ ２８ｃｍ)
OH/20/177 1109029320

◆OH
歴史の証言 -日華関係－恩を仇で返してよいのか-
大久保伝蔵／著
サンケイ新聞出版局 １９７４．１２
(２８５ｐ １９ｃｍ)

OH/20/174 1108961887

◆OH
歴史の前進
秋山謙蔵／著
４版
四海書房 １９４１．１
(３１５ｐ ２２ｃｍ)

OH/20/2 1108958735
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◆OH 日本－歴史－昭和時代
飛鳥 -その古代史と風土- OH/21/323 1109029791
門脇禎二／著
日本放送出版協会 １９７０．１０
210.33 ◆OH
(２１６ｐ １９ｃｍ) １億人の昭和史 ３
ＮＨＫブックス 毎日新聞社 １９７６．１
日本－歴史－飛鳥時代 (２５８ｐ ２８ｃｍ)

OH/21/260 1108981687 太平洋戦争（１９４１～１９４５） 日本－歴史－昭和時代
OH/21/324 1109029809

◆OH
維新革命前夜物語 ◆OH
白柳秀湖／著 １億人の昭和史 ４
千倉書房 １９４７．９ 毎日新聞社 １９７５．９
(３７２ｐ １９ｃｍ) (２５８ｐ ２８ｃｍ)

OH/21/62 1108971092 日本－歴史－昭和時代
OH/21/325 1109036812

◆OH
維新的人間像 -新時代の予告者たち- ◆OH
奈良本辰也／著 １億人の昭和史 ５
日本放送出版協会 １９７９．６ 毎日新聞社 １９７５．１１
(２４４ｐ １９ｃｍ) (２５８ｐ ２８ｃｍ)
ＮＨＫブックス 日本－歴史－昭和時代
内容：吉田松陰と佐久間象山，高杉晋作と久坂玄瑞，松下村塾 OH/21/326 1109036820
の一日，大村益次郎，明治戊辰年，大久保利通，華を去る
伝記－日本人

OH/21/290 1108982719 ◆OH
１億人の昭和史 ７
毎日新聞社 １９７６．７

◆OH (２５８ｐ ２８ｃｍ)
維新の信條 -園田新吾十五年祭記念- 日本－歴史－昭和時代
岡本太郎／編 OH/21/328 1109036838
中井勝彦 １９７２．４
(２８７ｐ ２２ｃｍ)

OH/21/277 1108981844 ◆OH
１億人の昭和史 ８
毎日新聞社 １９７６．９

◆OH (２５８ｐ ２８ｃｍ)
維新の精神 日本－歴史－昭和時代
藤田省三／著 OH/21/329 1109036846
みすず書房 １９６７．３
(１４６ｐ ２０ｃｍ)
内容：維新の精神，現代における理性の回復，大正デモクラシ ◆OH
ー精神の一側面，当事者優位の原理，「論壇」における知的頽 １億人の昭和史 ９
廃，普遍的な道理にしたがう精神 毎日新聞社 １９７６．１１
社会思想－日本－歴史－近代 (２５８ｐ ２８ｃｍ)

OH/21/151 1108975648 日本－歴史－昭和時代
OH/21/330 1109036853

◆OH
出雲大社 ◆OH
千家尊統／著 １億人の昭和史 １０
学生社 １９６８．８ 毎日新聞社 １９７７．１
(２６１ｐ ２０ｃｍ) (２５８ｐ ２８ｃｍ)
出雲大社 日中戦争（１９３７～１９４５） 検閲 日本－歴史－昭和時代

OH/21/269 1108981778 OH/21/330-2 1109036861

◆OH ◆OH
１億人の昭和史 １ １億人の昭和史 １１
毎日新聞社 １９７５．５ 毎日新聞社 １９７６．３
(２５８ｐ ２８ｃｍ) (２５８ｐ ２８ｃｍ)
満州事変（１９３１～１９３２） 日本－歴史－昭和時代 日本－歴史－大正時代

OH/21/322 1109029783 OH/21/331 1109036879

◆OH ◆OH
１億人の昭和史 ２ 埋もれた銅鐸
毎日新聞社 １９７５．７ 森秀人／著
(２５８ｐ ２８ｃｍ) 紀伊国屋書店 １９７０．３
二・二六事件（１９３６） 日中戦争（１９３７～１９４５） (１７８ｐ １８ｃｍ)
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銅鐸
OH/21/233 1108981430

◆OH
近江高天原の発掘

◆OH 吾郷清彦／著
海鳴りの日々 -かくされた戦後史の断層- 琵琶湖研究会 １９７９．１０
大久保武雄／著 (１０３ｐ １９ｃｍ)
海洋問題研究会 １９７８．６ OH/21/288 1108982693
397.21
(３３１ｐ ２０ｃｍ)
太平洋戦争（１９４１～１９４５） 朝鮮戦争（１９５０～１ ◆OH
９５３） 小笠原諸島概史 -日米交渉を中心として- その１

OH/21/287 1108982685 石井通則／著
小笠原協会 １９６７．１
(２７６ｐ ２１ｃｍ)

◆OH OH/21/173 1108975697
永遠の飛鳥川 -万葉故郷紀行-
徳永隆平／著
日本交通公社 １９７２．６ ◆OH
(２１０ｐ １８ｃｍ) 概観維新史

OH/21/271 1108981794 維新史料編纂会／編
１７版
明治書院 １９４４．５

◆OH (８８１，６５ｐ ２２ｃｍ)
江戸と大坂 明治維新
幸田成友／著 OH/21/231 1108981414
増補
冨山房 １９４２．５
(４４５，１４ｐ　図版 ２２ｃｍ) ◆OH

OH/21/31 1108970805 金貸と大名
松好貞夫／著
弘文堂 １９５７．１０

◆OH (１９０ｐ １９ｃｍ)
江戸ルポルタージュ -史実と虚説- アテネ新書
綿谷雪／著 日本－経済－歴史－江戸時代
人物往来社 １９６１．２ OH/21/49 1108970979
(３０４ｐ １９ｃｍ)
歴史地理散歩
東京都－歴史 ◆OH

OH/21/38 1108970870 神風特別攻撃隊「ゼロ号」の男 - 追跡ドキュメント消された
戦史 「最初の特攻」が"正史"から抹殺された謎を追う-
大野芳／著

◆OH サンケイ出版 １９８０．８
江戸ルポルタージュ -異説と実説- 続 916
綿谷雪／著 (２３８ｐ １９ｃｍ)
人物往来社 １９６１．６ 太平洋戦争（１９４１～１９４５）
(３０４ｐ １９ｃｍ) OH/21/332 1108985910
歴史地理散歩
東京都－歴史

OH/21/39 1108970888 ◆OH
漢字の起原
加藤常賢／著

◆OH 角川書店 １９７０
王朝 続 (９９５ｐ　図 ２３ｃｍ)
海音寺潮五郎／著 二松学舎大学東洋学研究所
雪華社 １９６１．３ 漢字
(２７４ｐ ２２ｃｍ) OH/21/255 1109029429

OH/21/177 1108975739

◆OH
◆OH 韓来文化の後栄 上

大阪文化史研究 金正柱／編
魚澄惣五郎／著 再版
星野書店 １９４３．６ 韓国資料研究所 １９６３．７
(４０１ｐ １９ｃｍ) (１９２ｐ ２２ｃｍ)
大阪郷土史の研究とその史料(魚澄惣五郎) 難波津と八十島祭( OH/21/216 1108976851
勝谷透) 溝咋神社(天野高信) 天野行宮金剛寺-勤皇僧禅恵法印
(岸本準二) 石山本願寺(佐々木茂八) 大阪城(金丸二郎) 西鶴
の文学に現れた元禄時代大阪の町人精神(有働賢造) 糸荷廻船 ◆OH
考(黒羽兵治郎) 堺刃物工業の発達(鷹津祥造) 浪華画学校の顛 韓来文化の後栄 中
末(木村武夫) 金正柱／編
大阪府－歴史 韓国資料研究所 １９６４．１１

OH/21/142 1108975564 (２２３ｐ ２２ｃｍ)
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OH/21/217 1108976869 時事通信社 １９６１．６
(３９７，８ｐ １９ｃｍ)

OH/21/92 1108975044
◆OH

韓来文化の後栄 下
金正柱／編 ◆OH
韓国資料研究所 １９６３．７ 近世日本国民史 ８５
(３５３ｐ ２２ｃｍ) 徳富猪一郎／著

OH/21/218 1108976877 時事通信社 １９６１．５
(４２５，８ｐ １９ｃｍ)

OH/21/91 1108975036
◆OH

北一輝と日本の近代
Ｇ．Ｍ．ウィルソン／著 岡本幸治／訳 ◆OH
勁草書房 １９７１．１２ 近世日本国民史 ８４
(２５８，７ｐ ２０ｃｍ) 徳富猪一郎／著
ナショナリズム－日本 時事通信社 １９６１．４

OH/21/281 1108981877 (４２５，８ｐ １９ｃｍ)
OH/21/90 1108975028

◆OH
近世地方史研究入門 ◆OH
地方研究協議会／編 近世日本国民史 ９１
岩波書店 １９５５．７ 徳富猪一郎／著
(１０，３１６，１８ｐ １８ｃｍ) 時事通信社 １９６１．１１
岩波全書 (４２３，８ｐ １９ｃｍ)
郷土研究 OH/21/97 1108975119

OH/21/63 1108971100

◆OH
◆OH 近世日本国民史 ９４

近世日本国民史 ８７ 徳富猪一郎／著
徳富猪一郎／著 時事通信社 １９６２．２
時事通信社 １９６１．７ (４０３，１４ｐ １９ｃｍ)
(３８８，７ｐ １９ｃｍ) OH/21/100 1108975143

OH/21/93 1108975051

◆OH
◆OH 近世日本国民史 ９５

近世日本国民史 ９３ 徳富猪一郎／著
徳富猪一郎／著 時事通信社 １９６２．３
時事通信社 １９６２．１ (３９４，１１ｐ １９ｃｍ)
(４２３，８ｐ １９ｃｍ) OH/21/101 1108975150

OH/21/99 1108975135

◆OH
◆OH 近世日本国民史 ９６

近世日本国民史 ８２ 徳富猪一郎／著
徳富猪一郎／著 時事通信社 １９６２．４
時事通信社 １９６１．２ (４２１，１０ｐ １９ｃｍ)
(４３３，８ｐ １９ｃｍ) OH/21/102 1108975168

OH/21/88 1108975002

◆OH
◆OH 近世日本国民史 ９７

近世日本国民史 ７９ 徳富猪一郎／著
徳富猪一郎／著 時事通信社 １９６２．５
時事通信社 １９６０．１１ (４７７，２２ｐ １９ｃｍ)
(４６８，６ｐ １９ｃｍ) OH/21/103 1108975176

OH/21/85 1108974971

◆OH
◆OH 近世日本国民史 ９８

近世日本国民史 ８３ 徳富猪一郎／著
徳富猪一郎／著 時事通信社 １９６２．６
時事通信社 １９６１．３ (４６４，２３ｐ １９ｃｍ)
(４３３，８ｐ １９ｃｍ) OH/21/104 1108975184

OH/21/89 1108975010

◆OH
◆OH 近世日本国民史 ９９

近世日本国民史 ８６ 徳富猪一郎／著
徳富猪一郎／著 時事通信社 １９６２．７
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(６７５，２０ｐ １９ｃｍ) 中央公論社 １９６５．９
OH/21/105 1108975192 (１８２ｐ １８ｃｍ)

中公新書
蒙古－歴史

◆OH OH/21/51 1108970995
近世日本国民史 ７８
徳富猪一郎／著
時事通信社 １９６０．１０ ◆OH
(４３５，６ｐ １９ｃｍ) 元号 -いま問われているもの-

OH/21/84 1108974963 村松剛／著 葦津珍彦／著
日本教文社 １９７７．１２
(１９６ｐ １９ｃｍ)

◆OH 年号
近世日本国民史 ８０ OH/21/141 1108975556
徳富猪一郎／著
時事通信社 １９６０．１２
(４３０，６ｐ １９ｃｍ) ◆OH

OH/21/86 1108974989 元号考証
滝川政次郎／著
永田書房 １９７４．６

◆OH (１９７ｐ ２０ｃｍ)
近世日本国民史 ８８ 年号
徳富猪一郎／著 OH/21/333 1108985928
時事通信社 １９６１．８
(４１０，７ｐ １９ｃｍ)

OH/21/94 1108975085 ◆OH
元号問題あなたはどうする -「昭和」が消える時、何が起るの
か-

◆OH 大森和夫／著
近世日本国民史 ８９ エール出版社 １９７９．３
徳富猪一郎／著 (２０９ｐ １９ｃｍ)
時事通信社 １９６１．９ エールブックス
(３８９，８ｐ １９ｃｍ) 元号

OH/21/95 1108975093 OH/21/14 1108970615

◆OH ◆OH
近世日本国民史 ８１ 絢爛たる暗黒 -私記日本史-
徳富猪一郎／著 宇能鴻一郎／著
時事通信社 １９６１．１ 新潮社 １９６７．５
(４２８，７ｐ １９ｃｍ) (３１７ｐ ２０ｃｍ)

OH/21/87 1108974997 OH/21/190 1108975861

◆OH ◆OH
近世日本国民史 ９０ 号外百年史
徳富猪一郎／著 小野秀雄／編
時事通信社 １９６１．１０ 読売新聞社 １９６９。４
(４１４，７ｐ １９ｃｍ) (４１２ｐ ３０ｃｍ)

OH/21/96 1108975101 日本－歴史－明治以後－史料
OH/21/314 1109029452

◆OH
近世日本国民史 ９２ ◆OH
徳富猪一郎／著 高原千里 -内蒙古回顧録-
時事通信社 １９６１．１２ らくだ会本部 １９７３．９
(４６４，７ｐ １９ｃｍ) (６６０ｐ ２７ｃｍ)

OH/21/98 1108975127 OH/21/318 1109029478

◆OH ◆OH
近世の庶民文化 考古学西から東から
高尾一彦／著 森浩一／著
岩波書店 １９６８．３ 中央公論社 １９８１．７
(３２８，５ｐ １９ｃｍ) (２５４ｐ ２０ｃｍ)
日本歴史叢書 考古学－日本
日本－文化－歴史－江戸時代 OH/21/291 1108982727

OH/21/230 1108981406

◆OH
◆OH 皇国日本の大道

元寇 -蒙古帝国の内部事情- 徳富猪一郎／著
旗田巍／著 明治書院 １９４１．１０
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(２７７ｐ ２１ｃｍ) 八代国治，早川純三郎，井野辺茂雄／著
OH/21/203 1108975994 大増訂

吉川弘文館 １９２８．１２
(ｐ．１１４５－１９００ ２０ｃｍ)

◆OH 内容：さ－そ，た－と
紅塵三百五十年 -続・東京の歴史- OH/21/225 1108976943
樋口清之／著
弥生書房 １９６１．８
(１９６ｐ ２０ｃｍ) ◆OH
東京都－歴史－江戸時代 国史大辞典

OH/21/135 1108975499 八代国治，早川純三郎，井野辺茂雄／著
大増訂
吉川弘文館 １９２９．１

◆OH (ｐ．１９０１－２３８０ ２０ｃｍ)
国語教師五十年 -学校・家庭・書斎- 内容：な－は，ま－や，ら－わ
稲田伊之助／著 OH/21/226 1108976950
三秀社 １９６９．９
(２２４ｐ ２０ｃｍ)

OH/21/239 1108981497 ◆OH
国史大辞典
八代国治，早川純三郎，井野辺茂雄／著

◆OH 大増訂
国史概説 上 吉川弘文館 １９２９．２
文部省／編 (２２９ｐ ２０ｃｍ)
内閣印刷局 １９４３．８ 内容：増補　年表
(４８０ｐ ２１ｃｍ) OH/21/227 1108976968

OH/21/268 1108981760

◆OH
◆OH 国史大辞典

国史学の骨髄 八代国治，早川純三郎，井野辺茂雄／著
平泉澄／著 大増訂
至文堂 １９３２．９ 吉川弘文館 １９２９．４
(２６８ｐ ２２ｃｍ) (１冊 ２０ｃｍ)
内容：国史学の骨髄、歴史の回顧と革新の力、歴史を貫く冥々 内容：附図
の力、溪嵐拾葉集と中世の宗教思想、日本精神発展の段階、中 OH/21/228 1108976976
世文化の基調、一の精神を欠く、国家護持の精神、栗山潜〓と
谷奏山、飛鳥時代の文化、江都督納言願文集発刊の由来、日本
精神 ◆OH
日本－歴史 ここに古代王朝ありき -邪馬一国の考古学-

OH/21/198 1108975945 古田武彦／著
朝日新聞社 １９７９．６
(３４７ｐ ２０ｃｍ)

◆OH 巻末：室見川の銘版測定結果報告書
国史辞典 4（こーし） 邪馬台国
富山房国史辞典編纂部／編 OH/21/303 1108982842
冨山房 １９４３．１２
(９７６ｐ ２７ｃｍ)

OH/21/275 1109029445 ◆OH
こころとみち -国学の歴史精神-
佐野一彦／著

◆OH 靖文社 １９４４．１
国史大辞典 (２６３ｐ ２２ｃｍ)
八代国治，早川純三郎，井野辺茂雄／著 OH/21/56 1108971043
大増訂
吉川弘文館 １９２８．１０
(５１０ｐ ２０ｃｍ) ◆OH
内容：あ－お 古事記講話

OH/21/223 1108976927 山田孝雄／著
有本書店 １９４４．１
(２８７ｐ １９ｃｍ)

◆OH OH/21/33 1108970821
国史大辞典
八代国治，早川純三郎，井野辺茂雄／著
大増訂 ◆OH
吉川弘文館 １９２８．１１ 古事記・日本書紀
(ｐ．５１１－１１４４ ２０ｃｍ) 梅沢伊勢三／著
内容：か―こ 新装版

OH/21/224 1108976935 三一書房 １９７１．９
(２２０ｐ ２０ｃｍ)
古典とその時代

◆OH OH/21/229 1108981398
国史大辞典
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◆OH
◆OH 古都遍歴 -奈良-

古事記のいのち 竹山道雄／著
夜久正雄／著 新潮社 １９５４．４
国民文化研究会 １９６６．３ (２０６ｐ １９ｃｍ)
(２４６ｐ １７ｃｍ) 一時間文庫
国文研叢書 OH/21/45 1108970946
古事記

OH/21/34 1108970839
◆OH

罪悪と栄光 -敗戦時の裏面秘録-
◆OH 山田秀三郎／著

古事記物語 改訂版
太田善麿／著 大日本皇道会総本部 １９７０．１０
社会思想社 １９７１．３ (５２６ｐ ２２ｃｍ)
(２６２ｐ １５ｃｍ) 太平洋戦争（１９４１～１９４５）
 現代教養文庫 OH/21/293 1108982743

OH/21/273 1108981810

◆OH
◆OH 西郷南洲史料

古城物語 西郷吉之助／編
南条範夫／著 東西文化調査会 １９６６．７
文芸春秋新社 １９６１．６ (１冊 ３１×４３ｃｍ)
(２１９ｐ ２０ｃｍ) OH/21/316 1109246650
内容：安土城の鬼門櫓，大坂城の天守閣，春日山城の多聞堂，
名古屋城のお土居下，稲葉山城の一の門，熊本城の空井戸，姫
路城の腹切丸，彦根城の廊下橋，鹿児島城の蘇鉄 ◆OH

OH/21/176 1108975721 最新日本史
森杉多／著
法文社 １９５３．１０

◆OH (１１，４１３ｐ １９ｃｍ)
古代史疑 OH/21/147 1108975614
松本清張／著
中央公論社 １９６８．２
(２４５ｐ ２０ｃｍ) ◆OH

OH/21/264 1108981729 史談あれやこれ
村雨退二郎／著
北辰堂 １９５８．６

◆OH (２２４ｐ １９ｃｍ)
古代の日本 第３ 日本－歴史
角川書店 １９７０．２ OH/21/55 1108971035
(３６５ｐ　図版 ２３ｃｍ)
日本－歴史－古代

OH/21/248 1108981588 ◆OH
七・五事件公判記録
影山正治／編

◆OH 大東塾出版部 １９４２．１２
古代の日本 第５ (１６２ｐ １９ｃｍ)
角川書店 １９７０．１ 右翼
(３４０ｐ　図版 ２３ｃｍ) OH/21/267 1108981752
日本－歴史－古代

OH/21/249 1108981596
◆OH

実在した神話 -発掘された「平原弥生古墳」-
◆OH 原田大六／著

孤島の英霊 -中部太平洋諸島第一次特別慰霊・遺骨収集調査派 学生社 １９６６．７
遣団記録- (２６２ｐ １９ｃｍ)
日本民主同志会／編 古墳
恒友出版 １９７３．１０ OH/21/240 1108981505
(１冊（おもに図） ２６×２２ｃｍ)
太平洋戦争（１９４１～１９４５）

OH/21/65 1109029346 ◆OH
写真図説総合日本史 第１０巻
日本近代史研究会／著

◆OH 東京タイムズ社 １９５７．９
後鳥羽上皇と隠岐島 -史蹟と歴史の集大成- (ｐ４９５－９１８，６ｐ ３１ｃｍ)
村上兼巳／編 日本－歴史－現代
後鳥羽上皇聖蹟顕彰会 １９７５．１１ OH/21/161 1109029676
(１９７ｐ ２０ｃｍ)

OH/21/299 1108982800
◆OH

写真図説総合日本史 第８巻
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日本近代史研究会／著 東京タイムズ社 １９５７．１２
東京タイムズ社 １９５７．８ (図版４９２，３ｐ ３１ｃｍ)
(ｐ９７１－１４９０，３ｐ ３１ｃｍ) 日本－歴史－古代 日本－歴史－中世
日本－歴史－近代 OH/21/157 1109029627

OH/21/159 1109029643

◆OH
◆OH 従軍記者 -日本戦争外史-

写真図説総合日本史 第３巻 全日本新聞連盟 １９６５．９
日本近代史研究会／著 (４４１ｐ ３１ｃｍ)
東京タイムズ社 １９５７．６ 戦争－歴史 従軍記者
(図版ｐ９０３－１３７２ ３１ｃｍ) OH/21/334 1109036887
日本－歴史－古代 日本－歴史－中世

OH/21/154 1109029593
◆OH

修羅 -発掘から復元まで-
◆OH 朝日新聞大阪本社社会部／編

写真図説総合日本史 別巻 朝日新聞社 １９７９．１１
日本近代史研究会／編 (２０１ｐ ２０ｃｍ)
東京タイムズ社 １９５７．９ 遺物－日本
(１３５ｐ ３１ｃｍ) OH/21/292 1108982735
日本－歴史

OH/21/161-2 1109029668
◆OH

証言私の昭和史 第１
◆OH 東京１２チャンネル報道部／編

写真図説総合日本史 第９巻 学芸書林 １９６９．６
日本近代史研究会／著 (３１７ｐ ２０ｃｍ)
東京タイムズ社 １９５８．１ 内容：大正から昭和へ(大塚喜平,甘露寺受長) 片岡蔵相失言す
(４９４，６ｐ ３１ｃｍ) (青木得三,高橋亀吉,今日出海) 私は直訴兵・北原二等卒(北原
日本－歴史－現代 泰作,小酒井正吉) 円本時代来たる(横関愛三,北原正雄) 浅草

OH/21/160 1109029650 の灯(榎本健一,沢田要造) 第一回普選(西尾末広,松村謙三) 人
民の名において(堀内謙介,横田喜三郎) 飛行船ツェッペリン伯
号来日(渡辺紳一郎) 金解禁のころ(小汀利得,高橋亀吉) ロン

◆OH ドン軍縮会議(賀屋興宣,榎本重治) 霧社事件(小島義夫,小島源
写真図説総合日本史 第７巻 治,宮村堅弥) 男子の本懐(松井政平,入沢文明,佐郷屋喜明,浜
日本近代史研究会／著 口巌根) 官吏減俸騒動記(平山孝,藤井五一郎) 売られた娘達(
東京タイムズ社 １９５６．９ 結城哀草果,本堂フミ,山口久吾,南喜一) 大学は出たけれど(土
(ｐ４９５－９６８，３ｐ ３１ｃｍ) 岐雄三,尾崎盛光) 　満州某重大事件(森島守人,宮内霊勝) 満
日本－歴史－近代 州事変勃発す(武内文彬,片倉衷,竹下義晴) 装甲車とクリーク

OH/21/158 1109029635 と(宮崎世竜,田中隆吉) 宣統帝溥儀満州へ(片倉衷) 天竜脱退
事件(天竜三郎,相馬基) 天国に結ぶ恋(吉川重男,岩森伝,五所
平之助) 白木屋の大火始末記(柄島俊輝,鎌倉安一,海保省三) 

◆OH レビュー・ストライキ(水の江滝子,城戸四郎) 踊り踊るなら(
写真図説総合日本史 第２巻 小唄勝太郎,八木沢俊夫,小塚光雄) モボ・モガから日の丸弁当
日本近代史研究会／著 まで(徳川夢声,吉沢典男) 丹那トンネル貫通す(星野茂樹,石川
東京タイムズ社 １９５７．３ 九五) 出た!!少年倶楽部(加藤謙一,須藤憲三,西成俊成) のら
(ｐ４１９－９０２，４ｐ ３１ｃｍ) くろ活躍す(田河水泡,加藤謙一) ムーラン・ルージュの灯(伊
日本－歴史－古代 日本－歴史－中世 馬春部,森繁久弥) 乙女の夢を描き続けて(蕗谷虹児) 昭和史展

OH/21/153 1109029585 望(小西四郎) 昭和初期のころ(原田勝正) 年表. 
日本－歴史－昭和時代

OH/21/246 1108981562
◆OH

写真図説総合日本史 第４巻
日本近代史研究会／著 ◆OH
東京タイムズ社 １９５７．１１ 聖徳太子 -特に和の憲法を中心として-
(図版５６６，４ｐ ３１ｃｍ) 里見岸雄／著
日本－歴史－古代 日本－歴史－中世 里見日本文化学研究所 １９７４．８

OH/21/155 1109029601 (７２ｐ ２２ｃｍ)
OH/21/179 1108975754

◆OH
写真図説総合日本史 第５巻 ◆OH
日本近代史研究会／著 昭和外国映画史 -「月世界探検」から「スター・ウォーズ」ま
東京タイムズ社 １９５６．１１ で-
(図版ｐ５６７－１１２６，７ｐ ３１ｃｍ) 毎日新聞社 １９７８．６
日本－歴史－古代 日本－歴史－中世 (３２２ｐ ２８ｃｍ)

OH/21/156 1109029619 別冊１億人の昭和史
映画－歴史

OH/21/338 1109036929
◆OH

写真図説総合日本史 第６巻
日本近代史研究会／著
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◆OH
昭和研究会 -ある知識人集団の軌跡-
酒井三郎／著
ＴＢＳブリタニカ １９７９．６ ◆OH
(３８８ｐ ２０ｃｍ) 昭和流行歌史 -「宮さん宮さん」から「北の宿から」まで心の
私の現代史シリーズ 歌５００曲-
巻末：関連年表 毎日新聞社 １９７７．１
日本－歴史－昭和時代 (３１４ｐ ２８ｃｍ)

OH/21/307 1108982891 別冊　１億人の昭和史
流行歌－歴史

OH/21/339 1109036937
◆OH

昭和史の天皇 １
読売新聞社／編 ◆OH
読売新聞社 １９６７．９ 女帝と道鏡 -天平末葉の政治と文化-
(３９６ｐ ２２ｃｍ) 北山茂夫／著
日本－歴史－昭和時代 中央公論社 １９６９

OH/21/242 1108981521 (１８９ｐ １８ｃｍ)
中公新書
付：参考文献

◆OH 日本－歴史－奈良時代
昭和史の天皇 ２ OH/21/265 1108981737
読売新聞社／編
読売新聞社 １９６７．１２
(４１１ｐ　図版 ２２ｃｍ) ◆OH
日本－歴史－昭和時代 資料日本史

OH/21/243 1108981539 小澤榮一［ほか］／編
清水書院 １９５２．１
(３２８ｐ ２２ｃｍ)

◆OH  学習活用資料シリーズ
昭和スポーツ史 -オリンピック８０年- OH/21/17 1108970631
毎日新聞社 １９７６．９
(３０６ｐ ２７ｃｍ)
別冊　１億人の昭和史 ◆OH

OH/21/336 1109036903 史話東と西
幸田成友／著
中央公論社 １９４０．１

◆OH (３５３ｐ ２０ｃｍ)
昭和動乱私史 上 OH/21/146 1108975606
矢次一夫／著
２版
経済往来社 １９７１．６ ◆OH
(１６，５６６ｐ ２２ｃｍ) 新稿日本古代文化
日本－歴史－昭和時代 和辻哲郎／著

OH/21/283 1108981893 岩波書店 １９５１．５
(１３，４０５ｐ　図版２枚 １９ｃｍ)
日本文化

◆OH OH/21/143 1108975572
昭和動乱の真相
安倍源基／著
原書房 １９７７．１０ ◆OH
210.7 壬申の乱
(５，４０５ｐ ２２ｃｍ) 亀田隆之／著
日本－歴史－昭和時代 至文堂 １９６１．１

OH/21/286 1108982677 (２３７ｐ １９ｃｍ)
日本歴史新書
日本－歴史－古代

◆OH OH/21/37 1108970862
昭和日本映画史 -“目玉の松ちゃん”から「人間の証明」まで
-
毎日新聞社 １９７７．１２ ◆OH
(３２２ｐ ２８ｃｍ) 人物・日本の歴史 １
別冊１億人の昭和史 読売新聞社 １９６６．９
映画－日本－歴史 (３２０ｐ １９ｃｍ)

OH/21/337 1109036911 参考文献：ｐ．３１６－３１７
日本－歴史－大和時代

OH/21/245 1108981554
◆OH

昭和の流行歌手 -佐藤千夜子からピンク・レディーまで-
毎日新聞社 １９７８．１ ◆OH
(３１４ｐ ２８ｃｍ) 神武天皇紀元論 -紀元節の正しい見方-
別冊１億人の昭和史 日本文化研究会／編
流行歌－日本 立花書房 １９５８．３

OH/21/335 1109036895 (３９７ｐ １９ｃｍ)
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OH/21/181 1108975770 毎日新聞社 １９７８．５
(２５８ｐ ２８ｃｍ)

OH/21/321-2 1109318491
◆OH

神話時代 -民族の思い出として読まれるように-
肥後和男／著 ◆OH
至文堂 １９５９．８ 世界の中の日本百年
(２３３ｐ １９ｃｍ) 会田雄次　等／著
日本歴史新書 文藝春秋 １９６７．１０
日本－歴史－古代 神話－日本 (２５８ｐ ２０ｃｍ)

OH/21/280 1108981869 OH/21/251 1108981612

◆OH ◆OH
随筆池田勇人 世界平和への歩み
林房雄／著 世界連邦日本青年協議会 １９６５．９
サンケイ新聞社出版局 １９６８．５ (１７５ｐ（図版共） ３６ｃｍ)
(５３９ｐ １９ｃｍ) OH/21/170 1109029395

OH/21/256 1108981646 OH/21/171 1109029403

◆OH ◆OH
素顔の昭和 -戦後- 戦国史談
戸川猪佐武／著 高柳光寿／著
光文社 １９７８．８ 人物往来社 １９６６．１０
(２７０ｐ ２０ｃｍ) (３０７ｐ １９ｃｍ)
日本－歴史－昭和時代 日本－歴史－随筆

OH/21/169 1108975671 OH/21/261 1108981695

◆OH ◆OH
素顔の昭和 -戦前- 戦国の人々
戸川猪佐武／著 高柳光寿／著
光文社 １９７８．８ 春秋社 １９６２．３
(２５８ｐ ２０ｃｍ) (２４６ｐ ２０ｃｍ)
日本－歴史－昭和時代 日本－歴史－中世

OH/21/168 1108975663 OH/21/40 1108970896

◆OH ◆OH
世界史的立場と日本 戦国武将の生活
高坂正顕／等述 桑田忠親／著
中央公論社 １９４３．３ 角川書店 １９６９．９
(４４３ｐ １９ｃｍ) (２７２ｐ １９ｃｍ)

OH/21/26 1108970722 角川選書
武士

OH/21/184 1108975804
◆OH

世界史と日本
林健太郎／著 ◆OH
新潮社 １９６５．５ 戦国乱世 -対談-
(２４２ｐ ２０ｃｍ) 海音寺潮五郎／著 桑田忠親／著

OH/21/28 1108970748 角川書店 １９６９．８
(２４２ｐ １９ｃｍ)
角川選書

◆OH OH/21/187 1108975838
世界史における日本
Ｇ．Ｂ．サンソム／著 大窪愿二／著
岩波書店 １９５１．１１ ◆OH
(１５８ｐ １８ｃｍ) 戦後日本小史 上巻
岩波新書 矢内原忠雄／編

OH/21/47 1109309557 東京大学出版会 １９５８．９
(３，２７２ｐ ２１ｃｍ)
総説(矢内原忠雄) 経済(大内兵衛) 労働(大河内一男)

◆OH 日本－歴史－昭和時代
世界史の中の１億人の昭和史 ３ OH/21/18 1108970649
毎日新聞社 １９７８．３
(２５８ｐ ２８ｃｍ)

OH/21/321 1109029502 ◆OH
船場今昔物語 後編
福島祐二／編

◆OH 福島商会 １９６９．２
世界史の中の１億人の昭和史 ４ (１０８ｐ ２５ｃｍ)
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OH/21/149 1109029353 (３９９，１８ｐ １９ｃｍ)
OH/21/262 1108981703

◆OH
旋風二十年 -解禁昭和裏面史- 上巻 ◆OH
森正蔵／著 大東亜戦争を見直そう
鱒書房 １９４５．１２ 名越二荒之助／著
210.7 原書房 １９６８．８
(１７４ｐ ２１ｃｍ) 210.75
日本－歴史－昭和時代 (２１２ｐ １８ｃｍ)

OH/21/195 1108975911 太平洋戦争（１９４１～１９４５）
OH/21/188 1108975846

◆OH
旋風二十年 -解禁昭和裏面史- 下巻 ◆OH
森正蔵／著 大東亜戦争肯定論
鱒書房 １９４６．２ 林房雄／著
210.7 番町書房 １９６４．９
(１８９ｐ ２１ｃｍ) (２６３ｐ １９ｃｍ)
日本－歴史－昭和時代 OH/21/12 1108970599

OH/21/196 1108975929

◆OH
◆OH 大東亜戦争写真史 １

戦友 -興国の礎- 四国編 富士書苑／編
加戸宏平／編 富士書苑 １９５４．５
地方人事調査会 １９７８．１２ (２００ｐ ２８ｃｍ)
(８８８ｐ ２６ｃｍ) OH/21/162 1109029684

OH/21/320 1109029494

◆OH
◆OH 大東亜戦争写真史 ２

占領秘録 富士書苑／編
住本利男／著 富士書苑 １９５４．６
毎日新聞社 １９６０．７ (２００ｐ ２８ｃｍ)
(３６１，６ｐ １９ｃｍ) OH/21/163 1109029692
日本－歴史－昭和時代

OH/21/235 1108981455
◆OH

大東亜戦争写真史 ３
◆OH 富士書苑／編

第一次世界大戦 -目で見る戦史- 富士書苑 １９５４．７
Ａ．Ｊ．Ｐ．テイラー／〔著〕 倉田稔／訳 (２００ｐ ２８ｃｍ)
新評論 １９８０．１ OH/21/164 1109029700
(３１６ｐ ２０ｃｍ)
世界大戦（第一次）

OH/21/48 1108970961 ◆OH
大東亜戦争写真史 ４
富士書苑／編

◆OH 富士書苑 １９５４．８
第一次大戦－その戦略 (２００ｐ ２８ｃｍ)
ベイジル・ヘンリー・リデルハート／著 後藤冨男／訳 OH/21/165 1109029361
原書房 １９８０．９
391.2071
(１５，２４１ｐ ２０ｃｍ) ◆OH
世界大戦（第一次） 大東亜戦争写真史 ５
74-562-01079-7 富士書苑／編

OH/21/296 1108982776 富士書苑 １９５４．９
(２００ｐ ２８ｃｍ)

OH/21/166 1109029379
◆OH

大化の改新
海音寺潮五郎／著 ◆OH
河出書房新社 １９５９．２ 大東亜戦争写真史 ６
(３７４ｐ，図版 ２０ｃｍ) 富士書苑／編
現代人の日本史 富士書苑 １９５４．１０

OH/21/7 1108970771 (２００ｐ ２８ｃｍ)
OH/21/167 1109029387

◆OH
大国史美談 第４ ◆OH
北垣恭次郎／著 大日本帝国の興亡 1
実業之日本社 １９４２．５ ジョン・トーランド／著 毎日新聞社／著
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毎日新聞社 １９７１．６ 朝日新聞社 １９６３．５
(２７６，１０ｐ １９ｃｍ) 210.75

OH/21/274 1108981828 (４９３，１０，５ｐ ２２ｃｍ)
太平洋戦争（１９４１～１９４５） 日本－対外関係－歴史－
昭和時代

◆OH OH/21/123 1108975374
太平洋戦争 上
児島襄／著
中央公論社 １９６５．１１ ◆OH
(３２９ｐ １８ｃｍ) 太平洋戦争への道 -開戦外交史- ３
中公新書 日本国際政治学会太平洋戦争原因研究部／編
世界大戦（第二次） 朝日新聞社 １９６２．１２

OH/21/136 1108975507 (４０４，１０ｐ ２２ｃｍ)
太平洋戦争（１９４１～１９４５） 日本－対外関係－歴史－
昭和時代

◆OH OH/21/119 1108975333
太平洋戦争への道 -開戦外交史- １
日本国際政治学会太平洋戦争原因研究部／編
朝日新聞社 １９６３．２ ◆OH
210.75 血の維新史の影に -明治百年のため-
(４９８，１２ｐ ２２ｃｍ) 太田俊穂／著
太平洋戦争（１９４１～１９４５） 日本－対外関係－歴史－ 大和書房 １９６５．１０
昭和時代 (２５５ｐ ２０ｃｍ)

OH/21/117 1108975317 盛岡藩
OH/21/43 1108970920

◆OH
太平洋戦争への道 -開戦外交史- ２ ◆OH
日本国際政治学会太平洋戦争原因研究部／編 地方史研究必携
朝日新聞社 １９６２．１１ 地方史研究協議会／編
210.75 岩波書店 １９５２．７
(４３５，８ｐ ２２ｃｍ) (１０，３１６ｐ １８×１２ｃｍ)
太平洋戦争（１９４１～１９４５） 日本－対外関係－歴史－ 岩波全書
昭和時代 郷土研究

OH/21/118 1108975325 OH/21/1 1108970516

◆OH ◆OH
太平洋戦争への道 -開戦外交史- ４ 筑紫ものがたり -博多二千年史-
日本国際政治学会太平洋戦争原因研究部／編 朝日新聞社／編
朝日新聞社 １９６３．１ 朝日新聞社 １９６７．８
210.75 (３０５ｐ ２０ｃｍ)
(４２６，８ｐ ２２ｃｍ) OH/21/238 1108981489
太平洋戦争（１９４１～１９４５） 日本－対外関係－歴史－
昭和時代

OH/21/120 1108975341 ◆OH
津別町史
新訂

◆OH 北海道網走郡津別町役場 １９７１．３
太平洋戦争への道 -開戦外交史- ５ (１０６５ｐ ２７ｃｍ)
日本国際政治学会太平洋戦争原因研究部／編 OH/21/340 1109310985
朝日新聞社 １９６３．３
210.75
(３９３，６ｐ ２２ｃｍ) ◆OH
太平洋戦争（１９４１～１９４５） 日本－対外関係－歴史－ 帝国主義の時代
昭和時代 江口朴郎／著

OH/21/121 1108975358 岩波書店 １９６９．２
(１８４，１２ｐ １８ｃｍ)
岩波全書

◆OH 付：参考文献
太平洋戦争への道 -開戦外交史- ６ 世界史－近世 帝国主義
日本国際政治学会太平洋戦争原因研究部／編 OH/21/178 1108975747
朝日新聞社 １９６３．４
210.75
(４３７，１０ｐ ２２ｃｍ) ◆OH
太平洋戦争（１９４１～１９４５） 日本－対外関係－歴史－ 鉄剣の謎と古代日本 -シンポジウム-
昭和時代 井上光貞／［ほか著］

OH/21/122 1108975366 新潮社 １９７９．１
(２６２ｐ ２０ｃｍ)
日本－歴史－古代 金石・金石文

◆OH OH/21/302 1108982834
太平洋戦争への道 -開戦外交史- ７
日本国際政治学会太平洋戦争原因研究部／編
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◆OH 岩波書店 １９５０．５
天安門事件 -ドキュメント- (３，２，４９２，９ｐ ２２ｃｍ)
中邦仁／著 OH/21/60 1108971076
文藝春秋 １９７９．４
(２４６ｐ ２０ｃｍ)

OH/21/285 1108981901 ◆OH
東条英機とその時代
矢次一夫／著

◆OH 三天書房 １９８０．７
伝統 210.75
平泉澄／著 (３８１ｐ ２０ｃｍ)
至文堂 １９４０．１ 太平洋戦争（１９４１～１９４５）
(６４９ｐ ２２ｃｍ) OH/21/308 1108982909

OH/21/61 1108971084

◆OH
◆OH 徳川家 -家康を中心に-

天皇の世紀 １ 中村孝也／著
大仏次郎／著 至文堂 １９６１．１２
朝日新聞社 １９６９ (１７９ｐ １９ｃｍ)
(３９２ｐ ２３ｃｍ) 日本歴史新書
日本－歴史－江戸末期 明治維新 日本－歴史－明治時代 日本－歴史－江戸時代

OH/21/219 1108976885 OH/21/42 1108970912

◆OH ◆OH
天皇の世紀 ２ 徳川十五代物語
大仏次郎／著 南条範夫／著
朝日新聞社 １９６９ 平凡社 １９７５．４
(４１９ｐ ２３ｃｍ) (２４９ｐ ２０ｃｍ)
日本－歴史－江戸末期 明治維新 日本－歴史－明治時代 OH/21/180 1108975762

OH/21/220 1108976893

◆OH
◆OH 読史雑考

天皇の世紀 ３ 片山勝／著
大仏次郎／著 法学書院 １９６５．９
朝日新聞社 １９６９ (２７８ｐ １９ｃｍ)
(４２１ｐ ２３ｃｍ) 日本－歴史
日本－歴史－江戸末期 明治維新 日本－歴史－明治時代 OH/21/144 1108975580

OH/21/221 1108976901

◆OH
◆OH 戸畑市史 第２集

天皇の世紀 ４ 戸畑市役所／編
大仏次郎／著 戸畑市役所 １９６１．３
朝日新聞社 １９７０ (１１７５ｐ　図版　地図 ２７ｃｍ)
(４２５ｐ ２３ｃｍ) OH/21/2 1109029338
日本－歴史－江戸末期 明治維新 日本－歴史－明治時代

OH/21/222 1108976919
◆OH

謎の女王卑弥呼 -邪馬台国とその時代-
◆OH 田中昭三／著

東京原木史 -焦土から木場移転まで - 徳間書店 １９６８．６
東京原木協同組合東京原木史編纂委員会／編 (２３２ｐ ２０ｃｍ)
東京原木協同組合 １９７６．１１ 日本－歴史－原始時代
(３２２ｐ　図 　肖像 ２７ｃｍ) OH/21/205 1108976018

OH/21/278 1109029437

◆OH
◆OH 難波の宮

東京裁判 上 山根徳太郎／著
児島襄／著 学生社 １９６４．４
中央公論社 １９７１．３ (２６７ｐ １９ｃｍ)
(２７１ｐ １８ｃｍ) 難波宮
中公新書 OH/21/183 1108975796
極東国際軍事裁判（１９４６～１９４８）

OH/21/258 1108981661
◆OH

奈良
◆OH 永島福太郎／著

東西文明史論考 -国民性の研究- 吉川弘文館 １９６３．１１
三浦新七／著 (１５，３００，１４ｐ ２０ｃｍ)
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日本歴史叢書 日本－歴史－古代
巻末：略年表，参考文献 OH/21/234 1108981448
奈良市－歴史

OH/21/32 1108970813
◆OH

日本古代史の旅
◆OH 加藤蕙／著

鳴門市史 -鳴門に関する文芸作品集- 別巻 新人物往来社 １９７２．１
鳴門市史編纂委員会／編 (３０４ｐ ２０ｃｍ)
鳴門市 １９７１．１０ 日本－歴史－古代
(１３３０，１８ｐ ２２ｃｍ) OH/21/244 1108981547

OH/21/317 1108982925

◆OH
◆OH 日本再発見

日欧通交史 読売新聞社／編
幸田成友／著 １９６３．１
岩波書店 １９４２．６ (３５８ｐ ２０ｃｍ)
(４１４，３４，４０ｐ　図版１枚 ２２ｃｍ) OH/21/24 1108970706
日本－対外関係－ヨーロッパ

OH/21/145 1108975598
◆OH

日本三代の映像 １
◆OH 光文社 １９６７．８

日韓離合之秘史 (２１２ｐ ２２×１８ｃｍ)
久保寺山之輔／著 日本－歴史－明治時代
日本乃姿顕彰会 １９６４．６ OH/21/193 1108975895
(３９７ｐ　図版 ２２ｃｍ)

OH/21/11 1108970573
◆OH

日本三代の映像 ２
◆OH 光文社 １９６７．８

日光歴史散歩 (２１２ｐ ２２×１８ｃｍ)
和歌森太郎／編 日本－歴史－明治時代
河出書房新社 １９６１．６ OH/21/29 1108970755
(２３２ｐ １８ｃｍ)
日光市

OH/21/44 1108970938 ◆OH
日本史新研究
芳賀幸四郎／著

◆OH 新稿版
ニッポン歴史の宿 -東海道の旅人ものがたり- 池田書店 １９６３．３
オリバ－・スタットラー／著 三浦朱門／訳 (４２５ｐ，図版，表 ２２ｃｍ)
人物往来社 １９６１．１２ OH/21/16 1108970623
(３５１ｐ １９ｃｍ)

OH/21/22 1108970680
◆OH

日本史の黒幕
◆OH 会田雄次／〔ほか〕著

日本への直言 平凡社 １９７８．１２
林房雄／著 (３２０ｐ １９ｃｍ)
日本教文社 １９６７．８ 人物評論－日本
(２３７p １９ｃｍ) OH/21/297 1108982784

OH/21/150 1108975630

◆OH
◆OH 日本史の流れをたずねて

日本国誕生の謎 -卑弥呼～神武天皇までを解明! この銅鏡の絵 渡辺保／著
は何を物語るか？！- 大日本雄弁会講談社 １９５８．１０
鯨清／著 (２９４ｐ １９ｃｍ)
日本文芸社 １９７８．７ OH/21/21 1108970672
(２６８ｐ １９ｃｍ)
読物日本史シリーズ
日本－歴史－古代 ◆OH

OH/21/301 1108982826 日本史の謎・石宝殿
間壁忠彦・間壁葭子／著
六興出版 １９７８．１０

◆OH (２３７ｐ １９ｃｍ)
日本古代国家 -倭奴国・女王国・狗奴国- ロッコウ・ブックス
水野祐／著 兵庫県－遺跡・遺物 巨石記念物
紀伊国屋書店 １９６６．１２ OH/21/294 1108982750
(２２２ｐ ２０ｃｍ)
紀伊国屋新書
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◆OH
日本史の法則 -明日を予見する歴史の読み方-
渡部昇一／著 ◆OH
祥伝社 １９７９．３ 日本のミイラ
(２４８ｐ １８ｃｍ) 安藤更生／著
ノンブックス 毎日新聞社 １９６１．７
日本－歴史 (２４１ｐ ２０ｃｍ)

OH/21/306 1108982883 ミイラ
OH/21/64 1108971118

◆OH
日本終戦史 上巻 ◆OH
林茂等／編 日本の歴史 ２１
読売新聞社 １９６２．８ 中央公論社 １９６６．１０
(２４８ｐ １８ｃｍ) (５０８ｐ １８ｃｍ)
八月十五日のクーデター ： ほか 日本－歴史－近代
太平洋戦争（１９４１～１９４５） OH/21/83-1 1109158004

OH/21/185 1108975812

◆OH
◆OH 日本の歴史 １７

日本における近代国家の成立 中央公論社 １９６６．６
Ｅ・Ｈ・ノーマン／著 大窪愿二／訳 (４７６ｐ １８ｃｍ)
岩波書店 １９５３．６ OH/21/82 1108974948
(１４，３３２，１３ｐ １５ｃｍ)
岩波現代叢書
日本－歴史－明治時代 ◆OH

OH/21/25 1108970714 日本の歴史 ２０
中央公論社 １９６６．９
(４６０ｐ １８ｃｍ)

◆OH 日本－歴史－明治時代
日本の遺跡 OH/21/83 1108974955
森豊／著
毎日新聞社 １９６９．７
(２０６ｐ １８ｃｍ) ◆OH
ヤング・エリ－ト選書 日本の歴史 １６

OH/21/259 1108981679 中央公論社 １９６６．５
(４８６ｐ １８ｃｍ)
日本－歴史－江戸時代

◆OH OH/21/81 1108974930
日本の学問
松島栄一／著
日本放送出版協会 １９６８．１０ ◆OH
(１９２ｐ １８ｃｍ) 日本の歴史 １５
ＮＨＫブックス 中央公論社 １９６６．４
日本思想 (４８４ｐ １８ｃｍ)

OH/21/232 1108981422 OH/21/80 1108974922

◆OH ◆OH
日本の課題と世界史 日本の歴史 １１
高山岩男／著 中央公論社 １９６５．１２
弘文堂書房 １９４３．８ (５０２ｐ １８ｃｍ)
(４８８ｐ ２２ｃｍ) OH/21/76 1108971191

OH/21/27 1108970730

◆OH
◆OH 日本の歴史 ８

日本の百年 中央公論社 １９６５．９
笠信太郎／編 (５１８ｐ １８ｃｍ)
社会思想社 １９６６．１０ OH/21/73 1108971183
(４３８ｐ １９ｃｍ)
日本－歴史－明治以後

OH/21/148 1108975622 ◆OH
日本の歴史 １４
中央公論社 １９６６．３

◆OH (４７４ｐ １８ｃｍ)
日本の兵士と農民 OH/21/79 1108974914
Ｅ．Ｈ．ノーマン／著 大窪愿二／訳
岩波書店 １９５８．８
(１５７ｐ １９ｃｍ) ◆OH
岩波現代叢書 日本の歴史 １２

OH/21/46 1108970953 中央公論社 １９６６．１
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(５２０ｐ １８ｃｍ)
OH/21/77 1108971209 ◆OH

日本の歴史 ５
読売新聞社 １９６０．２

◆OH (３１４，６ｐ　図版６枚 ２３ｃｍ)
日本の歴史 １０ 日本－歴史－南北朝時代
中央公論社 １９６５．１１ OH/21/110 1108975242
(５０２ｐ １８ｃｍ)

OH/21/75 1108975077
◆OH

日本の歴史 ４
◆OH 読売新聞社 １９５９

日本の歴史 ７ (３１２，５ｐ ２３ｃｍ)
中央公論社 １９６５．８ OH/21/109 1108975234
(４９８ｐ １８ｃｍ)

OH/21/72 1108971175
◆OH

日本の歴史 ３
◆OH 読売新聞社 １９６０．２

日本の歴史 ６ (３１２，６ｐ　図版６枚 ２３ｃｍ)
中央公論社 １９６５．７ 日本－歴史－平安時代
(４９０ｐ　図版１枚 １８ｃｍ) OH/21/108 1108975226

OH/21/71 1108971167

◆OH
◆OH 日本の歴史 ２

日本の歴史 ２ 読売新聞社 １９６０．３
中央公論社 １９６５．３ (３１２，６ｐ　図版６枚 ２３ｃｍ)
(４２２ｐ １８ｃｍ) 日本－歴史－古代
日本－歴史 OH/21/107 1108975218

OH/21/67 1108971126

◆OH
◆OH 日本の歴史 １

日本の歴史 ３ 読売新聞社 １９５９．１
中央公論社 １９６５．４ (３１２，４ｐ　図版６枚 ２３ｃｍ)
(５０４ｐ １８ｃｍ) 日本－歴史－原始時代
日本－歴史 OH/21/106 1108975200

OH/21/68 1108971134

◆OH
◆OH 日本の歴史 ９

日本の歴史 中 中央公論社 １９６５．１０
井上清／著 (４８８ｐ １８ｃｍ)
岩波書店 １９６５．１０ OH/21/74 1108975069
(３，２２４ｐ １８ｃｍ)
岩波新書

OH/21/282 1108981885 ◆OH
日本の歴史 １１
読売新聞社 １９５９．１２

◆OH (３１６，４ｐ ２３ｃｍ)
日本の歴史 １２ OH/21/115 1108975291
読売新聞社 １９６０．１
(３１６，４ｐ　図版６枚 ２３ｃｍ)
日本－歴史－大正時代 日本－歴史－昭和時代 ◆OH

OH/21/116 1108975309 日本の歴史 ８
読売新聞社 １９６０．７
(３１４，６ｐ ２３ｃｍ)

◆OH OH/21/113 1108975275
日本の歴史 ７
読売新聞社 １９５９．１１
(３１６，４ｐ　図版６枚 ２３ｃｍ) ◆OH
日本－歴史－安土桃山時代 日本の歴史 １０

OH/21/112 1108975267 読売新聞社 １９６０．６
(３１６，４ｐ ２３ｃｍ)

OH/21/114 1108975283
◆OH

日本の歴史 ６
読売新聞社 １９５９．１２ ◆OH
(３１４，６ｐ　図版６枚 ２３ｃｍ) 日本の歴史
日本－歴史－室町時代 秋山謙蔵／著

OH/21/111 1108975259 岩波書店 １９４１．２
(４１１ｐ ２２ｃｍ)

- 15 -－107－



日本－歴史 ◆OH
OH/21/13 1108970607 日本文化研究 第１巻Ａ

新潮社 １９５８．１１
(５４ｐ ２１ｃｍ)

◆OH OH/21/207-1 1108976034
日本の歴史 ジュニア版　１
新版
読売新聞社 １９７０．５ ◆OH
(２８８ｐ ２２ｃｍ) 日本文化研究 第１巻Ｂ

OH/21/3 1108970524 新潮社 １９５８．１１
(５２ｐ ２１ｃｍ)

OH/21/207-2 1108976042
◆OH

日本の歴史 ジュニア版　２
読売新聞社 １９６０．５ ◆OH
(２８８ｐ ２２ｃｍ) 日本文化研究 第１巻Ｃ

OH/21/4 1108970532 新潮社 １９５８．１１
(５０ｐ ２１ｃｍ)

OH/21/207-3 1108976059
◆OH

日本の歴史 ジュニア版　３
読売新聞社 １９６０．６ ◆OH
(２８８ｐ ２２ｃｍ) 日本文化研究 第１巻Ｄ

OH/21/5 1108970540 新潮社 １９５８．１１
(４８ｐ ２１ｃｍ)

OH/21/207-4 1108976067
◆OH

日本の歴史 ジュニア版　４
読売新聞社 １９６０．７ ◆OH
(２８８ｐ ２２ｃｍ) 日本文化研究 第１巻Ｅ

OH/21/6 1108970557 新潮社 １９５８．１１
(５３ｐ ２１ｃｍ)

OH/21/207-5 1108976075
◆OH

日本の歴史 ４
中央公論社 １９６５．５ ◆OH
(５０８ｐ １８ｃｍ) 日本文化研究 第１巻Ｆ
日本－歴史 新潮社 １９５８．１１

OH/21/69 1108971142 (６５ｐ ２１ｃｍ)
OH/21/207-6 1108976083

◆OH
日本の歴史 ５ ◆OH
中央公論社 １９６５．６ 日本文化研究 第１巻Ｇ
(４８８ｐ　図 １８ｃｍ) 新潮社 １９５８．１１
日本－歴史 (５１ｐ ２１ｃｍ)

OH/21/70 1108971159 OH/21/207-7 1108976091

◆OH ◆OH
日本橋駿河町由来記 日本文化研究 第２巻Ａ
駿河不動産 １９６７．３ 新潮社 １９５９．２
(６１２ｐ  図版５１枚 　地図１１枚 ２２ｃｍ) (５２ｐ ２１ｃｍ)
日本橋（東京都中央区） OH/21/208-1 1108976109

OH/21/192 1108975887

◆OH
◆OH 日本文化研究 第２巻Ｃ

日本発見記 新潮社 １９５９．２
奥平里義／著 (４７ｐ ２１ｃｍ)
「日本発見記」編纂会 １９７１．８ OH/21/208-3 1108976521
(４０４ｐ　図 ２２ｃｍ)

OH/21/279 1108981851
◆OH

日本文化研究 第２巻Ｄ
◆OH 新潮社 １９５９．２

日本文化 (４７ｐ ２１ｃｍ)
肥後和男／著 OH/21/208-4 1108976539
弘文堂書房 １９３９．８
(４２７ｐ １９ｃｍ)

OH/21/140 1108975549 ◆OH
日本文化研究 第２巻Ｅ
新潮社 １９５９．２
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(５２ｐ ２１ｃｍ)
OH/21/208-5 1108976547 ◆OH

日本文化研究 第４巻Ｂ
新潮社 １９５９．４

◆OH (４９ｐ ２１ｃｍ)
日本文化研究 第２巻Ｆ OH/21/210-2 1108976653
新潮社 １９５９．２
(４９ｐ ２１ｃｍ)

OH/21/208-6 1108976554 ◆OH
日本文化研究 第４巻Ｃ
新潮社 １９５９．４

◆OH (４６ｐ ２１ｃｍ)
日本文化研究 第２巻Ｇ OH/21/210-3 1108976661
新潮社 １９５９．２
(４６ｐ ２１ｃｍ)

OH/21/208-7 1108976562 ◆OH
日本文化研究 第４巻Ｄ
新潮社 １９５９．４

◆OH (５２ｐ ２１ｃｍ)
日本文化研究 第３巻Ａ OH/21/210-4 1108976679
新潮社 １９５９．３
(４８ｐ ２１ｃｍ)

OH/21/209-1 1108976570 ◆OH
日本文化研究 第４巻Ｅ
新潮社 １９５９．４

◆OH (４６ｐ ２１ｃｍ)
日本文化研究 第３巻Ｂ OH/21/210-5 1108976687
新潮社 １９５９．３
(５８ｐ ２１ｃｍ)

OH/21/209-2 1108976588 ◆OH
日本文化研究 第４巻Ｆ
新潮社 １９５９．４

◆OH (４３ｐ ２１ｃｍ)
日本文化研究 第３巻Ｃ OH/21/210-6 1108976695
新潮社 １９５９．３
(４８ｐ ２１ｃｍ)

OH/21/209-3 1108976596 ◆OH
日本文化研究 第４巻Ｇ
新潮社 １９５９．４

◆OH (５７ｐ ２１ｃｍ)
日本文化研究 第３巻Ｄ OH/21/210-7 1108976703
新潮社 １９５９．３
(４５ｐ ２１ｃｍ)

OH/21/209-4 1108976604 ◆OH
日本文化研究 第５巻Ａ
新潮社 １９５９．６

◆OH (５３ｐ ２１ｃｍ)
日本文化研究 第３巻Ｅ OH/21/211-1 1108976711
新潮社 １９５９．３
(４８ｐ ２１ｃｍ)

OH/21/209-5 1108976612 ◆OH
日本文化研究 第５巻Ｂ
新潮社 １９５９．６

◆OH (５０ｐ ２１ｃｍ)
日本文化研究 第３巻Ｆ OH/21/211-2 1108976729
新潮社 １９５９．３
(４９ｐ ２１ｃｍ)

OH/21/209-6 1108976620 ◆OH
日本文化研究 第５巻Ｃ
新潮社 １９５９．６

◆OH (５０ｐ ２１ｃｍ)
日本文化研究 第３巻Ｇ OH/21/211-3 1108976737
新潮社 １９５９．３
(６２ｐ ２１ｃｍ)

OH/21/209-7 1108976638 ◆OH
日本文化研究 第５巻Ｄ
新潮社 １９５９．６

◆OH (５９ｐ ２１ｃｍ)
日本文化研究 第４巻Ａ OH/21/211-4 1108976745
新潮社 １９５９．４
(４７ｐ ２１ｃｍ)

OH/21/210-1 1108976646 ◆OH
日本文化研究 第５巻Ｅ
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新潮社 １９５９．６
(５３ｐ ２１ｃｍ)

OH/21/211-5 1108976752 ◆OH
日本文化研究 第７巻Ｂ
新潮社 １９５９．１０

◆OH (５９ｐ ２１ｃｍ)
日本文化研究 第５巻Ｆ OH/21/213-2 1108976992
新潮社 １９５９．６
(６１ｐ ２１ｃｍ)

OH/21/211-6 1108976760 ◆OH
日本文化研究 第７巻Ｃ
新潮社 １９５９．１０

◆OH (５９ｐ ２１ｃｍ)
日本文化研究 第５巻Ｇ OH/21/213-3 1108977008
新潮社 １９５９．６
(４３ｐ ２１ｃｍ)

OH/21/211-7 1108976778 ◆OH
日本文化研究 第７巻Ｄ
新潮社 １９５９．１０

◆OH (５２ｐ ２１ｃｍ)
日本文化研究 第６巻Ａ OH/21/213-4 1108981216
新潮社 １９５９．７
(４１ｐ ２１ｃｍ)

OH/21/212-1 1108976786 ◆OH
日本文化研究 第７巻Ｅ
新潮社 １９５９．１０

◆OH (４９ｐ ２１ｃｍ)
日本文化研究 第６巻Ｂ OH/21/213-5 1108981224
新潮社 １９５９．７
(６３ｐ ２１ｃｍ)

OH/21/212-2 1108976794 ◆OH
日本文化研究 第７巻Ｆ
新潮社 １９５９．１０

◆OH (５５ｐ ２１ｃｍ)
日本文化研究 第６巻Ｃ OH/21/213-6 1108981232
新潮社 １９５９．７
(４８ｐ ２１ｃｍ)

OH/21/212-3 1108976802 ◆OH
日本文化研究 第７巻Ｇ
新潮社 １９５９．１０

◆OH (４７ｐ ２１ｃｍ)
日本文化研究 第６巻Ｇ OH/21/213-7 1108981240
新潮社 １９５９．７
(５２ｐ ２１ｃｍ)

OH/21/212-7 1108976810 ◆OH
日本文化研究 第８巻Ａ
新潮社 １９６０．７

◆OH (２９ｐ ２１ｃｍ)
日本文化研究 第６巻Ｄ OH/21/214-1 1108981257
新潮社 １９５９．７
(５８ｐ ２１ｃｍ)

OH/21/212-4 1108976828 ◆OH
日本文化研究 第８巻Ｂ
新潮社 １９６０．７

◆OH (４０ｐ ２１ｃｍ)
日本文化研究 第６巻Ｅ OH/21/214-2 1108981265
新潮社 １９５９．７
(４７ｐ ２１ｃｍ)

OH/21/212-5 1108976836 ◆OH
日本文化研究 第８巻Ｃ
新潮社 １９６０．７

◆OH (５３ｐ ２１ｃｍ)
日本文化研究 第６巻Ｆ OH/21/214-3 1108981273
新潮社 １９５９．７
(５８ｐ ２１ｃｍ)

OH/21/212-6 1108976844 ◆OH
日本文化研究 第８巻Ｄ
新潮社 １９６０．７

◆OH (４３ｐ ２１ｃｍ)
日本文化研究 第７巻Ａ OH/21/214-4 1108981281
新潮社 １９５９．１０
(５３ｐ ２１ｃｍ)

OH/21/213-1 1108976984
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◆OH
日本文化研究 第８巻Ｅ OH/21/208-2 1108976513
新潮社 １９６０．７
(５２ｐ ２１ｃｍ)

OH/21/214-5 1108981299 ◆OH
日本文化史研究
内藤虎次郎／著

◆OH 増補第８版
日本文化研究 第８巻Ｆ 弘文堂書房 １９４６．１０
新潮社 １９６０．７ (４２１ｐ ２２ｃｍ)
(５４ｐ ２１ｃｍ) 日本－歴史

OH/21/214-6 1108981307 OH/21/139 1108975531

◆OH ◆OH
日本文化研究 第８巻Ｇ 日本文化史序説
新潮社 １９６０．７ 西田直二郎／著
(５２ｐ ２１ｃｍ) 改造社 １９３２．２

OH/21/214-7 1108981315 (６４５ｐ ２２ｃｍ)
OH/21/138 1108975523

◆OH
日本文化研究 第９巻Ａ ◆OH
新潮社 １９６１．５ 日本文化の起源 -縄文時代に農耕は発生した-
(４８ｐ ２１ｃｍ) 江坂輝弥／著

OH/21/215-1 1108981323 講談社 １９６７．３
(１８９ｐ １８ｃｍ)
講談社現代新書

◆OH OH/21/266 1108981745
日本文化研究 第９巻Ｂ
新潮社 １９６１．５
(５１ｐ ２１ｃｍ) ◆OH

OH/21/215-2 1108981331 日本民族
水野祐／著
至文堂 １９６３．５

◆OH (２１０ｐ　図版２枚 １９ｃｍ)
日本文化研究 第９巻Ｃ 日本歴史新書
新潮社 １９６１．５ 日本民族
(４６ｐ ２１ｃｍ) OH/21/19 1108970656

OH/21/215-3 1108981349

◆OH
◆OH 日本ルネッサンス誕生 -日本ルネッサンス史論-

日本文化研究 第９巻Ｄ 福本和夫／著
新潮社 １９６１．５ インタープレス １９７７．１０
(４２ｐ ２１ｃｍ) (２６３ｐ １９ｃｍ)

OH/21/215-4 1108981356 インターブックス
日本－歴史－近世

OH/21/305 1108982875
◆OH

日本文化研究 第９巻Ｅ
新潮社 １９６１．５ ◆OH
(６４ｐ ２１ｃｍ) 日本歴史を点検する -対談-

OH/21/215-5 1108981364 海音寺潮五郎，司馬遼太郎／著
講談社 １９７０
(２２６ｐ ２０ｃｍ)

◆OH 日本－歴史
日本文化研究 第９巻Ｆ OH/21/253 1108981620
新潮社 １９６１．５
(５４ｐ ２１ｃｍ)

OH/21/215-6 1108981372 ◆OH
日本歴史概説 上巻
川上多助／著

◆OH 岩波書店 １９３７．４
日本文化研究 第９巻Ｇ (９，４３０ｐ ２１ｃｍ)
新潮社 １９６１．５ OH/21/257 1108981653
(４０ｐ ２１ｃｍ)

OH/21/215-7 1108981380
◆OH

日本歴史の内省
◆OH 秋山謙蔵／著

日本文化研究 第２巻Ｂ 岩波書店 １９４３．３
新潮社 １９５９．２ (３０８ｐ ２２ｃｍ)
(５２ｐ ２１ｃｍ) OH/21/197 1108975937
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富士書苑 １９５３．８
(３５４ｐ　図版２枚 ２２ｃｍ)

◆OH 内容：ソ連の参戦（森田芳夫）　解散の嵐の中に（森田芳夫）
日本論 　三八線に変貌する北と南（森田芳夫）　北鮮の憂愁（森田芳
戴季陶／著 市川弘／訳 夫）　脱出（森田芳夫）　待ちわびる心（森田芳夫）　狂瀾の
社会思想社 １９７２．３ 中の女達（木下宗一）　京城の落陽（吉田儀助）　北鮮脱出記
(２４９ｐ １９ｃｍ) （谷村幸彦）　北鮮最期の日（兼元淳夫）　天国から地獄へ（

OH/21/172 1108975689 福島謙造）　平壌哀詩（木下常男）　純潔を守って（赤尾彰子
）　さらば雄基（吉田伊義）　四つの魂よさようなら（片山智
恵）　掠奪と赤色の劫火（中保与作）

◆OH 日本－歴史－昭和時代 太平洋戦争
破滅への道 -私の昭和史- OH/21/132 1108975465
上村伸一／著
鹿島研究所出版会 １９６６．７
(２２３ｐ　図版 １９ｃｍ) ◆OH

OH/21/270 1108981786 秘録大東亜戦史 -歴史はここに- 開戦篇
田村吉雄／編
富士書苑 １９５３．１２

◆OH (２７１ｐ　図版２枚 ２２ｃｍ)
美と宗教の発見 -創造的日本文化論- 内容：満州事変の勃発，事変前の満州，ワシントン会議，軍縮
梅原猛／著 時代，絶望か革新か，国際連盟脱退，陸軍の部内抗争，事変日
筑摩書房 １９６７．１ の陸軍攻勢，独逸との提携はじまる，支那事変，日本をリード
(３４３ｐ ２０ｃｍ) する独逸，三国同盟成立，海軍ついに陸軍に屈服，霞ケ関の舞

OH/21/182 1108975788 台裏，開戦序曲，かくて開戦へ（秋定鶴三）　欧州大戦勃発す
，第二次世界戦争とアメリカ独ソ戦争（新名丈夫）
太平洋戦争 日本－歴史－昭和時代

◆OH OH/21/134 1108975481
卑弥呼と倭王 -倭人伝・記紀の再検討-
阿部秀雄／著
講談社 １９７１．２ ◆OH
(３８２ｐ ２０ｃｍ) 秘録大東亜戦史 原爆国内篇
邪馬台国 日本－歴史－古代 田村吉雄／編

OH/21/206 1108976026 富士書苑 １９５３．１１
(３５３ｐ ２２ｃｍ)
内容：北辺の悲劇（森川勇作）　霧の中の死闘（山口武光）　

◆OH 敗戦の道（三沢重美）　北海道戦争末期図絵（森川勇作）　予
百夜一話・日本の歴史 第２ 告された空襲（本多徳治）　猛火に崩れた仙台（佐藤英敏）　
和歌森太郎／著 山本藤枝／著 ああこの惨渦（高橋清一）　記者ざんげ（河合栄）　女子根労
集英社 １９６９．８ 隊（五十嵐清江）　東京の表情（野村正男）　松代大本営異聞
(３４８ｐ　図版 １８ｃｍ) （河合栄）　山本元帥の墓碑（成沢猛）　金鯱炎上（中越富雄

OH/21/247 1108981570 ）　他１５篇
日本－歴史－昭和時代 太平洋戦争

OH/21/130 1108975440
◆OH

白夜の夢 -望郷慰霊之碑建立報告書-
朔北会／編 ◆OH
朔北会 １９８０．３ 秘録大東亜戦史 １
(２１４ｐ ２２ｃｍ) 改訂縮刷決定版
太平洋戦争（１９４１～１９４５）－戦没者 富士書苑 １９５４．５

OH/21/298 1108982792 (５５８ｐ ２１ｃｍ)
太平洋戦争（１９４１～１９４５）

OH/21/124 1108975382
◆OH

秘録大東亜戦史 大陸篇
田村吉雄／編 ◆OH
富士書苑 １９５３．１０ 秘録大東亜戦史 ２
(３３８ｐ ２２ｃｍ) 改訂縮刷決定版
内容：香港攻略戦（未常卓郎）　中国戦線異常あり（山口正雄 富士書苑 １９５４．６
）　大陸航空決戦の実相（益井康一）　ハ路軍との戦い（赤谷 (６５０ｐ ２１ｃｍ)
達）　空し大陸縦断作戦（磯田勇）　中国戦線最期の死闘（大 太平洋戦争（１９４１～１９４５）
久保泰）　支那派遣軍和平交渉秘録（大久保泰）　大陸作戦の OH/21/125 1108975390
全貌（大久保泰）　南支派遣軍夜話（藤沢逸哉）　南京一番乗
り（藤木比佐志）　弱虫兵隊（梅原一雄）　南京政府要人の最
期（大久保泰）　陳群と周仏海（西村忠雄）　孤島の回想（井 ◆OH
上満）　万寿山秘譚（高木富三郎）　北京悪日（丸野不二男） 秘録大東亜戦史 ３
　Ｎ梯団記（竹内順三郎） 改訂縮刷決定版
太平洋戦争 日本－歴史－昭和時代 富士書苑 １９５４．７

OH/21/131 1108975457 (５７２ｐ ２１ｃｍ)
太平洋戦争（１９４１～１９４５）

OH/21/126 1108975408
◆OH

秘録大東亜戦史 朝鮮篇
田村吉雄／編
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◆OH
秘録大東亜戦史 ４ 広島市役所／編
富士書苑 １９５４．８ 広島市役所 １９７１．９
(５５５ｐ ２１ｃｍ) (８９９ｐ ２２ｃｍ)
太平洋戦争（１９４１～１９４５） 第１章広島市内各地区の被爆状況

OH/21/127 1108975416 OH/21/310 1108982933

◆OH ◆OH
秘録大東亜戦史 ５ 広島原爆戦災誌 第１巻
改訂縮刷決定版 広島市役所／編
富士書苑 １９５４．９ 広島市役所 １９７１．８
(５７２ｐ ２１ｃｍ) (６３２ｐ ２２ｃｍ)
太平洋戦争（１９４１～１９４５） OH/21/309 1108982917

OH/21/128 1108975424

◆OH
◆OH フィリピンの一日本人から

秘録大東亜戦史 ６ 大沢清／著
改訂縮刷決定版 新潮社 １９７８．５
富士書苑 １９５４．１０ (２２０ｐ ２０ｃｍ)
(５８０ｐ ２１ｃｍ) OH/21/300 1108982818
太平洋戦争（１９４１～１９４５）

OH/21/129 1108975432
◆OH

平安貴族の世界
◆OH 村井康彦／著

秘録大東亜戦史 比島篇 徳間書店 １９６８．６
田村吉雄／編 (４４８ｐ ２０ｃｍ)
富士書苑 １９５３．８ 日本－歴史－平安時代
(３５４ｐ ２２ｃｍ) OH/21/201 1108975978
日本－歴史－昭和時代 太平洋戦争

OH/21/133 1108975473
◆OH

平安京 -公家貴族の生活と文化-
◆OH 村山修一／著

秘録＊東京裁判 至文堂 １９５７．１１
清瀬一郎／著 (２０７ｐ １９ｃｍ)
読売新聞社 １９６７．３ 日本歴史新書
210.75 日本－歴史－平安時代
(２７７ｐ １９ｃｍ) OH/21/36 1108970854
極東国際軍事裁判（１９４６～１９４８）

OH/21/191 1108975879
◆OH

平安時代の文化
◆OH 中村直勝／著

広島原爆戦災誌 第４巻 至文堂 １９６２．５
広島市役所／編 (２６２ｐ １９ｃｍ)
広島市役所 １９７１．１１ 日本歴史新書
(９１０ｐ ２２ｃｍ) 日本－歴史－平安時代
 第３章広島市内各学校の被爆状況，第４章広島市内主要神社 OH/21/35 1108970847
・寺院・教会の被爆状況，第５章関連市町村の状況

OH/21/312 1108982958
◆OH

平安遷都
◆OH 海音寺潮五郎／著

広島原爆戦災誌 第５巻 河出書房新社 １９５９．１０
広島市役所／編 (３３２ｐ，図版 ２０ｃｍ)
広島市役所 １９７１．１２ 現代人の日本史
(１００９ｐ ２２ｃｍ) OH/21/8 1108970789

OH/21/313 1108982966

◆OH
◆OH 北方の空白 -北方圏における日本・ロシア交渉史-

広島原爆戦災誌 第３巻 吉田武三／著
広島市役所／編 北方文化研究会 １９６７．８
広島市役所 １９７１．１０ (４３２ｐ図版１６枚 ２２ｃｍ)
(６１０ｐ ２２ｃｍ) OH/21/175 1108975713
 第２章広島市内主要官公庁・事業所の被爆状況 

OH/21/311 1108982941
◆OH

炎は流れる -明治と昭和の谷間- １
◆OH 大宅壮一／著

広島原爆戦災誌 第２巻 １９６４．２
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(２５４ｐ ２０ｃｍ) OH/21/315 1109029460
OH/21/53 1108971019

◆OH
◆OH 明治百年 -ドキュメンタリー-

将門記 -真福寺本評釈- ＮＨＫ特別取材班／著
赤城宗徳／著 日本放送出版協会 １９６８．１２
サンケイ新聞出版局 １９６４．１２ (３０２ｐ １９ｃｍ)
(３１５ｐ １９ｃｍ) OH/21/204 1108976000

OH/21/41 1108970904

◆OH
◆OH 明治百年史 -生命の原理 -

満州開拓史 向吉サヲ／著
満洲開拓史刊行会／編 大宇宙真理学会 １９６６．８
満洲開拓史 １９６６．４ (３４４ｐ ２２ｃｍ)
(８３５ｐ ２７ｃｍ) OH/21/30 1108970763
開拓－満州

OH/21/252 1109029411
◆OH

蒙古の襲来
◆OH 海音寺潮五郎／著

満州の獄窓に祈る -最後の引揚牧師の手記・満州戦犯獄中書簡 河出書房新社 １９６０．４
集- (３０７ｐ，図版 ２０ｃｍ)
奉天極友会／編 現代人の日本史
新紀元社 １９７４．６ OH/21/9 1108970797
(４１２ｐ １９ｃｍ)
太平洋戦争－捕虜

OH/21/200 1108975960 ◆OH
物語日本史
家永三郎／編

◆OH 毎日新聞社 １９５１．１１
水戸学の人々 (３２１，３ｐ １９ｃｍ)
高須芳次郎／著 毎日ライブラリー
大東出版社 １９４２．２ OH/21/20 1108970664
(３１９ｐ １９ｃｍ)

OH/21/263 1108981711
◆OH

邪馬台国 -シンポジウム-
◆OH 石井良助・井上光貞／編

緑の日本列島 -激流する明治百年- 創文社 １９６６．８
林房雄／著 (２６２ｐ ２０ｃｍ)
文藝春秋 １９６６．８ 邪馬台国
(３３０ｐ ２０ｃｍ) OH/21/202 1108975986
日本－歴史－明治以後

OH/21/54 1108971027
◆OH

邪馬台国への道 -科学が解いた古代の謎-
◆OH 安本美典／著

明治維新 筑摩書房 １９６５．１０
遠山茂樹／著 (２３７ｐ １８ｃｍ)
岩波書店 １９５４．４ グリーンベルト・シリーズ
(３６８，１５ｐ １８ｃｍ) 邪馬台国
岩波全書 OH/21/254 1108981638
日本－歴史－明治時代

OH/21/186 1108975820
◆OH

大和考古学散歩
◆OH 伊達宗泰／著

明治維新史研究 学生社 １９６８．２
羽仁五郎／著 (２４２ｐ １９ｃｍ)
岩波書店 １９５６．９ OH/21/152 1108975655
(４０８，１１ｐ ２２ｃｍ)
明治維新

OH/21/137 1108975515 ◆OH
大和朝廷
上田正昭／著

◆OH 角川書店 １９６７．１
明治大正昭和の文化 (２３０ｐ １８ｃｍ)
近代日本文化研究会／編 角川新書
東京新聞社 １９７７．４ 日本－歴史－古代
(１９６，１０４ｐ ３１ｃｍ) OH/21/250 1108981604
日本－文化－歴史－明治以後
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◆OH
大和万葉旅行 -飛鳥・葛城周辺- 上巻 ◆OH
堀内民一／〔著〕 歴史を紀行する
角川書店 １９６４．１１ 司馬遼太郎／著
911.125 文藝春秋 １９６９
(１８２ｐ １８ｃｍ) (２５５ｐ　図版 ２０ｃｍ)
角川新書 OH/21/272 1108981802

OH/21/50 1108970987

◆OH
◆OH 歴史的現實

やまと邪馬台国 田辺元／著
新妻利久／著 岩波書店 １９４０．６
４版 (１０９ｐ １９ｃｍ)
新月社 １９６８．２ OH/21/52 1108971001
(３５３ｐ ２２ｃｍ)
日本－歴史－古代

OH/21/199 1108975952 ◆OH
歴史的省察の新対象
上原専禄／著

◆OH 未来社 １９７０．４
洋学史研究序説 -洋学と封建権力- (２７８ｐ ２０ｃｍ)
佐藤昌介／著 OH/21/236 1108981463
岩波書店 １９６４．５
(１０，４０３，１５ｐ ２２ｃｍ)
洋学－歴史 ◆OH

OH/21/59 1108971068 歴史の語る小笠原島
大熊良一／著
南方同胞援護会 １９６６．３

◆OH (８，２５５，１２ｐ ２１ｃｍ)
要約日本史 小笠原諸島
田名網宏／著 OH/21/58 1108971050
改訂版
旺文社 １９５９．５
(３８１ｐ １９ｃｍ) ◆OH

OH/21/194 1108975903 歴史の語る小笠原島
大熊良一／著
改訂版

◆OH 南方同胞援護会 １９６８．１
横浜史を歩く (１３，２５５，１２ｐ ２２ｃｍ)
小田貞夫／著 小笠原諸島
日本放送出版協会 １９７７．１ OH/21/174 1108975705
(２７７ｐ　図 １９ｃｍ)

OH/21/289 1108982701
◆OH

歴史の旅 続
◆OH 文化財調査会／編 亀井勝一郎／監修

頼山陽とその時代 人物往来社 １９６０．１１
中村真一郎／著 (２７０ｐ　地図 ２２ｃｍ)
中央公論社 １９７１．６ OH/21/23 1108970698
(６４４，９ｐ ２２ｃｍ)

OH/21/237 1108981471
◆OH

歴史の誕生 第１巻
◆OH 大阪読売新聞社／編

ライシャワーの日本史 浪速社 １９６７．２
エドウィン・Ｏ．ライシャワー／著 国弘正雄／訳 (２８３ｐ １８ｃｍ)
文藝春秋 １９８６．１０ 日本－歴史－古代
(３８３，〔１９〕ｐ ２０ｃｍ) OH/21/241 1108981513
付：年表
日本－歴史
4-16-340900-9 ◆OH

OH/21/189 1108975853 歴史の断層
１９７１．６
(３０９ｐ ２２ｃｍ)

◆OH OH/21/304 1108982859
霊の国家 -二二六事件遺墨集-
西村望／編著
日本国憂会 １９７０．２ ◆OH
(２１７ｐ ２７ｃｍ) 歴史の知恵と現代
二・二六事件（１９３６） 笠原一男／著

OH/21/319 1109029486 吉川弘文館 １９７６．１２
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(２９４ｐ １９ｃｍ)
OH/21/10 1108970565

◆OH
歴史の夜咄
司馬遼太郎／〔著〕 林屋辰三郎／〔著〕
小学館 １９８１．５
(２７７ｐ ２２ｃｍ)
内容：日本人はどこから来たか，日本人はいかに形成されたか
，古代出雲と東アジア，花開いた古代吉備，フロンティアとし
ての東国，中世瀬戸内の風景，日本人のこころの底流，世界の
なかの日本文化
日本－歴史－評論

OH/21/295 1108982768

◆OH
忘れ得ぬ満州国
古海忠之／著
経済往来社 １９７８．６
(２８８ｐ ２０ｃｍ)

OH/21/276 1108981836
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◆OH
◆OH 世界史における現代のアジア

印度支那の民族と文化 上原専祿／著
松本信広／著 増補改訂版
岩波書店 １９４２．１１ 未来社 １９６１．６
(３７３，３５ｐ ２２ｃｍ) (４００ｐ １９ｃｍ)

OH/22/10 1108985977 歴史－論文集 アジア－論文集
OH/22/4 1108982982

◆OH
思出の内蒙古 -内蒙古回顧録- ◆OH
らくだ会本部 １９７５．１１ 台湾 -苦悶するその歴史-
(５３０ｐ　図・肖像１３枚 ２７ｃｍ) 王育徳／著

OH/22/34 1109037364 弘文堂 １９６４．１
(１９５ｐ １８ｃｍ)
フロンティア・ブックス

◆OH 台湾－歴史
宦官 -側近政治の構造- OH/22/20 1108986058
三田村泰助／著
中央公論社 １９６８．４
(２２１ｐ １８ｃｍ) ◆OH
中公新書 竹島史稿 -竹島（独島）と欝陵島の文献史的考察-

OH/22/15 1108986116 大熊良一／著
原書房 １９６８．１２
(２７７ｐ ２２ｃｍ)

◆OH 竹島
漢の武帝 OH/22/22 1108986124
吉川幸次郎／著
岩波書店 １９４９．１２
(２２８，５ｐ １８ｃｍ) ◆OH
岩波新書 中國革命の思想 -アヘン戦争から新中國まで-
武帝（漢） 竹内好／〔ほか〕著

OH/22/18 1108986033 岩波書店 １９５３．９
(２２２ｐ １８ｃｍ)
岩波新書

◆OH 年表・参考文献あり
現代インド 中国－歴史－民国時代
Ｒ．パームダット／著 大形孝平／訳 OH/22/17 1108986025
岩波書店 １９５６．６
(１４，３５８，７ｐ　図版１枚 １９ｃｍ)
時代の窓 ◆OH
印度－社会 中国近世史

OH/22/19 1108986041 内藤虎次郎／著
弘文堂 １９４７．４
(２４７ｐ ２２ｃｍ)

◆OH 中国－歴史－近世
康煕帝の手紙 OH/22/12 1108985993
岡田英弘／著
中央公論社 １９７９．１１
(１９９ｐ １８ｃｍ) ◆OH
中公新書 中国現代史
中国－歴史－清時代 岩村三千夫，野原四郎／共著

OH/22/8 1108986652 改訂版
岩波書店 １９６４．７
(２２９ｐ １８ｃｍ)

◆OH 岩波新書
西域文明史概論 中国－歴史－近代
羽田亨／著 OH/22/30 1108986108
弘文堂書房 １９３１．４
(１９６ｐ　図版 ２３ｃｍ)
西域－歴史 ◆OH

OH/22/27 1108986157 中国現代史
岩村三千夫，野原四郎／共著
岩波書店 １９５４．１１

◆OH (９，２４３ｐ １８ｃｍ)
世界各国史 ９ 岩波新書
再版 中国－歴史－現代
山川出版社 １９５５．１ OH/22/16 1108986017
(８，３６４，３５ｐ　図版１枚 １９ｃｍ)
中国－歴史

OH/22/25 1108986082 ◆OH
中国とその影
チボール・メンデ／著 高橋正／訳
弘文堂 １９６２．６
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(３４２ｐ １９ｃｍ) ◆OH
中国－社会 同生共死の実体 -汪兆銘の悲劇-

OH/22/14 1108983006 金雄白／著 池田篤紀／訳
時事通信社 １９６０．１２
(４６６ｐ　図版 １９ｃｍ)

◆OH 日中戦争（１９３７～１９４５）
長安 OH/22/35 1108986181
佐藤武敏／著
近藤出版社 １９７１．１１
(２８３，７ｐ　図 ２０ｃｍ) ◆OH
世界史研究双書 東洋史概説
参考文献：ｐ．２７１－２７６ 白鳥清／著
西安－歴史 増補６版

OH/22/38 1108986629 大観堂書店 １９３７．４
(２８２ｐ　図版　地図 ２３ｃｍ)
東洋－歴史

◆OH OH/22/1 1108982974
長沙馬王堆一號漢墓發掘簡報
湖南省博物館／編 中国科学院考古研究所／編 文物編集委員会
／編 ◆OH
文物出版社 １９７２．７ 東洋文化史概説
(１７ｐ，図版３２枚 ２６ｃｍ) 上野菊爾／著

OH/22/39 1108982867 増補第５版
清教社 １９４２．６
(２，４，８，４２７ｐ ２２ｃｍ)

◆OH OH/22/2 1108985936
朝鮮現代史
金三奎／著
筑摩書房 １９６３．７ ◆OH
(１９９，１０ｐ １８ｃｍ) 敦煌学五十年
グリーンベルトシリーズ 神田喜一郎／著
朝鮮－歴史－１９４５年以後 二玄社 １９６０．５

OH/22/21 1108986066 (２４７ｐ ２２ｃｍ)
中国－歴史

OH/22/11 1108985985
◆OH

朝鮮戦争 第３巻
児島襄／著 ◆OH
文藝春秋 １９７７．３ 日本と朝鮮 -シンポジウム-
(４９８ｐ　図 ２０ｃｍ) 旗田巍／編
主要参考文献：ｐ．４９６～４９８ 勁草書房 １９６９．１
朝鮮戦争 (２２４ｐ ２１ｃｍ)

OH/22/36 1108986199 OH/22/29 1108986165

◆OH ◆OH
朝鮮戦争 -米中対決の原形- 売国奴 -李王朝末秘史-
神谷不二／著 野田真弘／著
中央公論社 １９６８．８ 日本ブックスセンター出版局 １９７７．６
(１９５ｐ １８ｃｍ) (１８１ｐ １９ｃｍ)
中公新書 OH/22/37 1108986207

OH/22/24 1108986132

◆OH
◆OH 寳島台湾 -Ｔａｉｗａｎ　ｔｈｅ　ｂｅａｕｔｉｆｕｌ-

統一期の中国 丁星五／主編 伍稼青／校訂 梁実秋／英譯
益村創一／著 国際出版社 １９６０．６
経済往来社 １９７３．７ (２４０ｐ ４０ｃｍ)
(２９３ｐ ２０ｃｍ) OH/22/33 1108986611
中国－歴史

OH/22/40 1109339240
◆OH

ハノイは燃えている
◆OH ハリソン・Ｅ．ソールズベリ／著 朝日新聞外放部／訳

同時代のこと -ヴェトナム戦争を忘れるな- 朝日新聞社 １９６７．４
吉野源三郎／著 (３１０ｐ １９ｃｍ)
岩波書店 １９７４ ベトナム戦争
(２３２ｐ １８ｃｍ) OH/22/26 1108986140
岩波新書
ベトナム戦争

OH/22/32 1108986173 ◆OH
ベトナム戦争への疑問
Ｍ．シバラム／著 小谷秀二郎／訳
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荒地出版社 １９６６．５
(１８９ｐ １９ｃｍ)
ベトナム戦争

OH/22/5 1108982990

◆OH
変革期中国の研究
倉石武四郎／編
岩波書店 １９５５．４
(６，３１７，１１ｐ ２１ｃｍ)
内容：中国における言語問題の本質とその発展　中国の新文学
および近代芸術の伝統と創造　中国旧思想に対する変革運動の
展開　中国における近代民族意識の形成と民族問題　中国にお
ける法および政治意識の変革　中国政治組織の特質とその変革
　中国における土地改革の諸問題　中国における経済構造の変
革とその課題
中国－社会

OH/22/13 1108986009

◆OH
満州近代史
矢野仁一／著
弘文堂書房 １９４１．１２
(６，９，５２０ｐ ２２ｃｍ)
満州－歴史

OH/22/6 1108985951

◆OH
満州問題
矢内原忠雄／著
岩波書店 １９３４．２
(２，２，２７８ｐ ２０ｃｍ)
満州問題

OH/22/7 1108985969

◆OH
見果てぬ夢 -満州国外史-
星野直樹／著
ダイヤモンド社 １９６３．９
(３２６ｐ １９ｃｍ)
満州－歴史

OH/22/9 1108986660

◆OH
目覚めへの旅
エドガー・スノー／著 松岡洋子／訳
紀伊国屋書店 １９６３．９
(３７６ｐ １９ｃｍ)

OH/22/3 1108985944

◆OH
ユートピアをめざして - アジアの曙－死線を越えて-
丸山邦雄／著
しなの出版 １９７０．４
(３９３ｐ １９ｃｍ)

OH/22/23 1108986074

◆OH
Ｅｎｎｉｎ’ｓ　Ｄｉａｒｙ -ｔｈｅ　ｒｅｃｏｒｄ　ｏｆ　
ａ　ｐｉｌｇｒｉｍａｇｅ　ｔｏ　Ｃｈｉｎａ　ｉｎ　Ｓｅａ
ｒｃｈ　ｏｆ　ｔｈｅ　Ｌｏｗ-
Ｅｄｗｉｎ　Ｏ．　Ｒｅｉｓｃｈａｕｅｒ／ｔｒ．
Ｒｏｎａｌｄ　Ｐｒｅｓｓ　Ｃｏｍｐａｎｙ １９５５
(４５４ｐ ２４ｃｍ)

OH/22/28 1108986090
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◆OH
愛の年代記
塩野七生／著 ◆OH
新潮社 １９７５ エリザベス時代の世界像
(２４３ｐ １９ｃｍ) Ｅ．Ｍ．Ｗ．ティリャード／著 磯田光一／訳
内容：大公妃ビアンカ・カペッロの回想録.ジュリア・デリ・ 研究社出版 １９６３．１２
アルビツィの話.エメラルド色の海.パリシーナ侯爵夫人の恋. (２１２ｐ １９ｃｍ)
ドン・ジュリオの悲劇.パンドルフォの冒険.フィリッポ伯の復 イギリス文学－歴史
讐.ヴェネツィアの女.女法王ジョヴァンナ OH/23/5 1108986686

OH/23/70 1108986967

◆OH
◆OH 概観西洋通史

新しい国家主義 -ドイツの新政策- 長寿吉／著
オイゲン・ゲルシュテンマイアー／著 鹿島守之助／訳 同文書院 １９４０．６
鹿島研究所出版会 １９６７．１１ (５２２，８ｐ ２２ｃｍ)
(２４８ｐ １９ｃｍ) 西洋史
鹿島平和研究所選書 OH/23/29 1108986322
ドイツ－政治－歴史－２０世紀

OH/23/22 1108986264
◆OH

ギリシア史研究 第１
◆OH 原随園／著

アレクサンドロス大王の父 創元社 １９４２．６
原隨園／著 (４６２，２０ｐ ２２ｃｍ)
新潮社 １９７４．１０ ギリシャ（古代）－歴史
(２７２ｐ ２０ｃｍ) OH/23/16 1108986793
新潮選書
参考文献あり
ギリシャ－歴史－古代 マケドニア ◆OH

OH/23/73 1108986991 声なき蜂起 -ドイツ国民の抵抗運動- １９３３－１９４５年
Ｇ．ヴァイゼンボルン／著 佐藤晃一／訳編
岩波書店 １９５６．１

◆OH (３３１ｐ １９ｃｍ)
イギリス革命 -１６４０年- 時代の窓
クリストファ・ヒル／編 田村秀夫／訳 ドイツ－歴史
創文社 １９５６．１１ OH/23/18 1108986223
(１８３ｐ １９ｃｍ)
イギリス革命

OH/23/10 1108986736 ◆OH
OH/23/4 1108986678 この目で見たロシア革命 上巻

嶋野三郎／著
国民協会 １９６９．１２

◆OH (１９８ｐ １８ｃｍ)
イーデン回顧録 １ 国民協会シリーズ
イーデン／〔著〕 OH/23/39 1108986421
みすず書房 １９６０．９
(２３３ｐ ２１ｃｍ)

OH/23/27 1108986306 ◆OH
最終戦 -１９４５年ドイツ-
Ｗ・パウル／著 松谷健二／訳

◆OH フジ出版社 １９７９．８
イーデン回顧録 ２ (４３４ｐ ２０ｃｍ)
イーデン／〔著〕 世界戦争（１９３９～１９４５）
みすず書房 １９６０．１２ OH/23/69 1108986959
(２２４ｐ ２１ｃｍ)

OH/23/27-2 1108986314
◆OH

勝利と敗北 -第二次大戦の記録-
◆OH ハンソン・Ｗ・ボールドウィン／著 木村忠雄／訳

永遠の都ローマ -歴史と芸術をたずねて- 朝日新聞社 １９６７．８
モーリス・パレオローグ／著 鹿島守之助・鹿島卯女／編 (４３９ｐ １９ｃｍ)
鹿島研究所出版会 １９６６．６ OH/23/34 1108986371
(２８５ｐ ２１ｃｍ)

OH/23/43 1108986462
◆OH

新義西洋史
◆OH 原随園／著

英国史 下巻 ６版
アンドレ・モロア／著 水野成夫／等訳 日本図書 １９４７．１
白水社 １９４３．１２ (３６５，３７ｐ ２１ｃｍ)
(４８１ｐ １９ｃｍ) OH/23/1 1108986215

OH/23/3 1108986645
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◆OH
第二次大戦回顧録 １８

◆OH ウィンストン・チャーチル／著 毎日新聞翻訳委員会／訳
西洋史の旅 毎日新聞社 １９５４．４
田村秀夫／著 (５，３０４ｐ　図版１枚 １９ｃｍ)
人物往来社 １９６８．６ 世界大戦（第二次）
(３１６ｐ １９ｃｍ) OH/23/60 1108992866

OH/23/24 1108986280

◆OH
◆OH 第二次大戦回顧録 １７

世界平和への正しい道 ウィンストン・チャーチル／著 毎日新聞翻訳委員会／訳
クーデンホーフ・カレルギー／著 鹿島守之助／訳 毎日新聞社 １９５３．１２
鹿島研究所出版会 １９６３．９ (４，５，２７８ｐ　図版１枚 １９ｃｍ)
(２０５ｐ １８ｃｍ) 世界大戦（第二次）
平和 OH/23/59 1108986926

OH/23/23 1108986272

◆OH
◆OH 第二次大戦回顧録 １６

第二次大戦回顧録 ２４ ウィンストン・チャーチル／著 毎日新聞翻訳委員会／訳
ウィンストン・チャーチル／著 毎日新聞社／訳 毎日新聞社 １９５３．８
毎日新聞社 １９５５．１０ (６，４１２ｐ　図版１枚 １９ｃｍ)
(３２３ｐ　図版３枚 １９ｃｍ) 世界大戦（第二次）
世界大戦（第二次） OH/23/58 1108986918

OH/23/66 1108992924

◆OH
◆OH 第二次大戦回顧録 １５

第二次大戦回顧録 ２３ ウィンストン・チャーチル／著 毎日新聞翻訳委員会／訳
ウィンストン・チャーチル／著 毎日新聞社／訳 毎日新聞社 １９５３．４
毎日新聞社 １９５５．７ (７，３２５ｐ　図版５枚 １９ｃｍ)
(５，３０５ｐ　図版１枚 １９ｃｍ) 世界大戦（第二次）
世界大戦（第二次） OH/23/57 1108986603

OH/23/65 1108992916

◆OH
◆OH 第二次大戦回顧録 １４

第二次大戦回顧録 ２２ ウィンストン・チャーチル／著 毎日新聞翻訳委員会／訳
ウィンストン・チャーチル／著 毎日新聞社／訳 毎日新聞社 １９５２．１２
毎日新聞社 １９５５．４ (６，３７０ｐ　図版４枚 １９ｃｍ)
(５，３１０ｐ　図版１枚 １９ｃｍ) 世界大戦（第二次）
世界大戦（第二次） OH/23/56 1108986595

OH/23/64 1108992908

◆OH
◆OH 第二次大戦回顧録 １１

第二次大戦回顧録 ２１ ウィンストン・チャーチル／著 毎日新聞翻訳委員会／訳
ウィンストン・チャーチル／著 毎日新聞社／訳 毎日新聞社 １９５１．１１
毎日新聞社 １９５５．１ (４００ｐ　図版３枚 １９ｃｍ)
(１３，２４１ｐ １９ｃｍ) 世界大戦（第二次）
世界大戦（第二次） OH/23/55 1108986587

OH/23/63 1108992890

◆OH
◆OH 第二次大戦回顧録 １０

第二次大戦回顧録 ２０ ウィンストン・チャーチル／著 毎日新聞翻訳委員会／訳
ウィンストン・チャーチル／著 毎日新聞翻訳委員会／訳 毎日新聞社 １９５１．９
毎日新聞社 １９５４．１１ (４５０ｐ　図版４枚 １９ｃｍ)
(５，２９８ｐ　図版１枚 １９ｃｍ) 世界大戦（第二次）
世界大戦（第二次） OH/23/54 1108986579

OH/23/62 1108992882

◆OH
◆OH 第二次大戦回顧録 ９

第二次大戦回顧録 １９ ウィンストン・チャーチル／著 毎日新聞社／訳
ウィンストン・チャーチル／著 毎日新聞翻訳委員会／訳 毎日新聞社 １９５１．５
毎日新聞社 １９５４．９ (４，３７２ｐ　図版３枚 １９ｃｍ)
(５，２８２ｐ　図版２枚 １９ｃｍ) 世界大戦（第二次）
世界大戦（第二次） OH/23/53 1108986561

OH/23/61 1108992874

◆OH
第二次大戦回顧録 ８
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ウィンストン・チャーチル／著 毎日新聞翻訳委員会／訳 東京大学出版会 １９５４．１２
毎日新聞社 １９５１．２ (２９３ｐ　図版４枚 １９ｃｍ)
(３５６ｐ　図版１枚 １９ｃｍ) 伝記－ヨーロッパ 歴史－中世
世界大戦（第二次） OH/23/9 1108986728

OH/23/52 1108986553

◆OH
◆OH 独逸近世史研究

第二次大戦回顧録 ７ 林健太郎／著
ウィンストン・チャーチル／著 毎日新聞翻訳委員会／訳 近藤書店 １９４３．６
毎日新聞社 １９５０．１１ (４３３ｐ ２２ｃｍ)
(３２４ｐ　図版８枚 １９ｃｍ) ドイツ－歴史－近代
世界大戦（第二次） OH/23/14 1108986777

OH/23/51 1108986546

◆OH
◆OH 独逸近代歴史学研究

第二次大戦回顧録 ６ 上原専禄／著
ウィンストン・チャーチル／著 毎日新聞翻訳委員会／訳 再版
毎日新聞社 １９５０．９ 弘文堂書房 １９４８．２
(２９９ｐ　図版６枚 １９ｃｍ) (２３２ｐ ２２ｃｍ)
世界大戦（第二次） ドイツ－歴史－近代

OH/23/50 1108986538 OH/23/15 1108986785

◆OH ◆OH
第二次大戦回顧録 ５ 独逸中世史研究
ウィンストン・チャーチル／著 毎日新聞翻訳委員会／訳 上原専禄／著
毎日新聞社 １９５０．８ 弘文堂書房 １９４２．５
(３１９ｐ　図版９枚 １９ｃｍ) (３３０ｐ，図版５枚 ２２ｃｍ)
世界大戦（第二次） ドイツ－歴史－中世

OH/23/49 1108986520 OH/23/13 1108986769

◆OH ◆OH
第二次大戦回顧録 ４ 独逸中世史の研究
ウィンストン・チャーチル／著 毎日新聞翻訳委員会／訳 増田四郎／著
毎日新聞社 １９５０．５ 日本評論社 １９４３．１１
(３１０ｐ　図版８枚 １９ｃｍ) (５３８，１１ｐ　図版１枚 ２２ｃｍ)
戦争－歴史 ドイツ－歴史－中世

OH/23/48 1108986512 OH/23/12 1108986751

◆OH ◆OH
第二次大戦回顧録 １ 東洋史と西洋史とのあいだ
ウィンストン・チャーチル／著 毎日新聞翻訳委員会／訳 飯塚浩二／著
毎日新聞社 １９４９．５ 岩波書店 １９６３．４
(３１５ｐ　図版２枚 １９ｃｍ) (３００ｐ １９ｃｍ)
戦争－歴史 歴史

OH/23/45 1108986488 OH/23/2 1108986637

◆OH ◆OH
第二次大戦回顧録 ２ ナポレオン
ウィンストン・チャーチル／著 毎日新聞翻訳委員会／訳 井上幸治／著
毎日新聞社 １９４９．８ 岩波書店 １９５７．１０
(３３９ｐ　図版１枚 １９ｃｍ) (５，１９９，４ｐ　図版２枚 １８ｃｍ)
戦争－歴史 岩波新書

OH/23/46 1108986496 フランス－歴史 ナポレオン
OH/23/8 1108986710

◆OH
第二次大戦回顧録 ３ ◆OH
ウィンストン・チャーチル／著 毎日新聞翻訳委員会／訳 肉食の思想 -ヨーロッパ精神の再発見-
毎日新聞社 １９４９．１２ 鯖田豊之／著
(２８６ｐ　図版１枚 １９ｃｍ) 中央公論社 １９６６．１
戦争－歴史 (１７６ｐ １８ｃｍ)

OH/23/47 1108986504 中公新書
西洋史

OH/23/17 1108986801
◆OH

中世に生きる人々
アイリーン・パウア／著 三好洋子／訳
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◆OH ◆OH
日本人の西洋発見 フランス革命 -八十九年-
ドナルド・キ－ン／著 芳賀徹／訳 Ｇ．ルフェーヴル／著 鈴木泰平／訳
６版 世界書院 １９６１．５
中央公論社 １９７７．６ (２８３，５ｐ　図版１枚 １９ｃｍ)
(５，３２６ｐ　図版１枚 ２０ｃｍ) フランス－革命
日本－歴史－江戸時代 OH/23/6 1108986694

OH/23/28 1109309383

◆OH
◆OH フランス革命夜話

人間から人間へ -わが人民戦線の回想- 辰野隆／著
レオン・ブルム／著 吉田八重子／訳 朝日新聞社 １９６０．３
人文書院 １９７５．２ (２２４ｐ　図版４枚 １９ｃｍ)
(２０７ｐ ２０ｃｍ) フランス革命
人民戦線 OH/23/7 1108986702

OH/23/74 1108987007

◆OH
◆OH 平民の叛徒たち -自由を求めたイギリスの人びと- その１

パリ・コミューン 下 Ｈ．フェイガン／著 秦玄龍／訳
Ｈ．ルフェーヴル／著 河野健二，柴田朝／共訳 岩波書店 １９６０．６
岩波書店 １９６８．４ (７，２０８ｐ　図版１枚 １８ｃｍ)
(６５３，１０ｐ １９ｃｍ) 岩波新書

OH/23/37 1108986405 イギリス－歴史
OH/23/30 1108986330

◆OH
パリ・コミューン 上 ◆OH
Ｈ．ルフェーブル／著 河野健二 柴田朝子／共訳 変貌するソヴェト
岩波書店 １９６７．１０ アイザック・ドイッチャー／著 町野武・渡辺敏／訳
(３０３ｐ １９ｃｍ) みすず書房 １９５８．７

OH/23/36 1108986397 (１７０，６ｐ ２１ｃｍ)
現代史双書

OH/23/26 1108986298
◆OH

バルザックとフランス・リアリズム
Ｇ．ルカーチ／著 男沢淳・針生一郎／訳 ◆OH
岩波書店 １９５５．６ ポルトガル史
(１８２，９ｐ １９ｃｍ) アルベール＝アラン・ブールドン／著 福嶋正徳・広田正敏／
時代の窓 共訳

OH/23/19 1108986231 白水社 １９７９．５
(１５６，２ｐ １８ｃｍ)
文庫クセジュ

◆OH ポルトガル－歴史
パン・ヨーロッパ OH/23/67 1108986934
リヒャルト・Ｎ．クーデンホーフ・カルギー／著 鹿島守之助
／訳
鹿島研究所 １９６１．１０ ◆OH
(２３２ｐ ２２ｃｍ) ヨオロッパの人間
政治運動 吉田健一／〔著〕

OH/23/21 1108986256 講談社 １９７３．１０
(２２３ｐ ２０ｃｍ)
西洋史

◆OH OH/23/72 1108986983
東と西 -アメリカとソ連の同時代史- 1
アンドレ・モロア／著 ルイ・アラゴン／著
読売新聞社 １９６３．１０ ◆OH
(２８４ｐ ２２ｃｍ) ヨーロッパ社会と文学
アメリカ合衆国(アンドレ・モロア著 河盛好蔵訳) ソヴィエト 一橋大学一橋学会／編
連邦(ルイ・アラゴン著 小場瀬卓三訳) 春秋社 １９６２．２

OH/23/32 1108986355 (１９６ｐ １９ｃｍ)
内容：近代ヨーロッパにおける人間の意識（太田可夫），イギ
リス小説の成立（海老池俊治）フランス文学をたどって（山田

◆OH 九朗），ドイツ的とは何か（太畑末吉），ロシアの国民性と文
ヒットラーがそこへやってきた 学（金子幸彦），アメリカ社会の異端者（小原敬士）
西義之／著 文学
文藝春秋 １９７１．７ OH/23/20 1108986249
(３４６ｐ ２０ｃｍ)
ドイツ－歴史－１９３３～１９４５

OH/23/41 1108986447 ◆OH
ヨーロッパとは何か
増田四郎／著
岩波書店 １９６７．７
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(１９９，６ｐ １８ｃｍ) ◆OH
岩波新書 ワイマル共和国 -ヒトラーを出現させたもの-
西洋史 林健太郎／著

OH/23/40 1108986439 中央公論社 １９６３．１１
(２２０ｐ １８ｃｍ)
中公新書

◆OH OH/23/11 1108986744
ヨーロッパの略奪 -現代の歴史的解明-
ディエス・デル・コラール／著 小島威彦／訳
未来社 １９６２．１１ ◆OH
(４７５，４０ｐ　図版 ２２ｃｍ) 我が闘争
ヨーロッパ ヒットラア／著 室伏高信／訳

OH/23/33 1108986363 第一書房 １９４０．６
(４０８ｐ ２０ｃｍ)

OH/23/42 1108986454
◆OH

ルイ・ボナパルトのブリュメール十八日
マルクス／著 伊藤新一／訳 北条元一／訳
岩波書店 １９５４．９
235.066
(２３５ｐ １５ｃｍ)
岩波文庫
二月革命（フランス）（１８４８）

OH/23/71 1108986975

◆OH
ルネッサンス夜話 -近代の黎明に生きた人びと-
高階秀爾／著
平凡社 １９７９．６
(２３５ｐ ２０ｃｍ)
内容：メディチ家の金脈と人脈〔ほか８編〕　巻末：参考文献
（欧文）
ルネサンス

OH/23/68 1108986942

◆OH
歴史の運命と進歩
Ｌ．コラール／著 小島威彦・鈴木成高／訳
未来社 １９６２．５
(２３７ｐ，図版 ２０ｃｍ)

OH/23/38 1108986413

◆OH
ロシア革命の考察
Ｅ．Ｈ．カー／〔著〕 南塚信吾／訳
みすず書房 １９６９．９
238.07
(２６０ｐ ２０ｃｍ)
ロシア革命（１９１７～１９２１）

OH/23/35 1108986389

◆OH
ロシヤ年代記
除村吉太郎／著
３版
弘文堂書房 １９４６．１２
(２，４，８７４，３ｐ ２２ｃｍ)
ロシア文学－歴史 ロシア－歴史

OH/23/31 1108986348

◆OH
ローマ人 -歴史・文化・社会-
ボ－ルスドン／編 長谷川博隆／訳
岩波書店 １９７１．１１
(６，４７２，３ｐ １９ｃｍ)

OH/23/44 1108986470
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◆OH
アフリカ現代史
梅津和郎／著
泰流社 １９７７．４
(２２３ｐ １９ｃｍ)
泰流選書
アフリカ－歴史

OH/24/3 1108987031

◆OH
アフリカの歴史 上
ローランド・オリヴァー／著 Ｊ．Ｄ．フェイジ／著 友田錫・
北詰洋一／訳
時事通信社 １９６４．２
(２０４ｐ １８ｃｍ)
時事新書
アフリカ－歴史

OH/24/1 1108987015

◆OH
アフリカの歴史 下
ローランド・オリヴァー／著 Ｊ．Ｄ．フェイジ／著 友田錫・
北詰洋一／訳
時事通信社 １９６４．２
(２０２ｐ １８ｃｍ)
時事新書
アフリカ－歴史

OH/24/2 1108987023
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◆OH
アメリカ合衆国史 -新版-
チャールズ・ビーアド／他著 杉本重治／他訳 ◆OH
岩波書店 １９６４．９ Ｑｕｅｔｚａｌｃｏａｔｌ
(１９，５６３，２ｐ ２２ｃｍ) ｐｏｒ　Jose Lopez Portillo Ｄｅｍｅｔｒｉｏ　Ｓｏｄｉ 
アメリカ合衆国－歴史 Ｆｅｒｎａｎｄｏ　Ｄｉａｚ　Ｉｎｆａｎｔｅ

OH/25/7 1108992726 Ｓｅｃｒｅｔａｒｉａ　ｄｅ　Ａｓｅｎｔａｍｉｅｎｔｏｓ　
Ｈｕｍａｎｏｓ　ｙ　Ｏｂｒａｓ　Ｐｕｂｌｉｃａｓ １９７
９

◆OH (２４７ｐ ３１ｃｍ)
アメリカ合衆国史 上巻 OH/25/10 1109170231
チャールズ・Ａ．ビーアド，メアリー・Ｒ．ビーアド／共著 
杉本重治，岸村金次郎／共訳
岩波書店 １９４９．１０ ◆OH
(３６４ｐ ２２ｃｍ) Ｔｈｅ　Ｒｅｖｏｌｕｔｉｏｎａｒｙ　Ｗａｒ -Ａｍｅｒｉｃ
アメリカ合衆国－歴史 ａ’ｓ　ｆｉｇｈｔ　ｆｏｒ　ｆｒｅｅｄｏｍ-

OH/25/1 1108987049 ｂｙ　Ｂａｒｔ　ＭｃＤｏｗｅｌｌ　
Ｎａｔｉｏｎａｌ　Ｇｅｏｇｒａｐｈｉｃ　Ｓｏｃｉｅｔｙ 
１９６７

◆OH (１９９ｐ ２６ｃｍ)
消された大酋長 -アメリカ建国のかげに- OH/25/8 1108992734
加藤恭子／著
朝日新聞社 １９７４
(２７８，１０ｐ　地図 ２０ｃｍ)
巻末：参考文献
インディアン

OH/25/9 1108992742

◆OH
原典アメリカ史 ３
アメリカ学会／編・訳 高木八尺／編・訳
岩波書店 １９５３．９
(５４２，１４ｐ　図版１枚 ２２ｃｍ)
アメリカ合衆国－歴史

OH/25/3 1108987064

◆OH
原典アメリカ史 ２
アメリカ学会／編・訳 高木八尺／編・訳
岩波書店 １９５１．９
(４５５，１０ｐ　図版１枚 ２２ｃｍ)
アメリカ合衆国－歴史

OH/25/2 1108987056

◆OH
古代アステカ王国 -征服された黄金の国-
増田義郎／著
中央公論社 １９６８．１２
(２３８ｐ １８ｃｍ)
中公新書
アステカ王国

OH/25/5 1108987106

◆OH
にがい遺産 -ベトナム戦争とアメリカ-
アーサー・シュレジンガー　Ｊｒ．／著 横川信義／訳
毎日新聞社 １９６７．９
(２１５，１５ｐ １９ｃｍ)
アジア問題叢書
アメリカ合衆国－外国関係－ベトナム ベトナム戦争

OH/25/4 1108987072

◆OH
私のみたアメリカ -植村福七教授遺稿集-
植村福七／著
植村教授遺稿集「私のみたアメリカ」刊行会 １９６７．３
(２８０ｐ ２２ｃｍ)

OH/25/6 1108992718
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◆OH
ひとりごつインカ
妣田圭子／著
柏書房 １９７６．７
(９５ｐ ２７ｃｍ)
インカ

OH/26/4 1108992767

◆OH
ラテンアメリカ現代史 １
山川出版社 １９７８．４
(２９２．３７ｐ ２０ｃｍ)
世界現代史
付：年表，参考文献
ラテンアメリカ－歴史

OH/26/3 1108992759

◆OH
ラテン・アメリカ史概説 上巻
田中耕太郎／著
岩波書店 １９４９．８
(１４，３５８ｐ ２２ｃｍ)
内容：序説，コンキスタドーレス，植民地時代，植民地の独立
ラテンアメリカ－歴史

OH/26/1 1108987080

◆OH
ラテン・アメリカ史概説 下巻
田中耕太郎／著
岩波書店 １９４９．１２
(７，３８７，４０ｐ ２２ｃｍ)
内容：独立以後，ラテン・アメリカに対する佛蘭西文化の影響
ラテンアメリカ－歴史

OH/26/2 1108987098
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◆OH
Ｔｈｅ　Ｐａｃｉｆｉｃ　ｔｈｅａｔｅｒ -ｉｓｌａｎｄ　ｒ
ｅｐｒｅｓｅｎｔａｔｉｏｎｓ　ｏｆ　Ｗｏｒｌｄ　Ｗａｒ　
ＩＩ-
ｅｄｉｔｅｄ　ｂｙ　Ｇｅｏｆｆｒｅｙ　Ｍ．Ｗｈｉｔｅ　ａ
ｎｄ　Lamont　Lindstrom
Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ　ｏｆ　Ｈａｗａｉｉ　ｐｒｅｓｓ １
９８９
(ｘｉｖ，４３３ｐ：ｉｌｌ ２５ｃｍ)
Ｐａｃｉｆｉｃ　ｉｓｌａｎｄｓ　ｍｏｎｏｇｒａｐｈ　ｓｅ
ｒｉｅｓ

OH/27/1 1109340594
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◆OH
◆OH 飛鳥田一雄回想録 -生々流転-

逢澤寛伝 飛鳥田一雄／著
大楽久光／著 朝日新聞社 １９８７．９
冬芽房 １９７１．１２ (２８２ｐ ２０ｃｍ)
(４１４ｐ ２２ｃｍ) OH/28/447 1109007581

OH/28/253 1109000487

◆OH
◆OH 足立先生を語る

会津士魂風雲録 -町野武馬翁とその周辺- 東京放送／編
会津士魂風雲録刊行会／著 東京放送 １９７５．３
会津士魂風雲録刊行会 １９６１．３ (２０５ｐ ２２ｃｍ)
(２６７ｐ ２２ｃｍ) OH/28/566 1109009488

OH/28/8 1108992841

◆OH
◆OH 新しき国の息吹きを求めて

愛土 -宮武婦佐子夫人を偲んで- 小坂善太郎／著
宮武徳次郎 講談社 １９６０．６
宮武徳次郎 １９６５．１２ (４９３ｐ　図版 ２３ｃｍ)
(１７５ｐ ２０ｃｍ) OH/28/33 1108993161

OH/28/101 1108998236

◆OH
◆OH アトリー自傳 下巻

青木一男 -その信念と行動- Ｃ．Ｒ．アトリー／著 和田博雄／訳 山口房雄／訳
青木一男後援会／編 新潮社 １９５５．４
聖山会 １９７０．６ (１７４－３１０ｐ １９ｃｍ)
(１７２ｐ ２１ｃｍ) 一時間文庫

OH/28/259 1109002822 著者の肖像・図版あり　索引あり
OH/28/100 1108998228

◆OH
赤木正雄先生追想録 ◆OH
全国治水砂防協会 １９７３．９ アブラハム リンコルン伝
(６９１ｐ ２２ｃｍ) 松村介石／著

OH/28/529 1109009629 改版３版
警醒社書店 １９２５．６
(２０６ｐ １９ｃｍ)

◆OH OH/28/267 1109000560
商いつづけて五十年 -鈴木三樹之助と三木証券-
山口季雄／著
三木証券 １９８６．１２ ◆OH
(１７４ｐ ２２ｃｍ) アメリカ歴代大統領

OH/28/599 1109010007 ピータースハム・モード／共著 川上晃次郎／訳
新紀元社 １９６４．６
(２３１ｐ １９ｃｍ)

◆OH パイオニア物語
秋山定輔伝 第１巻 大統領－アメリカ合衆国
桜田倶楽部／編 OH/28/138 1108998905
桜田倶楽部 １９７７．６
(５２２ｐ　図１２枚　肖像 ２２ｃｍ)

OH/28/507 1109008084 ◆OH
あやめは匂ふ -妻を偲びて-
小林孝三郎／著

◆OH 〔小林孝三郎〕 １９６５．１０
悪政・銃声・乱世 -児玉誉士夫自伝- (８６ｐ １９ｃｍ)
児玉誉士夫／著 株式会社コーセー
広済堂出版 １９７４ OH/28/130 1108998822
(３３６ｐ １９ｃｍ)

OH/28/427 1109004570
◆OH

鮎川義介先生追想録
◆OH 佐々木義彦／編

明日をひらく 鮎川義介先生追想録編纂刊行会 １９６８．１１
麻生良方／著 (５４６ｐ ２２ｃｍ)
根っこ文庫太陽社 １９６６．１０ 図版，年譜：５１４～５４３ｐ
(３０６ｐ １９ｃｍ) OH/28/557 1109009736
太陽選書

OH/28/97 1108998699
◆OH

鮎川義介伝 -赤い夕陽の昭和史-
小島直記／著
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日本経営出版会 １９６７．５ OH/28/93 1108998657
(２９４ｐ １９ｃｍ)

OH/28/369 1109003952
◆OH

異郷に咲いた花 -秋元夫妻の信仰物語-
◆OH 高瀬恒徳／著

新井白石・福沢諭吉 -断片 　日本に於ける教育の世界的進歩 秋元みき １９７２．３
に対する先駆者の寄与- (２３７ｐ １９ｃｍ)
羽仁五郎／著 OH/28/335 1109003416
岩波書店 １９５９．７
(４２７ｐ １９ｃｍ)

OH/28/66 1108998129 ◆OH
生きる -わたしの歩み-
横田辰三／著

◆OH マンテン １９７４．４
ありし日を偲んで -船田中の足跡- (１８３ｐ １９ｃｍ)
船田事務所 １９８０．４ OH/28/484 1109007862
(２７６ｐ １９ｃｍ)

OH/28/384 1109004091
◆OH

生きる日の限り
◆OH 後藤福次郎／著

ある会計人の半生 -東奭五郎自伝- 後藤福次郎 １９６３．１２
東奭五郎／著 渡辺宗煕／編 (５１５ｐ １９ｃｍ)
沢村一男 １９７７．５ OH/28/127 1108998491
(４，１３９ｐ ２１ｃｍ)

OH/28/482 1109007847
◆OH

幾山河 -私の履歴書-
◆OH 島岡信治郎／著

ある社会科学者の遍歴 -民主ドイツの旅- 増補版
大塚金之助／著 島岡信治郎 １９７１．１０
岩波書店 １９６９．５ (２８７ｐ １９ｃｍ)
(３７９ｐ １９ｃｍ) OH/28/497 1109007987

OH/28/288 1109003002

◆OH
◆OH 井口竹次郎伝

アルベルト・シュワイツァー -小伝- 大阪瓦斯／編
高橋功／著 大阪瓦斯 １９７２．３
玉川大学出版部 １９６３．４ (２９８ｐ ２２ｃｍ)
(２０８ｐ １９ｃｍ) OH/28/268 1109000578

OH/28/579 1109009843

◆OH
◆OH 池田亀三郎 -追想　池田亀三郎-

ある歴史家の生い立ち -古史弁自序- 池田亀三郎追想録編集委員会／編
顧頡剛／著 平岡武夫／訳 日本経済新聞社 １９７８．３
岩波書店 １９５３．９ (４３９ｐ，図版２４枚 ２２ｃｍ)
(１７２ｐ １８ｃｍ) OH/28/478 1109007805

OH/28/76 1108998517

◆OH
◆OH 池田成彬伝

安西正夫追想録 池田成彬伝記刊行会／編
安西正夫追想録編集委員会 １９７３．４ 慶應通信 １９６２．９
(４６１ｐ　肖像 ２７ｃｍ) (４１６ｐ ２２ｃｍ)

OH/28/511 1109037505 OH/28/316 1109003283

◆OH ◆OH
アントニオ・グラムシ -その生涯と時代- 池田禎治さんの思い出
山崎功／著 豊友会 １９７８．２
岩波書店 １９６６．１１ (２５３ｐ ２０ｃｍ)
(３５１，１１ｐ １９ｃｍ) OH/28/493 1109007946

OH/28/284 1109002962

◆OH
◆OH 池田勇人先生を偲ぶ

家康の手紙 松浦周太郎［ほか］ １９６７．７
桑田忠親／著 (２４８ｐ ２２ｃｍ)
文藝春秋 １９６１．１２ OH/28/222 1109000222
(３３２ｐ ２０ｃｍ)
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Ａ．スメドレー／著 阿部知二／訳
◆OH 岩波書店 １９５５．５

石井十次の生涯と思想 (３．２７０ｐ　図版１枚 １９ｃｍ)
柴田善守／著 時代の窓
春秋社 １９６４．４ OH/28/114 1108998368
(４３７ｐ　図版 １９ｃｍ)

OH/28/160 1108999218
◆OH

伊谷以知二郎伝
◆OH 鈴木善幸／著

石川一郎 -日本を開いた財界人の生涯- 伊谷以知二郎伝刊行会 １９６９．４
阪口昭／編著 (３５０ｐ　図版 ２２ｃｍ)
鹿島研究所出版会 １９７２ OH/28/221 1109000214
(２７３ｐ　肖像 １９ｃｍ)
石川一郎略年譜：ｐ．２６２－２７３

OH/28/345 1109003507 ◆OH
一銀行家の回想
大島堅造／著

◆OH 日本経済新聞社 １９６３．１０
石橋湛山　写真譜 -一自由主義者の歩み　- (６，３２９，７ｐ １９ｃｍ)
石橋湛山全集編纂委員会／編 OH/28/77 1108998186
東洋経済新報社 １９７３．３
(１１０ｐ ２２ｃｍ)

OH/28/470 1109007722 ◆OH
一源三流 -瓦林潔伝-
瓦林潔／［述］

◆OH 西日本新聞社 １９８０．４
石原莞爾 -悲劇の將軍- (２８３ｐ ２２ｃｍ)
山口重次／著 大湊義博／編 OH/28/609 1109340321
増補
大湊書房 １９７５．３
(３５８ｐ　図版２枚 １９ｃｍ) ◆OH
軍人 一日本人としての私のねがい

OH/28/397 1109004216 松下幸之助／著
１９６８．１０
(２２６ｐ １８ｃｍ)

◆OH 実日新書
維新の血書 -若き志士たちの生と死- OH/28/210 1108999903
太田俊穂／著
大和書房 １９６７．４
(２４４ｐ １９ｃｍ) ◆OH

OH/28/604 1109310886 一法律家の生活と信仰
藤林益三／著
東京布井出版 １９７８．８

◆OH (２８９ｐ ２０ｃｍ)
五十路の旅 -藤田亀続手記- OH/28/463 1109007656
藤田亀続／編
改訂
日本恩友会 １９５６．１ ◆OH
(１８０ｐ　図版６枚 １９ｃｍ) 一生之回憶

OH/28/301 1109003135 曹汝霖／著 曹汝霖回想録刊行会／編・訳
鹿島研究所出版会 １９６７．１０
(４０４ｐ ２２ｃｍ)

◆OH 中国－歴史－近代
偉大なる社会 OH/28/166 1108999267
Ｌ．Ｂ．ジョンソン／著 平泉渉／訳
鹿島研究所出版会 １９６５．４
(１４６ｐ １８ｃｍ) ◆OH
アメリカ合衆国－政治 伊藤左千夫

OH/28/159 1108999200 齋藤茂吉／著
中央公論社 １９４２．８
(５１２ｐ ２２ｃｍ)

◆OH アララギ叢書
偉大なる道 -朱徳の生涯とその時代- 下 OH/28/258 1109000503
Ａ．スメドレー／著 阿部知二／訳
岩波書店 １９５５．６
(２５６ｐ　図版２枚 １９ｃｍ) ◆OH
シュトク：朱徳 伊藤忠兵衛翁回想録

OH/28/115 1108998376 伊藤忠兵衛／〔述〕 伊藤忠兵衛翁回想録編集事務局／編
伊藤忠商事 １９７４．５
(５１８ｐ　肖像 ２７ｃｍ)

◆OH OH/28/446 1109037448
偉大なる道 -朱徳の生涯とその時代- 上
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上田貞次郎全集刊行会 １９７５．９
◆OH (５８０ｐ ２３ｃｍ)

伊藤博文 OH/28/388 1109004125
沢田謙／著
再版
大日本雄辯會講談社 １９４１．１０ ◆OH
(３６０，８ｐ １９ｃｍ) 牛の歩み -教育にわが道を求めて-
偉人傳文庫 剱木亨弘／著

OH/28/308 1109003200 小学館 １９７３．４
(２３８ｐ １９ｃｍ)

OH/28/254 1109000404
◆OH

伊藤博文傳 上巻
春畝公追頌会／著 ◆OH
３版 渦の中 -賀屋興宣遺稿抄-
統正社 １９４４．２ 賀屋興宣／［著］
(１０３０ｐ ２２ｃｍ) 賀屋正雄 １９７９．３

OH/28/248 1109000438 (４１４ｐ ２２ｃｍ)
OH/28/526 1109009264

◆OH
伊藤博文傳 中巻 ◆OH
春畝公追頌会／著 ウ・タント伝 -平和を求めて-
３版 ジューン・ビンガム／著 鹿島平和研究所／訳
統正社 １９４４．２ 鹿島研究所 １９６８．８
(１０５９ｐ ２２ｃｍ) (３２０ｐ １９ｃｍ)

OH/28/249 1109000446 OH/28/178 1108999572

◆OH ◆OH
伊藤博文傳 下巻 内気なバブズ -ルーズベルト夫人物語-
春畝公追頌会／著 Ｊ．イートン／著 吉川絢子／訳
統正社 １９４４．２ 鏡浦書房 １９５８．８
(１０１５，１７，７ｐ ２２ｃｍ) (３０４ｐ ２０ｃｍ)

OH/28/250 1109000453 OH/28/144 1108998962

◆OH ◆OH
伊原隆遺稿集 うねりとさざ波 -長谷川労政の記録-
金融財政事情研究会／制作 労働事情研究会／編
横浜銀行 １９７７．９ 鹿島出版会 １９７６．５
(７１１ｐ ２２ｃｍ) (２２３ｐ　図版 ２０ｃｍ)

OH/28/469 1109007698 OH/28/142 1108998947

◆OH ◆OH
岩瀬忠震 -日本を開国させた外交家- 右翼の人脈
松岡英夫／著 繁田千治／著
中央公論社 １９８１．１０ 警察文化協会 １９６４．１２
(２０８ｐ １８ｃｍ) (１７０ｐ １９ｃｍ)
中公新書 右翼－名簿
巻末：岩瀬忠震略年譜，参考文献 OH/28/124 1108998467
日本－歴史－幕末期

OH/28/196 1108999762
◆OH

エジソンの生涯
◆OH ジョセフソン・マシュウ／著 矢野徹／［ほか］訳

岩田先生を偲んで 新潮社 １９６２．５
岩田博士追悼録出版事業委員会 (４０８ｐ ２０ｃｍ)
岩田会 １９６６．９ OH/28/289 1109003010
(１５３ｐ ２２ｃｍ)

OH/28/163 1108999234
◆OH

得手に帆あげて -若いいのちへの賛歌-
◆OH 本田宗一郎／著

岩波西洋人名辞典 わせだ書房 １９６２．３
岩波書店 １９５６．１０ (３１５ｐ ２０ｃｍ)
(１９６２ｐ ２２ｃｍ) 人生訓

OH/28/562 1109009447 OH/28/89 1108998616

◆OH ◆OH
上田貞次郎全集 第４巻 絵と写真でしのぶ徳川家康公
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「絵と写真でしのぶ徳川家康公」刊行事務局 １９６５．１０ 大野伴睦／著
(１６７ｐ　図版　はり込み図２０枚 ３７ｃｍ) 弘文堂 １９６２．９

OH/28/230 1109037091 (２６４ｐ １９ｃｍ)
OH/28/57 1108993294

◆OH
榎本武揚 -明治日本の隠れたる礎石- ◆OH
加茂儀一／著 大浜信泉
中央公論社 １９６０．９ 大浜信泉伝記編集員会／編
(２９９ｐ　図版２枚 ２０ｃｍ) １９７８

OH/28/50 1108993252 (５０２ｐ ２２ｃｍ)
OH/28/513 1109008134

◆OH
園長先生のおもいで -森村義行先生を偲んで- ◆OH
森村学園同窓会／編 大平正芳の政治的人格
森村学園同窓会 １９７２．１１ 吉田雅信／著
(１２２ｐ １９×１７ｃｍ) 東海大学出版会 １９８６．１０

OH/28/337 1109003424 (１８４ｐ １９ｃｍ)
OH/28/594 1109213361

◆OH
遠藤隆吉伝 -巣園の父、その思想と生涯- ◆OH
蝦名賢造／著 大宅壮一の本 ３
西田書店 １９８９．１１ 大宅壮一／著
(３７９ｐ ２０ｃｍ) サンケイ新聞出版局 １９６７．２
遠藤隆吉年譜：ｐ３７０～３７９ (３４９ｐ １８ｃｍ)
4-88866-103-0 OH/28/299 1109003119

OH/28/603 1109326130

◆OH
◆OH 大宅壮一の本 ２

大蔵永常 大宅壮一／著
早川孝太郎／著 サンケイ新聞出版局 １９６７．１
山岡書店 １９４３．３ (３４５ｐ １９ｃｍ)
(１４，４１４ｐ　図版１１枚 ２１ｃｍ) OH/28/276 1109002889

OH/28/19 1108993021

◆OH
◆OH 岡佳吉

大河内賞 岡佳吉伝記編集委員会／編
大河内記念会事務局／編 岡佳吉記念事業会 １９６２．１２
大河内記念会 １９６５．１２ (５１０ｐ ２２ｃｍ)
(２４０ｐ　図版 ２２ｃｍ) OH/28/18 1108993013

OH/28/286 1109002988

◆OH
◆OH 岡田啓介回顧録

太田垣士郎氏の追憶 岡田啓介／述
太田垣士郎氏追懐録編纂委員会／編 毎日新聞社 １９５０．１２
太田垣士郎氏追懐録編纂委員会 １９６６．３ (２９８ｐ　図版３枚 １９ｃｍ)
(４５３ｐ　図版 ２２ｃｍ) 日本－政治－歴史

OH/28/238 1109000313 OH/28/61 1108993302

◆OH ◆OH
大谷竹次郎 -百人が語る巨人像- 岡野喜太郎の追想
大谷竹次郎刊行会／編 岡野喜太郎追想録編纂委員会／編
大谷竹次郎刊行会 １９７１．５ 駿河銀行 １９６７．６
(３４３ｐ ３０ｃｍ) (３０３ｐ　図版 ２２ｃｍ)

OH/28/321 1109037042 OH/28/315 1109003275

◆OH ◆OH
大野伴睦 -小伝と追想記- 岡野豪夫追悼録
大野伴睦先生追想録刊行会編集委員／編纂 岡野豪夫追悼録編纂委員会／編
大野伴睦先生追想録刊行会 １９７０．５ 駿河銀行 １９６６．８
(３６７ｐ　図版 ２２ｃｍ) (３１１ｐ ２２ｃｍ)

OH/28/260 1109000511 OH/28/22 1108993054

◆OH ◆OH
大野伴睦回想録 尾崎行雄伝
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伊佐秀雄／著 (２３５ｐ ３４ｃｍ)
尾崎行雄伝刊行会 １９５１．４ OH/28/490 1109037083
(１６，１３６６，５ｐ　図版 ２２ｃｍ)

OH/28/439 1109004646
◆OH

海軍主計大尉小泉信吉
◆OH 小泉信三／著

おマサさん -母・中山マサの生涯- 文藝春秋 １９６６．９
中山太郎／著 (２７４ｐ ２０ｃｍ)
サンケイ出版 １９７７．１０ OH/28/177 1108999564
(２６１ｐ １９ｃｍ)

OH/28/524 1109008191
◆OH

回顧七十年
◆OH 深井英五／著

思い出ずるまま 岩波書店 １９４１．１１
相川勝六／著 (３７２，１４ｐ １９ｃｍ)
講談社出版サービスセンター（製作） １９７２．１２ OH/28/193 1108999739
(２４６ｐ １９ｃｍ)

OH/28/485 1109007870
◆OH

回顧八十年
◆OH 佐藤尚武／著

思い出ずるままにわが人生回顧録 時事通信社 １９６３．４
森谷臣三／著 (５７５，９ｐ　図版 ２２ｃｍ)
東京 １９７９．１１ OH/28/220 1109000008
(１７０ｐ ２６ｃｍ)

OH/28/555-2 1109037539
OH/28/555-1 1109339364 ◆OH

回想・青木あさ先生
〔青木あさ先生記念出版委員会〕／編

◆OH 青木あさ先生記念出版委員会 １９７５．６
思い出すまま -高嶋菊次郎回顧録- (１１２ｐ ２２ｃｍ)
高嶋菊次郎／〔述〕 河野幸之助／編纂 OH/28/431 1109007516
高嶋菊次郎回顧録刊行協賛者同人 １９６７．１２
(３０４ｐ　図版 ２２ｃｍ)

OH/28/217 1108999978 ◆OH
回想　内田常雄
内田常雄追悼文集編集委員会／編

◆OH 如山会事務局 １９７８．１２
思い出すまゝ (５７６ｐ　図版 ２２ｃｍ)
堀新／著 OH/28/510 1109008118
関西電力 １９７１．４
(２０７ｐ　図版 ２１ｃｍ)

OH/28/355 1109003812 ◆OH
回想記
石橋正二郎／著

◆OH ［石橋正二郎］ １９７０．１０
おもひ出 -水田三喜男追想集- (２１３ｐ ２２ｃｍ)
水田三喜男追想集刊行委員会 １９７７．１１ OH/28/262 1109000529
(７６７ｐ　図版１７枚 ２３ｃｍ)

OH/28/37 1108993195
◆OH

回想の石丸重治
◆OH 三田文学ライブラリー  １９６９．１１

想いでの丹羽喬四郎氏 (３２１ｐ １９ｃｍ)
丹羽喬四郎氏追想録編纂事務局／編 OH/28/195 1108999754
丹羽喬四郎氏追想録編纂事務局 １９８０．１
(６９１ｐ １９ｃｍ)

OH/28/508 1109008092 ◆OH
回想のローズヴェルト
ジョン・ガンサー／著 清水俊二／訳

◆OH 早川書房 １９６８．７
思い出の人々 (４７０ｐ ２０ｃｍ)
藤原銀次郎／述 石川賢吉／記 ハヤカワ・ノンフィクション
ダイヤモンド社 １９５０．４ OH/28/264 1109000537
(１２，３２９ｐ １９ｃｍ)

OH/28/81 1108998533
◆OH

回想八十八年
◆OH 石井光次郎／著

槐安居春秋 カルチャー出版社 １９７６．１２
槐安居春秋刊行会 １９７０．１ (４９７ｐ ２２ｃｍ)
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OH/28/428 1109004562
◆OH

花好月円 -松村謙三遺文抄-
◆OH 松村正直ほか／編

回想安田彦四郎 青林書院新社 １９７７．８
安田彦四郎氏追悼録刊行会 １９７７．６ (３４４ｐ ２２ｃｍ)
(５９０ｐ ２２ｃｍ) OH/28/504 1109008050

OH/28/80 1108998525

◆OH
◆OH 鹿島平和賞受賞の記録 第１回

回想笠信太郎 鹿島平和研究所／編
江幡清／編 鹿島研究所出版会 １９６８．５
朝日新聞社 １９６９．７ (２９４ｐ ２２ｃｍ)
(５０９ｐ ２０ｃｍ) OH/28/297 1109003093

OH/28/173 1108999531

◆OH
◆OH 鹿島守之助 -その思想と行動-

懐想録 鹿島建設株式会社／編
長谷川精男／編 鹿島出版会 １９７７．１２
東邦モーターズ １９６３．４ (８５９，５ｐ ２２ｃｍ)
(３３０ｐ ２２ｃｍ) OH/28/479 1109007813

OH/28/21 1108993047

◆OH
◆OH 鹿島守之助博士追憶録

回想録 鹿島平和研究所／編
星野喜代治／著 鹿島出版会 １９７６．１１
日本不動産銀行十年史編纂室 １９６７．３ (２３７ｐ ２２ｃｍ)
(２６２，２３ｐ ２２ｃｍ) 鹿島博士と平和研究所（大平正芳著）

OH/28/216 1108999960 OH/28/559 1109009744

◆OH ◆OH
回想録 -激動の人生八十年- 加藤完治先生言行録
山本茂一郎／著 丸山義二／編
山本光子 １９７８．６ 春陽堂書店 １９４３．２
(３０７ｐ ２２ｃｍ) (２４１ｐ １９ｃｍ)

OH/28/472 1109007730 弥栄(加藤完治) 加藤完治先生言行録,萩野開墾十年史,萩野の
回顧,加藤完治先生の山形時代のお仕事のあとを訪ねて. 

OH/28/272 1109002848
◆OH

香川鉄蔵
香川鉄蔵先生追悼集刊行会／編さん ◆OH
香川鉄蔵先生追悼集刊行会 １９７１．７ 河上哲太翁伝
(３９５ｐ　図版 ２２ｃｍ) 河上哲太翁伝刊行会捷編

OH/28/309 1109003218 新紀元社 １９６４．４
(７４１ｐ ２２ｃｍ)

OH/28/552 1109009702
◆OH

賀川豊彦伝
横山春一／著 ◆OH
警醒社 １９５９．１０ 河上肇
(７，８，６２０ｐ １９ｃｍ) 大内兵衛／著

OH/28/291 1109003036 筑摩書房 １９６６．７
(２３７ｐ １９ｃｍ)
筑摩叢書

◆OH OH/28/371 1109003978
書き留めおき候
服部毅一／著
服部毅一 １９７８．９ ◆OH
(２２３ｐ １９ｃｍ) 川島正次郎

OH/28/503 1109008043 川島正次郎先生追想録編集委員会／編纂
交友クラブ １９７１．１１
(５４０ｐ ２２ｃｍ)

◆OH OH/28/496 1109007979
学問遍路 -赤松要先生追悼論集-
門下生／編
世界経済研究協会 １９７５．１２ ◆OH
(３５３，６２ｐ ２５ｃｍ) 河田烈自叙伝

OH/28/453 1109007623 河田烈自叙伝刊行会／編
河田烈自叙伝刊行会 １９６５．９
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(２４３ｐ ２２ｃｍ) OH/28/540 1109009322
OH/28/168 1108999515

◆OH
◆OH 宮中五十年

川野芳満回想録 坊城俊良／著
川野芳満回想録刊行会編集委員／編 明徳出版社 １９６０．７
川野芳満回想録刊行会 １９７５．４ (１３４ｐ １９ｃｍ)
(２７０ｐ １９ｃｍ) 皇室

OH/28/380 1109004059 OH/28/63 1108998046

◆OH ◆OH
桓武天皇 キュリー夫人伝
日本歴史学会／編 エーヴ・キュリー／著 川口篤／ほか訳
吉川弘文館 １９６３．１０ 特製
(２７１ｐ １８ｃｍ) 白水社 １９５８．９
人物叢書 (３５３ｐ ２１ｃｍ)

OH/28/333 1109003390 OH/28/137 1108998897

◆OH ◆OH
菊池明さんの思い出 教育の聖者ペスタロッチ -その業績・遺跡巡礼-
菊池明氏追想録刊行会／編 成瀬政男／著
菊池明氏追想録刊行会 １９７５．８ 雇用問題研究会 １９７９．８
(３８０ｐ ２２ｃｍ) (３０２ｐ １９ｃｍ)

OH/28/572 1109009785 OH/28/500 1109008019

◆OH ◆OH
岸井寿郎 虚栄なき独裁者 -レーニン評伝- 上巻
［出版者不明］ ［１９７－］ ダヴィッド・シューブ／著 直井武夫／訳
(１３６ｐ　図版 ２２ｃｍ) 日南書房 １９４９．７

OH/28/353 1109003788 (３６５ｐ １９ｃｍ)
OH/28/187 1108999671

◆OH
喜寿天皇陛下 ◆OH
共同通信社 １９７８．４ 虚栄なき独裁者 -レーニン評伝- 下巻
(１冊 ２９ｃｍ) ダヴィッド・シューブ／著 直井武夫／訳

OH/28/535 1109037349 日南書房 １９４９．１０
(３９３ｐ １９ｃｍ)

OH/28/211 1108999911
◆OH

木戸孝允 -維新前夜の群像　第４-
大江志乃夫／著 ◆OH
中央公論社 １９６８．９ 巨人出口王仁三郎
(１９４ｐ １８ｃｍ) 出口京太郎／著
中公新書 講談社 １９６７．９

OH/28/437 1109004620 (４６２ｐ ２０ｃｍ)
OH/28/241 1109000347

◆OH
木下成太郎先生伝 ◆OH
橘文七／編 巨人伝説
みやま書房 １９６７．３ 学芸書林 １９６８．１１
(６２９ｐ ２２ｃｍ) (３３９ｐ ２０ｃｍ)

OH/28/374 1109004000 ドキュメント日本人
中江兆民(岩崎徂堂) 田中正造-田中正造の生涯,頭山満(夢野久
作) 中山みき(倉田百三) 南方熊楠-履歴書 出口王仁三郎(城山

◆OH 三郎) 秋山定輔(村松梢風) 賀川豊彦(野本忠之,武藤富男) 中
ギボン自叙伝 -わが生涯と著作との思ひ出- 里介山-百姓弥之助の話 野口英世(井出孫六) 折口信夫(村岡空
村上至孝／訳 ) 解説:国境を越える思想(いいだ・もも)
岩波書店 １９４３．１２ OH/28/203 1108999838
(２９８ｐ ２１ｃｍ)

OH/28/443 1109037430
◆OH

巨星堤康次郎
◆OH 野馬剛／編

着物先生行状記 若樹出版 １９６６．３
大野よしのり／著 (２４１ｐ １９ｃｍ)
ルックジャパン １９７８．３ OH/28/53 1108998004
(１２６ｐ １９ｃｍ)

- 8 -－136－



◆OH
清元寿兵衛 ◆OH
清元寿兵衛／著 植田隆之助／執筆 清元梅吉／著 クロムウェル -聖者の進軍-
邦楽と舞踊出版社 １９６７．７ 今井宏／著
(４５４ｐ　図版 ２２ｃｍ) 誠文堂新光社 １９６１．３

OH/28/312 1109003242 (２２１ｐ １９ｃｍ)
歴史の人間像

OH/28/147 1108998996
◆OH

金史良 -その抵抗と生涯-
安宇植／著 ◆OH
岩波書店 １９７２．１ 芸南古今人物誌
(２１４ｐ １８ｃｍ) 芸南新聞社 １９６６．７
岩波新書 (４９２ｐ ２２ｃｍ)

OH/28/332 1109003382 OH/28/24 1108993070

◆OH ◆OH
日柳燕石 上巻 けじめの記
相原言三郎／著 淺地庄太郎／著
燕石会 １９３９．８ 日本ビルサービス １９７７．１２
(２８０ｐ １９ｃｍ) (１５９ｐ　図版 ２７ｃｍ)

OH/28/136 1108998889 OH/28/377 1109037059

◆OH ◆OH
櫛田光男追悼集 化粧品ひとすじ -小林孝三郎伝-
櫛田光男追悼集刊行会／編 藤崎武男／著
日本不動産研究所 １９７６．１１ 小林コーセー創立三十周年記念行事実行委員会 １９７６．５
(２９６ｐ ２２ｃｍ) (５０３ｐ １９ｃｍ)

OH/28/474 1109007763 OH/28/532 1109009645

◆OH ◆OH
薬ひとすじに -佐藤幸吉伝- ケネディ家の人々
大江辰夫／著 ジョセフ・Ｆ　ディニーン.／著 中曽根由紀／訳
実業之日本社 １９６６．１ 日本外政学会 １９６３．３
(２７９ｐ １９ｃｍ) (３２５ｐ １９ｃｍ)

OH/28/95 1108998673 ケネディ家
OH/28/2 1108992783

◆OH
クーデンホーフ・カレルギー回想録 -思想はヨーロッパを征服 ◆OH
する- ケネディ大統領演説集 -英和対照-
鹿島守之助／訳 ジョン・Ｆ．ケネディ／演説 黒田和雄／訳
鹿島研究所出版会 １９６４．９ 原書房 １９６３．１２
(９，３６８ｐ ２２ｃｍ) (２３１ｐ １９ｃｍ)

OH/28/197 1108999770 政治－論説
OH/28/202 1108999820

◆OH
クーデンホーフ・カレルギー伝 ◆OH
鹿島守之助／編著 ケネディと共に
鹿島研究所出版会 １９６６．１２ Ｐ．サリンジャー／著 小谷秀二郎／訳
(１０６ｐ　図版 ２１ｃｍ) 鹿島出版会 １９６６．９

OH/28/158 1108999192 (２３５ｐ　図版 ２０ｃｍ)
OH/28/3 1108992791

◆OH
久保田豊 ◆OH
永塚利一／著 源三位頼政
電気情報社 １９６６．４ 川田順／著
(３９８ｐ ２２ｃｍ) 春秋社 １９５８．１０

OH/28/375 1109004018 (２４２ｐ　図版 １９ｃｍ)
OH/28/121 1108998434

◆OH
くるま一筋 ◆OH
大野宗三／著 權勢の鬼ども -史的断片-
大野泰一 １９６８．６ 佐藤春夫／著
(１９８ｐ １９ｃｍ) 人物往来社 １９６２．３

OH/28/373 1109003994 (２１３ｐ ２０ｃｍ)
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巻末：天皇家，藤原氏系譜あり OH/28/575 1109037356
日本－歴史－随筆

OH/28/78 1108998194
◆OH

皇太子殿下皇太子妃殿下御結婚二十年
◆OH 共同通信社 １９７９．４

現代庄原先輩史 (１６７ｐ ２９ｃｍ)
岡本佳男／著 OH/28/534 1109037331
限定版
平和印刷株式会社 １９６５．１１
(２８１ｐ ２２ｃｍ) ◆OH

OH/28/125 1108998475 皇太子殿下御成婚記念
小沢武二／編
東京タイムズ社 １９５９．７

◆OH (１冊 ３１ｃｍ)
現代人物論 -現代史に生きる人々- OH/28/456 1109037471
小泉信三／著
角川書店 １９５５．１１
(２０８ｐ １８ｃｍ) ◆OH
角川新書 河野先生を偲ぶ

OH/28/73 1108998160 河野一郎伝記刊行委員会／編
春秋会 １９６６．７
(１３０ｐ ２２ｃｍ)

◆OH OH/28/10 1108992932
現代日本思想大系 ２
筑摩書房 １９６３．９
(４２９ｐ ２０ｃｍ) ◆OH
日本思想 獄中日記 第１

OH/28/252 1109000479 河上肇／著
岩波書店 １９５２．１１
(２７６ｐ １８ｃｍ)

◆OH 昭和十年-二月十二日-十二月三十一日迄 昭和十一年-私のこゝ
剣と政治 -参議院議員　中村喜四郎氏の追憶- ろの歴史-小菅刑務所で書き初めた原稿断片
中村登美 １９７２．１２ OH/28/363 1109003895
(２３５ｐ ２２ｃｍ)

OH/28/429 1109004588
◆OH

獄中日記 第２
◆OH 河上肇／著

皇居 岩波書店 １９５２．１２
産経新聞出版局 １９６２．２ (２７３ｐ １８ｃｍ)
(図版174，解説４７ｐ ２９ｃｍ) 昭和十二年,別冊,獄中贅語-刑期満了前に於ける私の心境 革命

OH/28/605 1109311017 家としての河上先生(堀江邑一)
OH/28/364 1109003903

◆OH
皇室二十年 ◆OH
共同通信社／編 国土開発を担う人びと -土木建設業界巷談- 第１巻
共同通信社 １９６６．４ 田村忠義／著
(１９２ｐ ３０×２４ｃｍ) 毎日新聞社 １９７８．９

OH/28/600 1109037075 (２１２ｐ ２０ｃｍ)
内容：佐藤欣治論．前田忠次論．植良祐政論．時岡収次論．岡
田政三論

◆OH OH/28/394 1109004182
浩然録 -肥田琢司追遠集-
川合定吉／編
浩然録刊行会 １９６５．５ ◆OH
(図版１５枚，２５２ｐ ２２ｃｍ) 告発　笹川良一と船舶振興会 上

OH/28/23 1108993062 山根英裕／［ほか著］
国会タイムズ社 １９７４．７
(２０６ｐ １８ｃｍ)

◆OH ブラックブック
皇族のひとりごと OH/28/606 1109315398
三笠宮寛仁／著
二見書房 １９７７．１
(３５７ｐ １９ｃｍ) ◆OH

OH/28/481 1109007839 告発笹川良一と船舶振興会 -地獄からの告発- 中
五味武
国会タイムズ社 １９７７．８

◆OH (２４４ｐ １９ｃｍ)
皇太子明仁親王御結婚記念アルバム OH/28/606-2 1109315406
毎日新聞社 １９５９．６
(１冊（おもに図版） ３１ｃｍ)
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◆OH
告発笹川良一と船舶振興会 -勲一等の仮面を剥ぐ- 下 ◆OH
五味武 この恩寵 -金狐秘帖- 続後篇
国会タイムズ社 １９７９．３ 中井隆／著
(２１１ｐ １８ｃｍ) 中井虎男先生夫人隆著作刊行会 １９７１．１０

OH/28/606-3 1109315414 (３１ｐ ２２ｃｍ)
OH/28/181-2 1109319895

◆OH
孤軍奮闘の三十年 ◆OH
河合良成／著 この人とともに
１９７０．６ 安西愛子／執筆
(４９４ｐ ２０ｃｍ) 星明会 １９７１．１

OH/28/204 1108999846 (２２４ｐ ２１ｃｍ)
OH/28/304 1109003168

◆OH
故小泉明先生追悼号 ◆OH
一橋大学一橋学会／編 小林孝三郎対談集
日本評論社 １９７８．５ 杉山草樹／編
(６４４ｐ ２１ｃｍ) 小林コーセー創立三十周年記念行事実行委員会 １９７６．５
一橋論叢 (３２５ｐ １９ｃｍ)

OH/28/549 1109009694 OH/28/533 1109009637

◆OH ◆OH
五高人物史 -開校七十周年記念- 古風庵回顧録 -若槻礼次郎自伝明治・大正・昭和政界秘史-
五高人物史刊行会／編 若槻礼次郎，／著
五高人物史刊行会 １９５９．２ 読売新聞社 １９５０．３
(１冊 ２６ｃｍ) (１４，４６９ｐ １９ｃｍ)
第五高等学校 政治家

OH/28/34 1109036945 OH/28/190 1108999705

◆OH ◆OH
心に刻まれた人びと 五分前の青春 -第九期海軍短期現役主計科士官の記録-
古垣鉄郎／著 大木保男 ／［ほか］編
朝日新聞社 １９６８．４ 海軍主計九期会 １９７９．１２
(３０１ｐ　図版 ２０ｃｍ) (１１４９，１２ｐ ２２ｃｍ)

OH/28/293 1109003051 OH/28/477 1109007797

◆OH ◆OH
小坂順造 コンラット・アデナウアー
小坂順造先生伝記編纂委員会／［編］ 鹿島守之助／著
小坂順造先生伝記編纂委員会 １９６１．１２ 外交時報社 １９６２．１
(４３２ｐ ２２ｃｍ) (４３１ｐ １９ｃｍ)

OH/28/16 1108992999 図版あり
OH/28/590 1109009934

◆OH
小平忠ー二十五年のあゆみ ◆OH
「小平忠２５年のあゆみ」編集委員会／〔編〕 財界家系譜大観
「小平忠２５年のあゆみ」編集委員会 ［１９７７．５］ 第２版
(７３ｐ ３１ｃｍ) 現代名士家系譜刊行会 １９７５．７

OH/28/416 1109037406 (７９，９０５ｐ ３１ｃｍ)
OH/28/426 1109192946

◆OH
小玉呑象易談録 ◆OH
平館幹象／編 西郷隆盛傳
呑象会本部 １９６０．２ 勝田孫弥／著
(１９２ｐ ２７ｃｍ) 覆刻版

OH/28/35 1108993179 至言社 １９７６．６
289.1
(１冊 ２２ｃｍ)

◆OH OH/28/476 1109007789
この恩寵
中井隆 ／著
信原徳太郎 １９２３．１０ ◆OH
(７４０ｐ １９ｃｍ) 西郷南洲先生墨香

OH/28/181 1108999606 西郷南洲先生墨香・遺訓刊行会／編
西郷南洲先生墨香・遺訓刊行会 １９７２．４
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(１冊 ３７ｃｍ)
OH/28/406-2 1109037315 ◆OH

佐藤喜一郎追悼録
三井銀行佐藤喜一郎追悼録編纂委員会 １９７５．４

◆OH (１２，２９３ｐ ２２ｃｍ)
最後の旅 -遺された唯一の大平宰相日記- OH/28/340 1109003457
森田一／著
行政問題研究所出版局 １９８１．６
(１５４ｐ　図版３３枚 ２１ｃｍ) ◆OH
4-905786-07-X 佐藤定吉追想録

OH/28/596 1109009975 佐藤先生を偲ぶ会 １９７０．１２
(１７，６０６ｐ ２０ｃｍ)
佐藤定吉

◆OH OH/28/36 1108993187
宰相佐藤栄作
宮崎吉政／著
原書房 １９８０．１１ ◆OH
(２７８ｐ ２０ｃｍ) 佐藤寛子の「宰相夫人秘録」
巻末：佐藤栄作関係年表 佐藤寛子／著
4-562-01092-4 朝日新聞社 １９７４

OH/28/580 1109009850 (３１５ｐ １９ｃｍ)
佐藤家の家系図・「宰相夫人秘録」：ｐ．３０９－３１３

OH/28/486 1109007888
◆OH

佐伯與之吉伝
佐伯與之吉伝編纂委員会／編 ◆OH
佐伯建設工業 １９６７．４ 砂漠の聖者 -中国の未来に賭けたアレーの生涯-
(４７９ｐ ２２ｃｍ) 鹿地亘／著

OH/28/223 1109000230 弘文堂 １９６１．９
(２０６ｐ １９ｃｍ)

OH/28/156 1108999176
◆OH

坂西志保さん
『坂西志保さん』編集世話人会／編 ◆OH
国際文化会館 １９７７．１１ 産業史の人々
(３３０ｐ ２２ｃｍ) 楫西光速／著

OH/28/494 1109007953 東京大学出版会 １９５４．４
(２８１ｐ １８ｃｍ)
日本－工業－歴史 実業家

◆OH OH/28/122 1108998442
佐上信一
佐上武弘／編纂
良書普及会（製作） １９７２．７ ◆OH
(３９８ｐ　肖像 ２２ｃｍ) 産経日本紳士年鑑 上巻

OH/28/448 1109007599 産業経済新聞社年鑑局 １９７５
(１冊 ３１ｃｍ)

OH/28/457 1109037489
◆OH

坂本竜馬 -維新前夜の群像２-
池田敬正／著 ◆OH
中央公論社 １９８６．６ 産経日本紳士年鑑 下巻
(１９７ｐ １８ｃｍ) 産業経済新聞社年鑑局 １９７５
中公新書 (１冊 ３１ｃｍ)
巻末：参考文献，坂本竜馬関係年表 OH/28/458 1109037497
4-12-100069-2

OH/28/565 1109009470
◆OH

三条実美伝
◆OH 三井甲之／著

佐久間象山 大日本雄辯會講談社 １９４４．１１
宮本仲／著 (２５１ｐ １９ｃｍ)
岩波書店 １９３２．２ OH/28/64 1108998053
(８，１４，２２，７０５ｐ ２３ｃｍ)

OH/28/20 1108993039
◆OH

三代回顧録
◆OH 松村謙三／著

ざっくばらん -この道三十年- 東洋経済新報社 １９６４．９
東山半之助／著 (４３２，８ｐ　図版 ２２ｃｍ)
日本教文社 １９６５．７ OH/28/313 1109003259
(２３８ｐ １８ｃｍ)

OH/28/126 1108998483
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◆OH
潮路はるかに 仮釈放の夢 他5篇
松田栄右衛門／著 思想家
讃岐造船鉄工所 １９７７．１２ OH/28/361 1109003887
(３３９ｐ ２２ｃｍ)
造船

OH/28/556 1109009728 ◆OH
自叙傳 第２
河上肇／著

◆OH 岩波書店 １９５２．７
四恩四知の道 -鍛冶良作自伝- (３２３ｐ １８ｃｍ)
鍛冶良作／著 秋谷道／編 自画像-承前,労農党解消後地下に入るまで,儚かりし地下時代
良友会 ［１９７６］ 思想家
(２８４ｐ ２２ｃｍ) OH/28/359 1109003853

OH/28/387 1109004117

◆OH
◆OH 自叙伝

鹿野義夫追悼録 三谷松太郎／著
鹿野義夫追悼録刊行準備会／編 宏平創版 １９６９．８
鹿野義夫追悼録刊行準備会 １９７５．８ (２２３ｐ ２２ｃｍ)
(５６３ｐ ２２ｃｍ) OH/28/218 1108999986

OH/28/543 1109009348

◆OH
◆OH 自叙伝の試み

茂子抄 和辻哲郎／著
［高瀬恒徳］ １９６８．７ 中央公論社 １９６１．１２
(３５ｐ １９ｃｍ) (４９０ｐ ２０ｃｍ)

OH/28/365 1109003911 OH/28/440 1109007557

◆OH ◆OH
自己との対決 -エピローグ- 静かなる烏鷺の譜 -藤田定市追懐録-
ヘレーネ・ドイッチュ／著 岸田秀／訳 フジタ工業株式会社藤田定市追懐録編集委員会／編
河出書房新社 １９７４．７ フジタ工業 １９７５．９
(２８０ｐ ２０ｃｍ) (４１３ｐ ２７ｃｍ)

OH/28/491 1109007920 OH/28/519 1109037513

◆OH ◆OH
自叙傳 第５ 思想家としての福澤諭吉
河上肇／著 加田哲二／著
岩波書店 １９５２．１０ 慶應通信 １９５８．１１
(３３３ｐ １８ｃｍ) (２３２ｐ １８ｃｍ)
最初の一年間の獄中通信,思ひ出・断片の部 OH/28/179 1108999580
思想家

OH/28/362 1109003861
◆OH

七旬回顧録 -学生と共に-
◆OH 橋本克彦／著

自叙傳 第３ 橋本克彦先生古希記念会 １９７６．１１
河上肇／著 (１５２ｐ ２１ｃｍ)
岩波書店 １９５２．８ OH/28/505 1109008068
(３０２ｐ １８ｃｍ)
未決監の生活,入牢後の秋,特赦の夢
思想家 ◆OH

OH/28/360 1109003879 自伝的回想
バートランド・ラッセル／〔著〕 中村秀吉／訳
改訂版

◆OH みすず書房 １９７０．５
自叙傳 第１ (２６４ｐ ２０ｃｍ)
河上肇／著 OH/28/303 1109003150
岩波書店 １９５２．６
(３１２ｐ １８ｃｍ)
幼年時代・少年時代,自画像 ◆OH

OH/28/358 1109003846 志道花心録 第１巻
松本明重／著
日本民主同志会本部東京　恒友出版（発売） １９７４．１２

◆OH (５５４ｐ　図　肖像 ２３ｃｍ)
自叙傳 第４ 世界救世教
河上肇／著 OH/28/537 1109009306
岩波書店 １９５２．９
(３４０ｐ １８ｃｍ)
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◆OH
志道花心録 第４巻
松本明重／著 ◆OH
日本民主同志会本部 １９７５ 上海時代 -ジャ－ナリストの回想- 上
(６６８ｐ（図・肖像共） ２３ｃｍ) 松本重治／著
世界救世教 中央公論社 １９７４

OH/28/560 1109009421 (３２５ｐ １８ｃｍ)
中公新書
上海略史（加藤祐三）：ｐ．３１０－３２５

◆OH 日本－外国関係－中国－歴史－昭和時代 中国－外国関係－日
品川司 - 憂国・炎の人 激動の半生- 本－歴史－民国時代
松隈秀雄／著 OH/28/607 1109336261
平和厚生会出版部 １９７７．２
(２６４ｐ １９ｃｍ)

OH/28/551 1109009397 ◆OH
上海時代 -ジャ－ナリストの回想- 中
松本重治／著

◆OH 中央公論社 １９７４
篠島秀雄遺稿集 (３２５ｐ １８ｃｍ)
故篠島秀雄君追想録刊行会／編 中公新書
学生社 １９７６．２ 日本－外国関係－中国－歴史－昭和時代 中国－外国関係－日
(３９８ｐ ２２ｃｍ) 本－歴史－民国時代

OH/28/473-2 1109007755 OH/28/607-2 1109336287

◆OH ◆OH
篠島秀雄君を偲ぶ 十二人のファースト・レディ
/故篠島秀雄君追想録刊行会／編 ミーンズ・マリアン／著 鹿島卯女／編
学生社 １９７６．２ 鹿島研究所出版会 １９６６．３
(４４６ｐ ２２ｃｍ) (２５６ｐ ２０ｃｍ)

OH/28/473-1 1109007748 OH/28/140 1108998921

◆OH ◆OH
篠田弘作 執念
篠田弘作記録編集委員会／編 竹井博友／著
篠田弘作政経研究会 １９６９．１１ 大自然出版局 １９７１．１０
(５７４ｐ ２３ｃｍ) (２２１ｐ １９ｃｍ)

OH/28/236 1109000297 読売新聞大阪本社
OH/28/536 1109009298

◆OH
渋沢栄一伝 ◆OH
幸田露伴／著 種子をまく人 -太田俊雄を巡る人々-
岩波書店 １９３９．６ 田中芳三／編
(３１７ｐ ２０ｃｍ) 新版

OH/28/55 1108993278 クリスチャン・グラフ社 １９６３．９
(１５８ｐ １８ｃｍ)

OH/28/455 1109004679
◆OH

渋沢栄一伝記資料 第１巻
竜門社 ◆OH
岩波書店 １９４４．６ 出発のためのメモランダム
(１１，４，１７，６４６ｐ ２２ｃｍ) 江田五月／著
第1巻 第1編 天保11年ヨリ明治6年マデ 第1部 在郷時代. 毎日新聞社 １９７８．１

OH/28/25 1108993088 (２５５ｐ ２０ｃｍ)
OH/28/461 1109007649

◆OH
シモーヌ・ヴェーユの世界 ◆OH
ダヴィー／著 山崎庸一郎／訳 趣味の立志傳
晶文社 １９６８．７ 野澤嘉哉／著
(１６５ｐ ２０ｃｍ) 有艸堂 １９３９．５
晶文選書 (６２２ｐ １９ｃｍ)

OH/28/285 1109002970 OH/28/280 1109002921

◆OH ◆OH
写真集　原敬 -歿後五十年その生涯- 蒋介石名言集 ２
原敬遺徳顕彰会／編 秦孝儀／編著
原敬遺徳顕彰会 １９７０．１１ ケイザイ春秋社 １９７４．２
(１５６ｐ ２７ｃｍ) (２４１ｐ １９ｃｍ)

OH/28/414 1109037398 OH/28/528 1109009272
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◆OH ◆OH
松泉会記録 第８編 ジョ－ジ・Ｆ．ケナン回顧録 -対ソ外交に生きて- 下
長瀬誠次／編 奥畑稔／訳
松泉会 １９６９．２ 読売新聞社 １９７３
(２３４ｐ １９ｃｍ) (３６４，１６ｐ ２３ｃｍ)
体当たりの活躍（津島寿一），働きざかり（大平正芳） 内容：１９５０－１９６３年

OH/28/189 1108999697 アメリカ合衆国－外国関係－歴史
OH/28/595 1109009967

◆OH
正田貞一郎小伝 ◆OH
正田貞一郎小伝刊行会委員会／編 知られざるリンカーン
日清製粉 １９６５．１０ Ｄ．カーネギー／著 原一男／訳
(２５１ｐ １９ｃｍ) ダイヤモンド社 １９６９．９

OH/28/376 1109004026 (８，３００ｐ １９ｃｍ)
OH/28/265 1109000545

◆OH
聖徳太子 -憲法思想とその背景- ◆OH
白石重／著 陣笠代議士奮戦記
松風社書房 １９６６．９ 戸井田三郎／著
(１９３ｐ １９ｃｍ) 戸井田進 １９７８．５

OH/28/171 1108999523 (２５２ｐ ２０ｃｍ)
OH/28/452 1109004661

◆OH
聖徳太子記 ◆OH
翠田邦志／著 人生と政治に関する我が意見
中越印刷製紙 １９６１．５ チャーチル／著 石川欣一／訳
(２６９ｐ，図版 １９ｃｍ) 東京創元社 １９５７．１１

OH/28/123 1108998459 (２２７，１３ｐ ２０ｃｍ)
OH/28/141 1108998939

◆OH
正力松太郎 ◆OH
読売新聞社 １９７１．１０ 人生日記 -葉がくれに生きて-
(１５２ｐ ３１ｃｍ) 秀瀬日吉／著

OH/28/412 1109037380 高島書房出版部 １９７７．３
(４３４ｐ ２２ｃｍ)

OH/28/386 1109004109
◆OH

上流夫人 -皇室をいろどった女性-
藤島泰輔／著 ◆OH
サンケイ新聞社出版局 １９６９．３ 死んでたまるか！！ -不況を知らない、不況に強い森下商法の
(２７９ｐ １９ｃｍ) ヒミツとすべて！！-

OH/28/212 1108999929 サンケイ新聞／編
サンケイ新聞社 １９７８．１
(２１７ｐ ２２ｃｍ)

◆OH OH/28/436 1109007540
初心生涯
赤城宗徳／著
文化総合出版 １９７５．１１ ◆OH
(２６９ｐ，肖像 １９ｃｍ) 人物日本史

OH/28/435 1109007532 川崎康之／編
再版
毎日新聞社 １９５３．１０

◆OH (３４５ｐ　図版１枚 １９ｃｍ)
ジョン・ケネディ -その生いたちと政治的横顔- 毎日ライブラリー
ジェームズ・Ｍ・バーンズ／著 下島連 伝記－日本
日本外政学会 １９６１．１ OH/28/70 1108998087
(４９５ｐ １９ｃｍ)

OH/28/1 1108992775
◆OH

新聞に生きる福田恭助
◆OH 福田恭助／著 総合ジャ－ナリズム研究所／編

ジョン・ケネディ -その生いたちと政治的横顔- 東京社 １９６７．４
ジェームズ・Ｍ・バーンズ／著 下島連／訳 (２１８ｐ ２２ｃｍ)
６版 OH/28/215 1108999952
日本外政学会出版局 １９６６．２
(４９５ｐ １９ｃｍ)

OH/28/243 1109000354
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◆OH
身辺二話 OH/28/348 1109003739
三村起一／著
三村起一 １９６２．１１
(２５８ｐ １７ｃｍ) ◆OH

OH/28/129 1108998814 鈴木十郎 -遺稿と追想-
鈴木十郎遺稿集編纂準備会／［編］
相模書房 １９７７．８

◆OH (５６９ｐ ２２ｃｍ)
神武天皇論 OH/28/423 1109004539
橘孝三郎／著
天皇論刊行会 １９６５．９
(１２０４ｐ ２２ｃｍ) ◆OH
天皇論 スターリン傳
天皇 ルイス・フィッシャー／著 向後英一／訳

OH/28/31 1108993146 新潮社 １９５４．２
(３５７ｐ １９ｃｍ)

OH/28/201 1108999812
◆OH

随感録 -浜口雄幸遺稿-
［浜口雄幸／著］ 浜口富士子／編 ◆OH
三省堂 １９３１．９ 崇徳天皇御製集
(２００，４ｐ ２０ｃｍ) 崇徳天皇／著 阿河準三／編

OH/28/296 1109003085 白峰聖蹟護持会 １９７５
(１４１ｐ ２２ｃｍ)

OH/28/514 1109008142
◆OH

随筆西園寺公
小泉策太郎／著 ◆OH
岩波書店 １９３９．１０ スベトラーナ回想録 -父スターリンの国を逃れて-
(４９３ｐ １９ｃｍ) スベトラーナ・アリルーエワ／著 江川卓／訳
小泉三申全集 新潮社 １９６７．１２

OH/28/188 1108999689 (３２７ｐ　図版 ２０ｃｍ)
OH/28/161 1108999226

◆OH
素顔の代議士 ◆OH
大平正芳／著 住友回想記 続
２０世紀社 １９５６．１ 川田順／著
(２３４ｐ １８ｃｍ) 中央公論社 １９５３．２

OH/28/372 1109003986 (６，２６１ｐ　図版１枚 １９ｃｍ)
財閥

OH/28/120 1108998426
◆OH

杉浦重剛先生
佛性誠太郎／著 ◆OH
立命館出版部 １９４２．９ 住友回想記
(１４７ｐ １９ｃｍ) 川田順／著

OH/28/257 1109000495 中央公論社 １９５１．１２
(６，２２７ｐ　図版１枚 １９ｃｍ)
財閥

◆OH OH/28/119 1108998418
杉道助追悼録 上
杉道助追悼録刊行委員会／編
杉道助追悼録刊行委員会 １９６５．１２ ◆OH
(３９５ｐ １９ｃｍ) 天皇の御本質 -天皇陛下天覧の書-
杉道助の生涯，限りない人間愛 岩隈百洲／著

OH/28/367 1109003937 日本原理文化研究所 １９６１．１２
(１７６ｐ　図版 ２２ｃｍ)

OH/28/224 1109000248
◆OH

杉道助追悼録 下
杉道助追悼録刊行委員会／編 ◆OH
杉道助追悼録刊行委員会 １９６５．１２ 青淵回顧録 上巻
(４７５ｐ １９ｃｍ) 小貫修一郎／著
杉道助の遺稿，杉さんを偲ぶ（各氏執筆：大平正芳） 青淵回顧録刊行会 １９２７．８

OH/28/368 1109003945 (８，１４，５７，６７２ｐ　図版９枚 ２３ｃｍ)
OH/28/32 1108993153

◆OH
杉本五郎中佐の尊皇と禅 ◆OH
大山澄太／著 政界三十三年
春陽堂書店 １９４０．５ 篠田弘作／著
(２１１ｐ １９ｃｍ) 篠田政治経済研究会 １９７８．５
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(３５５ｐ　図版 ２３ｃｍ) ◆OH
OH/28/256 1109002814 世界の人間像 ６

角川書店編集部／編
角川書店 １９６１．１２

◆OH (４６１ｐ １９ｃｍ)
青春記 内容：キリスト，マホメット，ジャンヌ・ダルク，ジャドソン
日夏耿之介／等著 宗教家－伝記
修道社 １９５６．８ OH/28/44 1108993211
(２４４ｐ １９ｃｍ)

OH/28/113 1108998350
◆OH

惜櫟荘主人 -一つの岩波茂雄伝-
◆OH 小林勇／著

青春国会劇場 -早稲田雄弁会が生んだ明日を担う選良ナイン- 岩波書店 １９６３．３
豊田行二／著 (４５７ｐ １６ｃｍ)
新版 OH/28/325 1109003341
文化総合出版 １９７８．５
(４０１ｐ １９ｃｍ)

OH/28/512 1109008126 ◆OH
戦国の史話 -武将伝-
桑田忠親／著

◆OH 人物往来社 １９６３．４
聖僧竹林上人 (２９３ｐ １９ｃｍ)
菰渕覚次／著 OH/28/99 1108998210
毎日新聞社 １９７９
(３２９ｐ ２２ｃｍ)

OH/28/608 1109336204 ◆OH
戦国武将の手紙
桑田忠親／著

◆OH 人物往来社 １９６２．１１
盛徳抄 -一周忌記念遺稿集- (３１３ｐ ２０ｃｍ)
三越／編 日本－歴史－中世
三越 １９７３．６ OH/28/85 1108998574
(１８９ｐ １９ｃｍ)

OH/28/395 1109004190
◆OH

禅骨の人々 -師と友の群像-
◆OH 辻双明／著

青年と歩む後藤文夫 春秋社 １９６６．３
森有義／著 (３１２ｐ ２０ｃｍ)
日本青年館 １９７９．１２ 禅
(４３４ｐ ２２ｃｍ) OH/28/128 1108998509

OH/28/498 1109007995

◆OH
◆OH 戦後日本をダメにした学者・文化人

清流の譜 -森田欽二伝- 細川隆元／著
森山邦人／著 西日本新聞社開発局出版部／編 山手書房 １９７７．９
森田欽二先生顕彰会 １９８２．１ (３１６ｐ １９ｃｍ)
(５９１ｐ ２２ｃｍ) OH/28/402 1109004265

OH/28/583 1109009884

◆OH
◆OH 戦後の自叙伝

世界の人生論 ５ 安倍能成／編著
角川書店 １９６８．１ 新潮社 １９５９．１０
(３８９ｐ １９ｃｍ) (３１８ｐ ２０ｃｍ)

OH/28/356 1109003820 OH/28/48 1108997964

◆OH ◆OH
世界の人間像 ８ 戦後文教風雲録
角川書店編集部／編 剱木亨弘／著
角川書店 １９６２．４ 小学館 １９７７．１１
(４４４ｐ １９ｃｍ) (２３４ｐ ２０ｃｍ)
内容：星を見つめる人=ガリレオ(ハーサニー著 小暮義雄訳) 牛の歩み
ダーウィン自伝(フランシス・ダーウィン編 内山賢次訳) ある OH/28/451 1109007615
後漢の宦官の生涯=蔡倫(吉田光邦著) おらんだ正月=江戸時代 OH/28/255 1109339588
の科学者たち(森鉄三著) 
科学者－伝記

OH/28/44-2 1109309391 ◆OH
千利休
桑田忠親／著
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青磁社 １９４２．１２
(３６０ｐ　図版２枚 ２２ｃｍ)

OH/28/15 1108992981 ◆OH
孫文傳
鈴江言一／著

◆OH 岩波書店 １９５０．７
宋王朝 -中国の富と権力を支配した一族の物語- 上 (５５５，１４ｐ １９ｃｍ)
スターリング・シーグレーブ／著 田畑光永／訳 OH/28/200 1108999804
サイマル出版会 １９８６．１１
(１３，３２９ｐ １９ｃｍ)
宋家 ◆OH
4-377-30718-5 大河 -津田信吾伝-

OH/28/354-1 1109003796 石黒英一／著
ダイヤモンド社 １９６０．７
(３３５，７ｐ １９ｃｍ)

◆OH OH/28/82 1108998541
宋王朝 -中国の富と権力を支配した一族の物語- 下
スターリング・シーグレーブ／著 田畑光永／訳
サイマル出版会 １９８６．１１ ◆OH
(［３］，３４７ｐ １９ｃｍ) 大酋長のルーツ -ボランティアの先駆者　島崎政一郎伝-
宋家 秋田大助／著
4-377-30719-3 共同通信社 １９７８．９

OH/28/354-2 1109003804 (２５８ｐ ２２ｃｍ)
OH/28/567 1109009496

◆OH
宗鑑と一夜庵 ◆OH
一夜庵保存会／編 大臣日記
一夜庵改修奉賛会 １９８４．１１ 田中角栄／著
(４６ｐ ２２×２６ｃｍ) 新潟日報事業者 １９７２．９

OH/28/102 1108998244 (１９５ｐ　肖像 １９ｃｍ)
OH/28/352 1109003770

◆OH
雑炊 ◆OH
砂野仁／著 第二西欧騒風伝
〔砂野仁〕 １９７３．１１ 吉田東洲／著
(３２３ｐ ２２ｃｍ) 古今評論社 １９７９．５

OH/28/396 1109004208 (２６６ｐ １９ｃｍ)
OH/28/573 1109009793

◆OH
創造的日本学 -藤沢親雄遺稿 附諸家追悼・随想録- ◆OH
小見山登／編 代表的アメリカ人 下
日本文化連合会 １９６４．２ ライオネル・エルヴィン／著 本田良介／訳
(３５３Ｐ　図版５枚 ２２ｃｍ) 岩波書店 １９５１．１１

OH/28/83 1108998558 (２０２ｐ １８ｃｍ)
岩波新書

OH/28/155 1108999168
◆OH

続余の尊敬する人物
矢内原忠雄／著 ◆OH
岩波書店 １９４９．１１ 太平洋にかける橋 - 渋沢栄一の生涯-
(１９０ｐ １８ｃｍ) 渋沢雅英／著
岩波新書 読売新聞社 １９７０．１２

OH/28/118 1108998400 (４８６ｐ ２０ｃｍ)
OH/28/349 1109003747

◆OH
その男西田信一 ◆OH
辻俊一／著 高い山 -人物アルバム-
グリーン書房 １９７７．１０ 大内兵衛／著
(４９７ｐ １９ｃｍ) 岩波書店 １９６３．１０

OH/28/542 1109009660 (３４６ｐ １９ｃｍ)
OH/28/87 1108998590

◆OH
孫文伝 ◆OH
鈴江言一／著 高碕達之助集 下
岩波書店 １９６７．３ 高碕達之助集刊行委員会／編
(５６７，１４ｐ １９ｃｍ) 東洋製缶株式会社 １９６５．２
中国－歴史－近代 (４３１ｐ １９ｃｍ)

OH/28/591 1109009942 OH/28/47 1108993245
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◆OH
たといそうでなくても
安利淑／著

◆OH 待晨社 １９７２．４
高碕達之助集 上 (６０９ｐ ２２ｃｍ)
高碕達之助集刊行委員会／編 OH/28/570 1109009769
東洋製缶 １９６５．２
(３５０ｐ １９ｃｍ)

OH/28/46 1108993237 ◆OH
旅人 -ある物理学者の回想-
湯川秀樹／著

◆OH 講談社 １９６６．５
高瀬荘太郎 (３００ｐ ２０ｃｍ)
高瀬荘太郎先生記念事業会／編 名著シリーズ
高瀬荘太郎先生記念事業会 １９７０ OH/28/167 1108999275
(１０８５ｐ　図　肖像 ２２ｃｍ)
内容：評伝高瀬荘太郎（羽間乙彦）　高瀬荘太郎先生の人と学
説（片野一郎）　回想文（赤松要等）　故高瀬荘太郎君を偲ぶ ◆OH
級友座談会，高瀬荘太郎先生著作目録，年譜 タレイラン評伝 下巻

OH/28/326 1109003358 ダフ・クーパー／〔著〕 曽村保信／訳
中央公論社 １９７９．５
(２６８ｐ １５ｃｍ)

◆OH OH/28/444 1109004653
高野岩三郎伝
大島清／著
岩波書店 １９６８．３ ◆OH
(５０３，８ｐ ２０ｃｍ) 鍛造ひとすじ -私の六十年-

OH/28/194 1108999747 角田五郎／著
千曲秀版社 １９７９．９
(４０６ｐ ２２ｃｍ)

◆OH OH/28/467 1109007714
瀧川幸辰文と人
瀧川幸辰先生記念会／編
世界思想社 １９６３．１１ ◆OH
(４３１ｐ　図版１０枚 ２１ｃｍ) 竹堂随談 -古稀を迎えて-

OH/28/17 1108993005 香川 荒太郎／著
竹堂随談出版記念後援会 １９７１．１１
(２９５ｐ １９ｃｍ)

◆OH OH/28/499 1109008001
武田信玄
奥野高広／著 日本歴史学会／編
４版 ◆OH
吉川弘文館 １９６１．７ 父小泉信三
(３０４ｐ １８ｃｍ) 秋山加代／著 小泉タエ／著
人物叢書 毎日新聞社 １９６８．１０

OH/28/110 1108998327 (３０１ｐ ２０ｃｍ)
OH/28/175 1108999549

◆OH
武見太郎回想録 ◆OH
武見太郎／著 父の思い出 -石井絹次郎伝-
日本経済新聞社 １９６８．２ 石井輝司／著
(２５８ｐ １９ｃｍ) 廣川書店 １９６５．５

OH/28/206 1108999861 (３３８ｐ ２２ｃｍ)
OH/28/12 1108992957

◆OH
たった独りからの出発 -加ト吉加藤義和の発想と行動- ◆OH
佐藤正忠／著 血と涙と
経済界 １９７８．４ ウィンストン・チャーチル／［述］ 中野忠夫／訳
(２２３ｐ １８ｃｍ) 新潮社 １９５８．１０
タツの本 (３５６ｐ ２０ｃｍ)

OH/28/518 1109009215 政治
OH/28/143 1108998954

◆OH
伊達順之助の歩んだ道 ◆OH
都築七郎／著 チャーチル -生存の戦い-
大勢新聞社 １９６４．３ ロード・モーラン／著 新庄哲夫／訳
(３３８ｐ　図版６枚 １９ｃｍ) 河出書房新社 １９６７．３

OH/28/94 1108998665 (３７４ｐ　図版 １９ｃｍ)
Ｋａｗａｄｅ　ｗｏｒｌｄ　ｂｏｏｋｓ

OH/28/287 1109002996
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◆OH
追想の広川弘禅

◆OH 追想の広川弘禅刊行委員会／編
忠魂録 追想の広川弘禅刊行委員会 １９６８．１２
仁尾桜星会／編 (６７６ｐ ２２ｃｍ)
仁尾桜星会 １９６４．４ OH/28/165 1108999259
(４９４ｐ ２６ｃｍ)

OH/28/231 1109037000
◆OH

追想録進藤孝二
◆OH 大阪商船三井船舶株式会社／編

中部経済圏人物誌 上 大阪商船三井船舶 １９７５．９
浅野四郎／編著 (５４３ｐ ２２ｃｍ)
貿易之日本社 １９６３．７ OH/28/553 1109009405
(２１４ｐ ２２ｃｍ)

OH/28/14 1108992973
◆OH

追悼
◆OH 東京女学館／編集

朝鮮植民者 -ある明治人の生涯- 東京女学館 １９７５．８
村松武司／著 (１３２ｐ ２２ｃｍ)
三省堂 １９７２．３ OH/28/432 1109004604
(２６７ｐ １９ｃｍ)

OH/28/347 1109003721
◆OH

追悼藤井丙午
◆OH 藤井丙午先生追悼録刊行会／編

挑戦する女サッチャー -食料品店の娘が首相の座を狙うまでの 新評社 １９８１．１２
道- (３４０ｐ ２２ｃｍ)
ジョージ・ガーディナー／著 石井一／訳 浜田美智子／構成 OH/28/577 1109009827
講談社 １９７７．４
(２２２ｐ ２０ｃｍ)

OH/28/564 1109009462 ◆OH
追悼録磯野長蔵
麒麟麦酒／編

◆OH 麒麟麦酒 １９６７．１０
追想 (２１８ｐ ２２ｃｍ)
大数加哲一追想編纂会／編纂 OH/28/174 1108999317
〔出版社不明〕 １９７３．５
(９１ｐ　図版 ２２ｃｍ)

OH/28/495 1109007961 ◆OH
通濟自伝 -歴代宰相・憲法秘話-
菅原通濟／著

◆OH 常盤山文庫出版部 １９７７．４
追想四宮忠蔵 (２５６ｐ １９ｃｍ)
辰巳商会 １９７４．１２ OH/28/434 1109004612
(４１０ｐ ２２ｃｍ)

OH/28/502 1109008035
◆OH

塚原俊郎先生を偲ぶ
◆OH 鹿島好文／編

追想　高田浩運 水府政治経済研究会 １９７７．１１
高田浩運先生追悼録刊行会 １９７８．７ (２８２ｐ ２２ｃｍ)
(５９３ｐ ２０ｃｍ) OH/28/382 1109004075

OH/28/527 1109009611 OH/28/521 1109009223

◆OH ◆OH
追想棚橋小虎 創る育てる
棚橋小虎追悼集刊行会／編 立石一真／著
棚橋小虎追悼集刊行会 １９７４．１２ 日本経済新聞社 １９７５．１
(２３４ｐ ２２ｃｍ) (３３４ｐ １９ｃｍ)

OH/28/492 1109007938 私の履歴書 
OH/28/459 1109007631

◆OH
追想中部謙吉 ◆OH
水産経済新聞社／編 辻寛一自選集
水産経済新聞社 １９７８．１ 辻寛一／著
(８３ｐ ２１ｃｍ) 辻寛一事務所 １９６５．１０

OH/28/430 1109004596 (６８３，１３ｐ ２２ｃｍ)
OH/28/30 1108993138

- 20 -－148－



◆OH
◆OH 顚起七十年

坪川信三先生を偲ぶの記 杉山金太郎／著
森川章／編著 実業之日本社 １９５１．５
坪川信三先生遺徳顕彰委員会 １９８０．２ (１６８，６ｐ １９ｃｍ)
(４８９ｐ ２７ｃｍ) OH/28/134 1108998863

OH/28/419 1109037414

◆OH
◆OH 天智伝

出会い -自伝的断片- 中西進／著
Ｍ．ブーバー／著 児島洋／訳 中央公論社 １９７５．６
改訂増補 (２７９ｐ ２０ｃｍ)
理想社 １９６８．４ 中公叢書
(１１６ｐ １９ｃｍ) OH/28/588 1109009918
実存主義叢書

OH/28/270 1109000594
◆OH

天皇 -天皇統治の史的解明-
◆OH 石井良助／著

ディズレーリ 弘文堂 １９５０．６
鶴見祐輔／著 (６，３，２５０ｐ １９ｃｍ)
潮出版社 １９７１．１ 天皇
(４５０ｐ １５ｃｍ) OH/28/4 1108992809
潮文庫

OH/28/307 1109003192
◆OH

天皇 第５巻
◆OH 児島襄／著

手島栄 文藝春秋 １９７４．１０
手島栄追想録刊行会／編纂 (４５８ｐ ２０ｃｍ)
手島栄追想録刊行会 １９６４．３ 主要参考文献：ｐ４５３～４５８
(３４３ｐ ２２ｃｍ) 日本－歴史－昭和時代 今上天皇

OH/28/237 1109000305 OH/28/547 1109009686

◆OH ◆OH
鐡舟随感録 天皇
〔山岡鉄舟／著〕 勝海舟／評論 高橋泥舟／校閲 安部正人／ 宮廷記者団／著
編述 東洋経済新報社 １９５５．４
秋田屋書房版 (２１１ｐ １８ｃｍ)
秋田屋書房 １９４２．９ OH/28/5 1108992817
(２７７ｐ １９ｃｍ)

OH/28/281 1109002939
◆OH

天皇 -昭和史覚書-
◆OH 栗原健／著

鉄道人佐藤栄作 有信堂 １９５５．１０
「鉄道人佐藤栄作」刊行会／編 (３２６ｐ １８ｃｍ)
「鉄道人佐藤栄作」刊行会 １９７７．５ 日本－歴史－昭和時代
(３５６ｐ　肖像 ２２ｃｍ) OH/28/6 1108992825
「鉄道人佐藤栄作」年譜：ｐ．３５３～３５４

OH/28/421 1109004513
◆OH

天皇家の生活
◆OH 毎日新聞社図書編集部／編

寺田寅彦 毎日新聞社 １９６４．４
矢島祐利／著 (１３８，１１ｐ（主に図） ３１ｃｍ)
岩波書店 １９４９．１０ OH/28/405 1109037372
(４４６ｐ １９ｃｍ)
図版，年譜，論文，随筆目録あり

OH/28/198 1108999788 ◆OH
天皇さまの還暦
入江相政／著

◆OH 朝日新聞社 １９６２．４
寺田寅彦の追想 (２４３ｐ ２０ｃｍ)
中谷宇吉郎／著 OH/28/7 1108992833
甲文社 １９４７．４
(３１９ｐ ２２ｃｍ)
図版あり ◆OH

OH/28/292 1109003044 天皇ヒロヒト
レナード・モズレー／著 高田市太郎／訳
毎日新聞社 １９６６．６
(３５８ｐ ２１ｃｍ)
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OH/28/180 1108999598 中公新書
巻末：参考文献
4-12-100750-6

◆OH OH/28/438 1109004638
天皇陛下 -在位五十年-
共同通信社／編集
小西六写真工業株式会社 １９７６．１０ ◆OH
( １冊 （おもに図） ２７ｃｍ) ドクター・ジュノー武器なき勇者

OH/28/449 1109037455 大佐古一郎／著
新潮社 １９７９．１２
(２０９ｐ ２０ｃｍ)

◆OH OH/28/539 1109009652
天皇陛下御在位五十年記念式典記録
内閣総理大臣官房／［編］
内閣総理大臣官房 １９７７．３ ◆OH
(２３１ｐ ２７ｃｍ) ドゴールの言葉 -その演説・声明・著書・談話から-

OH/28/530 1109037521 ドゴール／著 嬉野満洲雄／訳
日本国際問題研究所 １９６４．１０
(２３７ｐ １８ｃｍ)

◆OH OH/28/150 1108999119
闘魂の人 -人間務台と読売新聞-
松本一朗／著
新装判 ◆OH
地産出版 １９７４．９ ドゴール　毛沢東　河本大作 -世界の根性三人男-
(３７９ｐ，図，肖像 １９ｃｍ) 木村武雄／著

OH/28/411 1109004448 講談社 １９７２．２
(２５５ｐ ２０ｃｍ)

OH/28/338 1109003432
◆OH

闘魂の人 -人間務台と読売新聞-
松本一朗／著 ◆OH
大自然出版 １９７３．８ 敦煌と私 -石窟芸術とともに生きた４０年-
(３９８ｐ ２２ｃｍ) 常書鴻／著 何子嵐／訳 鈴木久／訳
読売新聞社 サイマル出版会 １９８６．４

OH/28/548 1109009371 (１２，２３１ｐ １９ｃｍ)
石坂記念財団講演シリーズ
敦煌

◆OH 4-377-20702-4
東大人名録 官公庁編　昭和３７年度版 OH/28/563 1109009454
東大卒業生名簿編纂委員会 １９６２．１２
(６３２ｐ １９ｃｍ)

OH/28/232 1109000263 ◆OH
泣いて笑って３時のわたし
扇千景／著

◆OH サンケイ出版 １９７７
東宮大佐伝 (２２４ｐ １８ｃｍ)
梁瀬春雄／著 Ｓａｎｋｅｉ ｄｒａｍａ ｂｏｏｋ
新紘社 １９４２．４ OH/28/574 1109009801
(３７９，２８ｐ １９ｃｍ)

OH/28/274 1109002863
◆OH

中川末吉翁
◆OH 中川末吉翁記念刊行物編集会 １９６５．３

遠山直道 (７３２ｐ　図版 ２２ｃｍ)
遠山直道追想録刊行会／編 OH/28/234 1109000289
ダヴィッド社 １９７４．３
(３２１ｐ ２２ｃｍ)

OH/28/480 1109007821 ◆OH
中島慶次氏を偲ぶ
中島慶次追悼録刊行会 １９７６．１０

◆OH (３５７ｐ ２２ｃｍ)
冨樫総一 OH/28/273 1109002855
富樫総一氏追想録刊行会／編
富樫総一氏追想録刊行会(日刊労働通信社内) １９７４．１
(４１１ｐ １９ｃｍ) ◆OH

OH/28/400 1109004240 長沼弘毅 -長沼弘毅追悼録-
長沼源太／〔編〕
あゆむ出版 １９７８．５

◆OH (４２９ｐ ２２ｃｍ)
徳川昭武 -万博殿様一代記- 長沼弘毅の肖像・著書目録・年譜あり
須見裕／著 OH/28/506 1109008076
中央公論社 １９８４．１２
(２７４ｐ １８ｃｍ)
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◆OH ◆OH
中部幾次郎 ナンセン伝
大仏次郎／編 Ａ．Ｇ．ホール／著 林要／訳
中部幾次郎翁伝記編纂刊行会 １９５８．５ 岩波書店 １９４２．１
(３２７ｐ ２０ｃｍ) (１９９ｐ １９ｃｍ)

OH/28/199 1108999796 岩波新書
OH/28/116 1108998384

◆OH
長與又郎傳 ◆OH
長與博士記念曾／編 西尾末広の政治覚書
日新書院 １９４４．４ 西尾末広／著
(３５７，６，３７ｐ ２２ｃｍ) 毎日新聞社 １９６８．５

OH/28/317 1109003291 (３６６ｐ １９ｃｍ)
OH/28/290 1109003028

◆OH
渚の唄 -ある女流生物学者の生涯- ◆OH
加藤恭子／著 ２０世紀を動かした人々 ９
講談社 １９８０．２ 講談社 １９６２．１２
(２６４ｐ ２０ｃｍ) (４１２ｐ １９ｃｍ)

OH/28/389 1109004133 内容：クルップ（岡倉古志郎）　ロスチャイルド兄弟（中木康
夫）　モルガン（小原敬士）　ジャムセトジ・Ｎ・カタ（中川
敬一郎），岩崎弥太郎（楫西光速）

◆OH OH/28/139 1108998913
なぜベストをつくさないのか -ピーナッツ農夫から大統領への
道-
ジミー・カーター／著 ◆OH
英潮社 １９７６．１０ 西村展蔵の生涯 -天下一家思想-
(２２６ｐ １９ｃｍ) 西村一生／著

OH/28/408 1109004307 北斗出版 １９７８．７
(４９４ｐ ２２ｃｍ)

OH/28/466 1109007672
◆OH

なにくそやるぞ -具志堅宗精自伝- 續續
具志堅宗精／著 琉鵬会／著 ◆OH
琉鵬会 １９７７．１２ 西山彌太郎追悼集
(３７３ｐ ２２ｃｍ) 西山記念事業会 １９６７．８

OH/28/420 1109004505 (５７８ｐ ２２ｃｍ)
川崎製鉄株式会社

OH/28/176 1108999556
◆OH

ナポレオン -その情熱的生涯-
加瀬俊一／著 ◆OH
文藝春秋 １９６９．９ にっぽん人物画
(３２６ｐ ２０ｃｍ) 近藤日出造／著

OH/28/207 1108999879 オリオン社 １９６４．６
(２３３ｐ １９ｃｍ)

OH/28/72 1108998152
◆OH

ナポレオン伝
エミール・ルードウィッヒ／著 金沢誠／訳 ◆OH
東京創元社 １９６１．２ 日本革命の予言者　木下尚江
(３３３ｐ　図版 １９ｃｍ) 柳田泉／著

OH/28/146 1108998988 春秋社 １９６１．５
(２１８ｐ １８ｃｍ)
社会思想

◆OH OH/28/60 1108998038
浪越徳治郎自伝 -おやゆび一代-
浪越徳治郎／著
実業之日本社 １９７５．５ ◆OH
(２５３ｐ １９ｃｍ) 日本画の中の日本人

OH/28/515 1109008159 Ｐ．Ｆ．ドラッカー／著
ダイヤモンド社 １９７９．３
(５５ｐ １９ｃｍ)

◆OH 『傍観者の時代』発刊記念
南洲西郷隆盛先生遺訓 OH/28/538-2 1109318319
西郷南洲先生墨香・遺訓刊行会／編
西郷南洲先生墨香・遺訓刊行会 １９７２．４
(１冊 ３７ｃｍ) ◆OH

OH/28/406-1 1109037109 日本さらりーまん外史 -彼らはいかに生きたか- 続
小島直記／著
日本経済新聞社 １９６７．３
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(２８５ｐ １９ｃｍ) OH/28/91 1108998632
OH/28/205 1108999853

◆OH
◆OH 日本の天皇政治 -宮中の役割の研究-

日本史の人物 デイビッド・Ａ．タイタス／著 大谷堅志郎／訳
松本新八郎／著 サイマル出版会 １９７９．８
未来社 １９５８．４ (３６７ｐ １９ｃｍ)
(４０８ｐ １９ｃｍ) 内容：天皇政治と宮中の役割，天皇‐正当性と権威の源泉，宮

OH/28/69 1108998079 廷官僚主義，宮中指導者とその役割，昭和宮廷政治の展開，日
本の天皇政治
天皇

◆OH OH/28/399 1109004232
日本女性録
中央探偵社出版局／編
第２版 ◆OH
中央探偵社 １９５８．９ 日本発明家伝
(８０４，１６ｐ ２７ｃｍ) 奈良繁太郎／編

OH/28/320 1109037034 特許新聞社 １９６１．３
(１０５２ｐ ２７ｃｍ)
発明家

◆OH OH/28/227 1109036986
日本人材論 -対談-
会田雄次／著
サンケイ出版 １９７９．４ ◆OH
(２４６ｐ １９ｃｍ) 日本百歳人名鑑 ［昭和５２年版］

OH/28/433 1109007524 限定版
日本百歳会 １９７７．９
(６７２ｐ ２７ｃｍ)

◆OH 日本百歳会年表：ｐ６２７～６２８
日本人のための無銭旅行入門 -たった２万円で世界をめぐる法 日本－名簿
- OH/28/385 1109037067
フランツ・グルーバー／著 新庄哲夫／訳
光文社 １９６２．４
(２４０ｐ １８ｃｍ) ◆OH
カッパ・ブックス 人間・浅田敏章

OH/28/96 1108998681 大阪スタヂアム １９７７．１１
(１９９ｐ ２２ｃｍ)

OH/28/43 1108993203
◆OH

日本人物百年史 -幕末・明治・大正・昭和-
サン写真新聞社／編 ◆OH
サン写真新聞社 １９５８．５ 人間・植村甲午郎 -戦後経済発展の軌跡-
(４４５ｐ ３０ｃｍ) 植村甲午郎伝記編集室／編

OH/28/225 1109036960 サンケイ出版 １９７９．７
(６２５ｐ ２２ｃｍ)

OH/28/445 1109007573
◆OH OH/28/578 1109009835

日本の叡智
名和一男／著
日本ソノサービスセンター １９６７．１０ ◆OH
(２７０ｐ　図版 ２０ｃｍ) 人間この多様なるもの

OH/28/209 1108999895 Ｃ．Ｐ．スノー／著 梅田敏郎 井上日雄／共訳
紀伊国屋書店（発行） １９７０．４
(２８８ｐ　図版 ２０ｃｍ)

◆OH OH/28/442 1109007565
日本のこころ -その代表人物-
毎日新聞社 １９６９．１
(２７６ｐ ２０ｃｍ) ◆OH
日本－伝記 人間シュヴァイツェル

OH/28/283 1109002954 野村實／著
岩波書店 １９５５
(２０４ｐ １８ｃｍ)

◆OH 岩波新書
日本の思想家 １ OH/28/152 1108999135
朝日ジャ－ナル編集部／編
朝日新聞社 １９６２．９
(３３３ｐ １９ｃｍ) ◆OH
内容：高野長英，佐久間象山，横井小楠，吉田松院，坂本龍馬 人間瀧冨士太郎
，福沢諭吉，西周，西村茂樹，森有礼，井上毅，植木枝盛，中 瀧冨士太郎追想録刊行世話人会／編
江兆民，村透谷，田口卯吉，陸羯南，坪内逍遙，山路愛山，岡 日本交通文化協会 １９７６．１２
倉天心，穂積八束，植村正久 (４２９ｐ ２２ｃｍ)
日本人－伝記 OH/28/229 1109000255
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(１５７，５７ｐ １９ｃｍ)
OH/28/145 1108998970

◆OH
人間　田中角栄
馬弓良彦／著 ◆OH
ダイヤモンド社 １９７２．６ パーキンソン氏の風変りな自伝
(２３４ｐ １９ｃｍ) Ｃ．Ｎ．パーキンソン／著 福島正光／訳

OH/28/339 1109003440 至誠堂 １９６６．１１
(２８１ｐ １９ｃｍ)

OH/28/282 1109002947
◆OH

人間中野正剛
緒方竹虎／著 ◆OH
潮書房 １９５６．４ 驀進 -人間機関車ヌマさんの記録-
(１８２ｐ １８ｃｍ) 浅沼追悼出版編集委員会／編

OH/28/67 1108998137 日本社会党機関紙局 １９６１．６
(３５７ｐ ２７ｃｍ)

OH/28/228 1109036994
◆OH

人間はいくらでも偉くなれる
貴具正勝／著 ◆OH
講談社出版サービスセンター １９７０．７ 白道をゆく -自叙伝-
(３１８ｐ １９ｃｍ) 受田新吉／著

OH/28/465 1109004703 東洋図書出版 １９７９．１０
OH/28/531 1109009280 (４８７ｐ ２０ｃｍ)

OH/28/517 1109008175

◆OH
農村の師大原幽學 ◆OH
越川 春樹／著 バクーニン 上巻
明徳出版社 １９５５．７ Ｅ．Ｈ．カー／著 大沢正道／訳
(１１９ｐ １９ｃｍ) 現代思潮社 １９６５．８
師友選書 309.7

OH/28/154 1108999150 (３６９ｐ ２０ｃｍ)
OH/28/370 1109003960

◆OH
野口遵は生きている -事業スピリットとその展開- ◆OH
フジインターナショナルコンサルタント出版部／編 果てなき旅 上
フジインターナショナル・コンサルタント １９６４．８ 日向康／著 本田克己／画
(２３８ｐ １８ｃｍ) 福音館書店 １９７８．５

OH/28/106 1108998285 (４９９ｐ １９ｃｍ)
福音館日曜日文庫

OH/28/403 1109004273
◆OH

野口英世
奥村鶴吉／編 ◆OH
岩波書店 １９３３．７ 果てなき旅 下
(６８０ｐ １９ｃｍ) 日向康／著 本田克己／画

OH/28/305 1109003176 福音館書店 １９７９．４
(６１３ｐ １９ｃｍ)
福音館日曜日文庫

◆OH OH/28/404 1109004281
野口英世伝
野口英世記念会／編
野口英世記念会 １９６３．１１ ◆OH
(２９２ｐ ３１ｃｍ) 破天荒・人間笹川良一

OH/28/162 1109036952 山岡荘八／著
有朋社 １９７８．４
(３４１ｐ ２０ｃｍ)

◆OH OH/28/418 1109004497
敗戦日本の内側 -近衛公の思い出-
富田健治／著
古今書院 １９６２．７ ◆OH
(３２８ｐ １９ｃｍ) 波濤を越えて -大正製薬の五十年 上原正吉・小枝夫妻の足跡-
日本－歴史－昭和時代 小俣行男／著

OH/28/98 1108998707 現代史出版会 １９８０．４
(３２１，１５ｐ ２０ｃｍ)

OH/28/523 1109009256
◆OH

準縄は楽しき地に落ちたり
エー・ケー・ライシャワー博士伝刊行会 ◆OH
教文館 １９６１．１１ バートランド・ラッセル -情熱の懐疑家-
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アラン・ウッド／著 碧海純一／訳 ◆OH
みすず書房 １９６３．２ 半田寛子
(３８２，８ｐ ２０ｃｍ) 半田剛／編

OH/28/208 1108999887 半田剛 １９７２．１１
(２３４ｐ １９ｃｍ)

OH/28/351 1109003762
◆OH

馬場辰猪
萩原延寿／著 ◆OH
再版 燧 第４号　大平総理祝賀特集号
中央公論社 １９７７．２ 香川県立観音寺第一高等学校同窓会／［編］
(３１５ｐ ２０ｃｍ) 学苑社 １９７９．１１
中公叢書 (８３，１３３ｐ ２１ｃｍ)

OH/28/589 1109009926 大平総理写真特集
OH/28/509 1109008100

◆OH
母なるロシアを追われて ◆OH
Ｖ．セルジュ／著 浜田泰三／訳 燧 第５号　
現代思潮社 １９７０．１０ 香川県立観音寺第一高等学校同窓会／［編］
(２７２ｐ １９ｃｍ) 学苑社 １９８０．１１
一革命家の回想 (４５，１３８ｐ ２１ｃｍ)

OH/28/277 1109002897 大平総理の急逝を悼む，水深ければ川静かなり，大平さんのお
話し，クジラ論争にも悠然、外人記者に好評だった大平首相，
大平首相追悼，故大平総理を偲ぶ

◆OH OH/28/509-2 1109319424
母之面影
遠山元一／編
遠山美以追想録刊行会 １９６０．１１ ◆OH
(３０１ｐ　図版 ２２ｃｍ) 人づくり国づくり

OH/28/311 1109003234 松永安左衛門／著
実業之日本社 １９６５．１１
(３０４ｐ　図版 １９ｃｍ)

◆OH OH/28/71 1108998095
浜田キミを偲ぶ
浜田祐生／編著
浜田祐生 １９７４．１２ ◆OH
(２４５ｐ １９ｃｍ) 一粒の種 -堀正由の歩んだ道-

OH/28/424 1109004547 片柳忠男／著
オリオン出版社 １９７０．２
(３２６ｐ １９ｃｍ)

◆OH OH/28/278 1109002905
原敬傳 下巻
前田蓮山／著
高山書院 １９４３．３ ◆OH
(４３１ｐ １９ｃｍ) 一松定吉「追懐集」

OH/28/184 1108999648 一松ヒデ ／編
 一松弘 １９７５．６
(１７４ｐ ２２ｃｍ)

◆OH OH/28/471 1109007706
ハロルド・ウィルソン
Ｌ．スミス／著 吉沢清次郎／訳
鹿島研究所出版会 １９６６．１１ ◆OH
(３０７ｐ １９ｃｍ) 人と思想 １０

OH/28/266 1109000552 文藝春秋 １９６８．１０
(５３４，１０ｐ ２０ｃｍ)

OH/28/172 1108999309
◆OH

繁栄への闘い -建設業を近代化させた男の記録-
木村平／著 ◆OH
日刊建設工業新聞社 １９７５．３ 人に志あり
(３８８ｐ，肖像 １９ｃｍ) 大島清／著

OH/28/413 1109004463 １９７４．７
(３３４ｐ １９ｃｍ)
高野房太郎，高野岩三郎，大原総一郎，河上肇，猪俣津南雄，

◆OH 赤い校長八田三喜，伊東三郎，素玄菜明石哲三，山室得弘，金
反骨の宰相候補中川一郎 鳳起
今井久夫／著 OH/28/569 1109009751
経済往来社 １９７８．９
(２６８ｐ １９ｃｍ)

OH/28/409 1109004414 ◆OH
ひとりの人間
松下正寿／著
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白凰社 １９６１．１２ 一松定吉／著
(２１４ｐ ２０ｃｍ) ３版

OH/28/54 1108993260 東京書房 １９６４．２
(１４２ｐ １９ｃｍ)

OH/28/92 1108998640
◆OH

評伝芦原義重
真島弘／著 ◆OH
国際商業出版 １９７７．１２ 蕗のとう -私の履歴書-
(２８６ｐ ２０ｃｍ) 水田三喜男／著
評伝シリーズ 日本経済新聞社 １９７１．３

OH/28/475 1109007771 (１８７ｐ １９ｃｍ)
OH/28/306 1109003184

◆OH
評伝アドルフ・ヒトラー ◆OH
加瀬俊一／著 福翁自伝
文藝春秋 １９７８．６ 福沢諭吉／著 富田正文／校注解説
(３９８ｐ ２０ｃｍ) 慶應通信 １９５７．２
巻末：ヒトラー簡略年表 (１４，３３３，１０ｐ １７ｃｍ)

OH/28/392 1109004166 OH/28/183 1108999630

◆OH ◆OH
評伝荒木万寿夫 福翁自伝
荒木万寿夫先生顕彰会 １９７４．１０ 福沢諭吉／著
(３１４ｐ ２２ｃｍ) 改訂

OH/28/489 1109007912 岩波書店 １９５４．６
(３３１，８ｐ １５ｃｍ)
岩波文庫

◆OH OH/28/483 1109007854
評伝吉田茂 上
猪木正道／著
読売新聞社 １９７８．１２ ◆OH
(３７４ｐ ２２ｃｍ) 福沢諭吉

OH/28/593 1109213353 小泉信三／著
新書版
岩波書店 １９６６．４

◆OH (２０９ｐ １８ｃｍ)
平田篤胤 岩波新書
山田孝雄／著 OH/28/131 1108998830
畝傍書房 １９４２．８
(１３０ｐ １９ｃｍ)

OH/28/65 1108998061 ◆OH
福沢諭吉
石河幹明／著

◆OH ３刷
広瀬淡窓旭荘書翰集 岩波書店 １９４６．４
長寿吉，小野精一／［共］編 (５００ｐ １９ｃｍ)
弘文堂書房 １９４３．５ OH/28/251 1109000461
(７４１ｐ ２２ｃｍ)

OH/28/29 1108993120
◆OH

福沢諭吉 -人とその思想-
◆OH 野村兼太郎／著

広田弘毅 慶應通信 １９５８．１２
広田弘毅伝記刊行会／編 (２６４ｐ １９ｃｍ)
広田弘毅伝記刊行会 １９６６．１２ OH/28/191 1108999713
(６４６ｐ ２３ｃｍ)

OH/28/271 1109000602
◆OH

福沢諭吉 -生きつづける思想家-
◆OH 河野健二／著

ファラデー 講談社 １９６７．４
矢島祐利／著 (１８５ｐ １８ｃｍ)
岩波書店 １９４０．７ 講談社現代新書
(１６７ｐ １８ｃｍ) OH/28/295 1109003077
岩波新書

OH/28/151 1108999127
◆OH

福寿の海 -庭野会長古稀記念写真集-
◆OH 古川司 １９７５．１０

風雪九十年 前編 (［１３８ｐ］ ２９ｃｍ)
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OH/28/441 1109037422 (２８７ｐ １８ｃｍ)
OH/28/133 1108998855

◆OH
福原信三 ◆OH
矢部信寿／編著 ペスタロッチ－伝 下巻
資生堂 １９７０．１１ 長田新／著
(２６７ｐ（図共） ２７ｃｍ) 岩波書店 １９５２．４
年譜・著書：ｐ．２６３－２６５ (４，４９４，８ｐ　図版２枚 ２２ｃｍ)

OH/28/319 1109037026 教育家 Ｐｅｓｔａｌｏｚｚｉ，Ｊｏｈａｎｎ　Ｈｅｉｎｒｉ
ｃｈ

OH/28/27 1108993104
◆OH

藤原銀次郎回顧八十年
下田将美／著 藤原銀次郎／述 ◆OH
大日本雄辯會講談社 １９４９．１２ ペスタロッチ－伝 上巻
(４８１ｐ １９ｃｍ) 長田新／著

OH/28/186 1108999663 岩波書店 １９５１．９
(３，４６９ｐ　図版３枚 ２２ｃｍ)
教育家 Ｐｅｓｔａｌｏｚｚｉ，Ｊｏｈａｎｎ　Ｈｅｉｎｒｉ

◆OH ｃｈ
藤原佐理 OH/28/26 1108993096
春名好重／著 日本歴史学会／編
吉川弘文館 １９６１．２
(１９９ｐ １８ｃｍ) ◆OH
人物叢書 ベルジャエフ -生涯と思想-

OH/28/111 1108998335 田口貞夫／著
創文社 １９６１．３
(６，２１６ｐ １９ｃｍ)

◆OH ベルジャエフ
フルシチョフ言説集 OH/28/170 1108999291
日刊労働通信社／編
日刊労働通信社 １９６４．３
(７５８ｐ ２２ｃｍ) ◆OH

OH/28/28 1108993112 ベルツ　花 -エルウィン フォン ベルツ夫人の生涯-
鹿島卯女／著
鹿島研究所出版会 １９７２．６

◆OH (３６５，２９ｐ １９ｃｍ)
フレミングの生涯 OH/28/344 1109003499
アンドレ・モロワ／著 新庄嘉章・平岡篤頼／訳
新潮社 １９５９．１１
(２６５ｐ １９ｃｍ) ◆OH

OH/28/585 1109009900 遍歴八十年
森戸辰男／著
日本経済新聞社 １９７６．１０

◆OH (１８１ｐ １９ｃｍ)
文人宰相大平正芳 OH/28/379 1109004042
新井俊三，森田一／共著
春秋社 １９８２
(７，３２３ｐ ２０ｃｍ) ◆OH

OH/28/597 1109009983 傍観者の時代 -わが２０世紀の光と影-
Ｐ．Ｆ．ドラッカー／著 風間禎三郎／訳
ダイヤモンド社 １９７９．３

◆OH (５２４ｐ ２０ｃｍ)
米国日系人百年史 -在米日系人発展人士録- アメリカ
新日米新聞社 １９６１．１２ OH/28/538 1109009314
(１４３１ｐ　図版 ２７ｃｍ)

OH/28/226 1109036978
◆OH

芳勲録
◆OH 大西綾治朗／［編］

平和への意志 -ハマーショルド総長の生涯- 仲南村遺族会 １９６９．１０
リチャード・Ｉ・ミラー／著 波多野裕造／訳 (３２１ｐ ２６ｃｍ)
日本外政学会 １９６２．１０ OH/28/242 1109037018
(２９１ｐ １９ｃｍ)

OH/28/149 1108999325
◆OH

北条政子
◆OH 渡辺保／著 日本歴史学会／編

平和と諸国民の幸福の闘士 -フルシチョフ首相の７０才誕生に 吉川弘文館 １９６１．２
よせて- (１９５ｐ １８ｃｍ)
〔ソビエト社会主義共和国連邦大使館広報課／編〕 人物叢書
ソビエト社会主義共和国連邦大使館広報課 １９６４．６ OH/28/112 1108998343
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OH/28/525 1109008209

◆OH
北条泰時 ◆OH
上横手雅敬／著 日本歴史学会／編 マキャヴェリ
吉川弘文館 １９５８．１１ マルセル・ブリヨン／〔著〕 生田耕作，高塚洋太郎／訳
(２２９ｐ １８ｃｍ) みすず書房 １９６６．５
人物叢書 (３０２ｐ ２０ｃｍ)

OH/28/109 1108998319 OH/28/300 1109003127

◆OH ◆OH
法律家としてのレーニン 益谷秀次
ステールニク／著 稲子恒夫／訳 益谷秀次伝刊行会／編
日本評論社 １９７０．１２ 益谷秀次伝刊行会 １９６７．１
(３１５ｐ １９ｃｍ) (５１９，３６，８ｐ ２２ｃｍ)

OH/28/342 1109003473 OH/28/164 1108999242

◆OH ◆OH
朴正煕 -その人とビジョン- 松浦周太郎傳
吉典植／著 趙南富／訳 岸本翠月／著
サンケイ出版 １９７７．８ 松浦周太郎先生顕彰会 １９７１．３
(２００ｐ ２２ｃｍ) (６９５ｐ ２２ｃｍ)

OH/28/381 1109004067 OH/28/310 1109003226

◆OH ◆OH
ホー・チ・ミン -ベトナムの魔術師- 松翁 -松尾岩雄像-
小山房二／著 関寅太郎／著
東都書房 １９６６．３ 松尾岩雄 １９６７．３
(２３５，１１ｐ １８ｃｍ) (２３４ｐ １９ｃｍ)

OH/28/148 1108999002 OH/28/239 1109000321

◆OH ◆OH
焔の時灰の時 松岡洋右 -悲劇の外交官- 上巻
平岡敏男／著 豊田穣／著
毎日新聞社 １９７９．９ 新潮社 １９７９．６
(３６６ｐ ２０ｃｍ) (３４２ｐ ２０ｃｍ)

OH/28/393 1109004174 OH/28/410A 1109004422

◆OH ◆OH
堀光亀自叙伝 松岡洋右 -悲劇の外交官- 下巻
三宅勇三／著 豊田穣／著
三滝社 １９７２．２ 新潮社 １９７９．６
(２１６ｐ ２０ｃｍ) (３４３ｐ ２０ｃｍ)

OH/28/346 1109003713 OH/28/410B 1109004430

◆OH ◆OH
本多光太郎伝 松田重次郎
石川悌次郎／著 梶山季之／著
日刊工業新聞社 １９６４．１２ 時事通信社 １９６６．２
(３８２ｐ ２２ｃｍ) (２６０ｐ １８ｃｍ)

OH/28/214 1108999945 OH/28/59 1108998020

◆OH ◆OH
米谷隆三選集 第２巻 松永安左エ門伝
「米谷隆三選集」刊行会編集委員会／編 宇佐美省吾／著
米谷隆三選集刊行会 １９６１．５ 東洋書館 １９５４．８
(１２，６２１ｐ ２２ｃｍ) (３１０ｐ １９ｃｍ)
保険法 日本財界人物伝全集

OH/28/391 1109004158 OH/28/56 1108993286

◆OH ◆OH
真顔の徳さん -政治漫筆- 松本健次郎傳
山下徳夫／著 劉寒吉／著
政経懇話会 １９７９．３ 松本健次郎伝刊行会 １９６８．７
(１８６ｐ １９ｃｍ) (４７３ｐ ２２ｃｍ)
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OH/28/327 1109003366 OH/28/68 1108998145

◆OH ◆OH
マハトマ・ガンジー みつばさのかげに
蝋山芳郎／著 川西瑞夫／著 川西田鶴子／編
岩波書店 １９５０．３ みすず書房 １９６５．８
(２１５ｐ １８ｃｍ) (２９２ｐ ２０ｃｍ)
岩波新書 キリスト教－感想・説教

OH/28/153 1108999143 OH/28/302 1109003143

◆OH ◆OH
幻の花 -和田博雄の生涯- 上 南俊二の追想
大竹啓介／著 「南俊二の追想」編集委員会／編
楽游書房 １９８１．１１ 「南俊二の追想」編集委員会 １９６６．１
(５５７ｐ ２２ｃｍ) (５２２ｐ　図版 ２２ｃｍ)

OH/28/581 1109009868 OH/28/314 1109003267

◆OH ◆OH
幻の花 -和田博雄の生涯- 下 源実朝
大竹啓介／著 川田順／著
楽游書房 １９８１．１２ ３版
(４８０ｐ ２２ｃｍ) 厚生閣 １９４２．６

OH/28/582 1109009876 (３５０ｐ １９ｃｍ)
歴代歌人研究

OH/28/52 1108997998
◆OH

マルクスの青春 -その勉学と恋愛-
西本昭治／編訳 ◆OH
現代史出版会 １９７７．３ 宮島清次郎翁傳
(２６３ｐ ２０ｃｍ) 宮島清次郎翁伝刊行会／編

OH/28/558 1109009413 宮島清次郎翁伝刊行会 １９６５．１１
(５８９，８，７ｐ ２２ｃｍ)

OH/28/318 1109003309
◆OH

みそづくり市長言行録 -鍵田忠三郎／人とその思想-
平沢光馮／編著 ◆OH
現代思想社 １９７５．１１ 宮部金吾
(３６５ｐ １９ｃｍ) 宮部金吾博士記念出版刊行会／編

OH/28/366 1109003929 宮部金吾博士記念出版刊行会 １９５３．６
(３６５ｐ １９ｃｍ)

OH/28/185 1108999655
◆OH

道遠く
竹本哲子／著 ◆OH
荒地出版社 １９７３．７ 宮本顕治論
(２３８ｐ ２０ｃｍ) 中村勝範／著

OH/28/105 1108998277 千代田永田書房 １９７８．９
(２８９ｐ １９ｃｍ)

OH/28/464 1109007664
◆OH

道はるか 第２集
鹿島卯女／著 ◆OH
鹿島研究所出版会 １９６５．１２ 萌春美祥 -皇太子殿下御結婚記念-
(２５６ｐ １９ｃｍ) 萌春美祥編纂会／編

OH/28/261 1109002830 東京都遺族連合会 １９５９．４
(１冊 ２６×３６ｃｍ)

OH/28/235 1109037323
◆OH

道ひとすじ -総理夫人と１２人の母の記録-
渡辺みえ／編 ◆OH
稲通出版局 １９６９．４ 宗良親王 -吉野朝柱石-
(１９０ｐ １８ｃｍ) 川田順／著

OH/28/488 1109007904 第一書房 １９３８．９
(２８５ｐ ２０ｃｍ)

OH/28/51 1108997980
◆OH

道ひとすじに
近藤光正／著 ◆OH
青春の手帖社 １９６２．７ 村岡伊平治自伝
(２１９ｐ １９ｃｍ) 南方社 １９６０．１２
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◆OH
(２０９，２９ｐ ２２ｃｍ) 名将言行録 後篇上巻

OH/28/9 1108992858 岡谷繁実／著
３版
文成社 １９０９．１１

◆OH (５００ｐ ２３ｃｍ)
村岡四郎さんの思い出 巻４１～巻５５
村岡四郎氏追懐録刊行会／編 OH/28/246 1109000388
村岡四郎氏追懐録刊行会 １９７６．５
(３０１ｐ ２２ｃｍ)
京阪電気鉄道 ◆OH

OH/28/576 1109009819 名将言行録 前篇上巻
岡谷繁実／著
３版

◆OH 文成社 １９０９．１１
村上孝太郎一巻集 -一行政官の思想と行動- (５９２ｐ ２３ｃｍ)
村上倫太郎／編 巻１～巻２０
村上倫太郎 １９７７．９ OH/28/244 1109000362
(６５９ｐ ２２ｃｍ)

OH/28/568 1109009504
◆OH

名将言行録 前篇下巻
◆OH 岡谷繁実／著

村上信二郎回想録 ３版
二宮早志／編 文成社 １９０９．１１
村上信二郎事務所 １９７８．８ (５９３－１３４６ｐ ２３ｃｍ)
(２２７ｐ　図版 ２２ｃｍ) 巻２１～巻４０

OH/28/516 1109008167 OH/28/245 1109000370

◆OH ◆OH
明治人 -その青春群像- 毛沢東伝
色川大吉／著 貝塚茂樹／著
筑摩書房 １９７８．６ 岩波書店 １９５６．１２
(２３０ｐ ２０ｃｍ) (８，２０６ｐ　図版２枚 １８ｃｍ)
伝記－日本 岩波新書

OH/28/450 1109007607 附（１９５－２０６ｐ）：毛沢東年表，人名案内
OH/28/157 1108999184

◆OH
明治大正昭和の人々 ◆OH
佐佐木信綱／著 望月圭介伝
新樹社 １９６１．２ 望月圭介伝刊行会／編
(３６４ｐ １９ｃｍ) 羽田書店 １９４５．１
日本－伝記 (８４９ｐ ２２ｃｍ)

OH/28/79 1108998202 OH/28/561 1109009439

◆OH ◆OH
明治的人間像 -星亨と近代日本政治- 森俊雄氏の追憶
中村菊男／著 森俊雄氏追想録編纂委員会 １９７４．７
慶應通信 １９５７．１１ (４５０ｐ ２２ｃｍ)
(２７６ｐ １９ｃｍ) OH/28/417 1109004489
日本－政治－歴史－明治時代

OH/28/74 1108998178
◆OH

矢内原忠雄 -信仰・学問・生涯-
◆OH 南原繁／編

明治の一青年像 岩波書店 １９６９．２
河合良成／著 (６９３ｐ ２０ｃｍ)
講談社 １９６９．４ ｐ６１４　矢内原忠雄君を送る（南原繁）
(３９５ｐ ２０ｃｍ) OH/28/219 1108999994

OH/28/192 1108999721

◆OH
◆OH 安井曾太郎

名将言行録 後編下巻 水原秋桜子／著
岡谷繁実／著 石原求龍堂 １９４４．１
文成社 １９０９．１１ (２８２ｐ　図版４９枚 ２２ｃｍ)
(５０１－９２６ｐ ２３ｃｍ) OH/28/328 1109003374

OH/28/247 1109000396

◆OH
安川第五郎伝
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安川第五郎伝刊行会／編著 湯澤三千男さんの思い出刊行会 １９６３．８
安川第五郎伝刊行会 １９７７．６ (２６４ｐ ２２ｃｍ)
(３５０ｐ　折り込み１枚 ２２ｃｍ) OH/28/13 1108992965

OH/28/522-1 1109009231

◆OH
◆OH 夜明けへの挑戦 -豊田喜一郎伝-

安川第五郎伝 別冊 木本正次／著
安川第五郎伝刊行会／編著 新潮社 １９７９．７
安川第五郎伝刊行会 １９７７．６ (２２３ｐ ２０ｃｍ)
(５６８ｐ ２２ｃｍ) OH/28/422 1109004521

OH/28/522-2 1109009249

◆OH
◆OH 欲望の河

八十路の憶出 丹羽文雄／著
植原悦二郎／著 三笠書房 １９７８．６
植原悦二郎回顧録刊行会 １９６３．１２ (４８３ｐ １９ｃｍ)
(２７５ｐ ２２ｃｍ) OH/28/554 1109009710
日本－政治－歴史－明治以後

OH/28/11 1108992940
◆OH

吉田松陰 -武と儒による人間像-
◆OH 河上徹太郎／著

矢野千枝女史の米寿を祝う会記録 文藝春秋 １９６８．１２
矢野健太郎／編 (２８９ｐ ２０ｃｍ)
矢野健太郎 １９７４ OH/28/182 1108999622
(３２ｐ ２７ｃｍ)

OH/28/454 1109037463
◆OH

吉田松陰
◆OH 玖村敏雄／著

山川均自伝 岩波書店 １９３６．１２
山川均／著 山川菊栄，向坂逸郎／共編 (３９７ｐ ２０ｃｍ)
岩波書店 １９６１．１１ OH/28/298 1109003101
(４８８，１０ｐ　図版２枚 １９ｃｍ)

OH/28/62 1108998111
◆OH

余の尊敬する人物
◆OH 矢内原忠雄／著

山崎岩男伝 -マラソン知事追想記- 岩波書店 １９４０．５
山崎岩男伝観光委員会 １９８０．４ (４，２２４ｐ １８ｃｍ)
(４２８ｐ ２２ｃｍ) 岩波新書

OH/28/390 1109004141 内容：エレミヤ，日蓮，リンコーン，新渡戸博士
伝記

OH/28/75 1108998103
◆OH

やまと心
生悦住貞太郎／著 ◆OH
実業の世界社 １９７７．１ ライシャワー自伝
(１９５ｐ　図版 １９ｃｍ) エドウィン・Ｏ．ライシャワー／著 徳岡孝夫／訳

OH/28/398 1109004224 文藝春秋 １９８７．１０
(５３０ｐ ２０ｃｍ)
4-16-341740-0

◆OH OH/28/601 1109010015
山本五十六
阿川弘之／著
新潮社 １９６５．１１ ◆OH
(３２７ｐ ２１ｃｍ) ラヴォアジエ伝

OH/28/169 1108999283 エドアール・グリモー／著 江上不二夫／訳
白水社 １９５９．１０
(２７５ｐ ２０ｃｍ)

◆OH OH/28/323 1109003325
山本正房追悼録
山本正房追悼録刊行委員会／編
中国新聞社 １９７１．８ ◆OH
(２１０ｐ ２２ｃｍ) 李香蘭私の半生

OH/28/294 1109003069 山口淑子／著 藤原作弥／著
新潮社 １９８７．７
(３９８ｐ ２０ｃｍ)

◆OH 4-10-366701-X
湯澤三千男さんの思い出 OH/28/501 1109008027
山岡憲一／編
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OH/28/107 1108998293
◆OH

理性と革命の時代に生きて -Ｊ．プリ－ストリ伝-
杉山忠平／著 ◆OH
岩波書店 １９７４ 歴史をつくる人々 １７
(２１３，７ｐ　肖像 １８ｃｍ) ダイヤモンド社／編
岩波新書 ダイヤモンド社 １９６６．６

OH/28/550 1109009389 (１７４ｐ １８ｃｍ)
OH/28/90 1108998624

◆OH
理想的日本人 ◆OH
古川哲史／著 歴史をつくる人々 ８
毎日新聞社 １９７２．８ ダイヤモンド社／編
(２５８ｐ ２０ｃｍ) ダイヤモンド社 １９６５．４

OH/28/341 1109003465 (１７４ｐ １８ｃｍ)
OH/28/103 1108998251

◆OH
留魂 -中村改造遺稿集- ◆OH
中村改造／著 中村革哉／編 歴史をつくる人々 ５
［中村革哉］ １９７８．１０ ダイヤモンド社／編
(８６ｐ １９ｃｍ) ダイヤモンド社 １９６４．１１

OH/28/546 1109009363 (１７２ｐ １８ｃｍ)
OH/28/104 1108998269

◆OH
流泉八十四年 ◆OH
三村起一／著 歴史の群像
三村静子 １９７２．５ 朝日新聞社／編
(２３１ｐ １９ｃｍ) １９６０．９

OH/28/357 1109003838 (２１５ｐ ２０ｃｍ)
OH/28/86 1108998582

◆OH
李容九の生涯 -善隣友好の初一念を貫く- ◆OH
大東国男／著 歴史の流れの中に -ある官僚の軌跡-
時事通信社 １９６０．１０ 安倍基雄／著
(１６６ｐ １８ｃｍ) 山口新聞社 １９７９．１１
時事新書 (４３１ｐ ２０ｃｍ)

OH/28/117 1108998392 OH/28/401 1109004257

◆OH ◆OH
流轉の王妃 -滿州宮廷の悲劇- レーニン -革命家の形成とその実践-
愛新覺羅浩／著 河合秀和／著
文芸春秋新社 １９５９．５ 中央公論社 １９７１．２
(２７０ｐ ２０ｃｍ) (２１６ｐ １８ｃｍ)

OH/28/240 1109000339 中公新書
OH/28/275 1109002871

◆OH
黎明 -明治維新の人間像- 上巻 ◆OH
小野秀樹／著 レーニン
国政懇談会 １９７３．４ Ｌ．トロツキー／〔著〕 松田道雄／訳 竹内成明／訳
(２３９ｐ ２２ｃｍ) 河出書房新社 １９７２．２

OH/28/383 1109004083 (４３１ｐ １９ｃｍ)
OH/28/350 1109003754

◆OH
歴史をさわがせた女たち 日本篇 ◆OH
永井路子／著 六人の名君 -その経営哲学-
文藝春秋 １９７５．１２ 安藤英男／著
(２９３ｐ ２０ｃｍ) 新人物往来社 １９７４．３
婦人－日本－伝記 (２４９ｐ ２０ｃｍ)

OH/28/378 1109004034 池田光政，徳川光圀，細川重賢，上杉治憲，松平定信，島津斉
彬

OH/28/545 1109009678
◆OH

歴史をつくる人々 ２１
ダイヤモンド社／編 ◆OH
ダイヤモンド社 １９６６．９ わが回想 -人間・歳月・生活-
(１７４ｐ １８ｃｍ) イリヤ・エレンブルグ／著 木村浩／訳
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朝日新聞社 １９６１．８ 主婦の友社 １９６６．１２
(４２９ｐ １９ｃｍ) (１９６ｐ １９ｃｍ)

OH/28/135 1108998871 OH/28/343 1109003481

◆OH ◆OH
わが思想わが冒険 わたくしの少年時代
Ｗ．チャーチル／著 中野忠夫／訳 田中角栄／著
新潮社 １９５６．２ 講談社 １９７３．９
(１８２ｐ １９ｃｍ) (２０５ｐ ２１ｃｍ)

OH/28/132 1108998848 OH/28/468 1109007680

◆OH ◆OH
わが人生を語る -自伝と論文（調和の理論とその応用）- 私の願い -青写真で国際協力-
永井了吉／著 岡本幸次郎／著
永井了吉著書刊行会 １９６２．１２ サンケイ新聞社 １９７７．１１
(３７６ｐ １９ｃｍ) (１９０ｐ １９ｃｍ)

OH/28/88 1108998608 OH/28/460 1109004687

◆OH ◆OH
わが女人抄 私の見た大平正芳 -その素顔と姿勢-
舟橋聖一／著 真鍋賢二／著
朝日新聞社 １９６５．１ イメージメイカーズ １９７６．１２
(３８９ｐ ２０ｃｍ) (２８５ｐ １９ｃｍ)

OH/28/84 1108998566 OH/28/592 1109009959

◆OH ◆OH
わが半生の記 私のメモアール -霞が関から永田町へ-
古瀬又三郎／著 曽祢益／著
古瀬又三郎 １９７４．１１ ［出版者不明］ １９７４．５
(２６６ｐ ２２ｃｍ) (２７４ｐ ２０ｃｍ)

OH/28/584 1109009892 OH/28/425 1109004554

◆OH ◆OH
わが道わが家 私の履歴書
坂田道男／著 東畑精一／著
エッセー編集刊行会 １９６８．１１ 日本経済新聞社 １９７９．１
(４９１ｐ １９ｃｍ) (２７６ｐ ２０ｃｍ)

OH/28/322 1109003317 OH/28/487 1109007896

◆OH ◆OH
わが道わが人生 私の履歴書
森本康之亮／編 小泉信三／著
日刊工業新聞社大阪支社出版部 １９７９．３ 日本経済新聞社 １９６６．９
(２４８ｐ ２２ｃｍ) (２０９ｐ １９ｃｍ)

OH/28/520 1109008183 OH/28/279 1109002913

◆OH ◆OH
忘れ得ぬ人びと 私の履歴書
大内兵衛／著 田中耕太郎／著
角川書店 １９６９．７ 春秋社 １９６１．１０
(２９０ｐ １９ｃｍ) (３１７ｐ ２０ｃｍ)
角川選書 私の履歴書 他19篇

OH/28/269 1109000586 OH/28/324 1109003333

◆OH ◆OH
私の歩み 私の履歴書
石橋正二郎／著 黒沢酉蔵／著
石橋正二郎 １９６２ 雪印乳業 １９７８．１
(４３２，１３ｐ　図版３２枚 １９ｃｍ) (１０３ｐ １９ｃｍ)

OH/28/49 1108997972 OH/28/462 1109004695

◆OH ◆OH
私の歩んだ道 私の履歴書 -牛の歩み-
春・ライシャワー／著 前尾繁三郎／著
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日本経済新聞社 １９７４．１０ 日本経済新聞社／編
(１８９ｐ １９ｃｍ) 日本経済新聞社 １９５８．２

OH/28/544 1109009355 (３７７ｐ １９ｃｍ)
内容：石毛郁治，岡野喜太郎，木村義雄，杉山元治郎，三船久
蔵，武者小路実篤，安井誠一郎，芳沢謙吉

◆OH OH/28/42 1108997956
私の事業觀・人生觀
藤原銀次郎／著
四季社 １９５２．１０ ◆OH
(３，７，３６４ｐ　図版１枚 １９ｃｍ) 和田博雄遺稿集

OH/28/58 1108998012 和田博雄遺稿集刊行会／編
農林統計協会 １９８１．１２
(８５０ｐ　図版１２枚 ２２ｃｍ)

◆OH OH/28/108 1108998301
私の青年時代
山室軍平／著
８版 ◆OH
救世軍出版供給部 １９７３．７ Ｂｒｕｓｈ　ｓｔｒｏｋｅｓ -ｍｏｍｅｎｔｓ　ｆｒｏｍ　ｍ
(１２７ｐ １９ｃｍ) ｙ　ｌｉｆｅ．-

OH/28/541 1109009330 ｂｙ　Ｍａｓａｙｏｓｈｉ　Ｏｈｉｒａ．
Ｆｏｒｅｉｇｎ　ｐｒｅｓｓ　ｃｅｎｔｅｒ １９７９
(１８７ｐ ２１ｃｍ)

◆OH OH/28/45 1108993229
わたしの渡世日記 上
高峰秀子／著
朝日新聞社 １９７６．２ ◆OH
(３４６ｐ ２０ｃｍ) Ｄｒ．　Ｂｉｒｄｓｅｙ　Ｇ．　Ｎｏｒｔｈｒｏｐ　ｔｈｅ　

OH/28/407 1109004299 ｆｏｕｎｄｅｒ　ｏｆ　Ａｒｂｏｒ　Ｄａｙ　ⅰｎ　Ｊａｐａ
ｎ
ｂｙ　Ｓｈｕｎｉｃｈｉ　Ｋｕｇａ． Ｃｏｍｐｉｌｅｄ　ａ

◆OH ｎｄ　ｔｒａｎｓｌａｔｅｄ　ｂｙ　Ｔｅｒｕｙｏ　Ｕｅｋｉ
私の履歴書 第１集 ．　
日本経済新聞社／編 Ｉｎｔｅｒ　Ｏｓａｋａ　Ｃｏｒｐ １９７２
日本経済新聞社 １９５７．３ (１２０ｐ ２２ｃｍ)
(３１５ｐ １９ｃｍ) OH/28/334 1109003408
内容：五島慶太，里見●，鈴木茂三郎，杉道助，堤康次郎，新
関八洲太郎，長谷川伸，原安三郎，松下幸之助，山崎種二

OH/28/38 1108997915 ◆OH
Ｆｉｒｓｔ　Ｌａｄｙ　ｆｒｏｍ　Ｐｌａｉｎｓ
ｂｙ　Ｒｏｓａｌｙｎｎ　Ｃａｒｔｅｒ　

◆OH Ｈｏｕｇｈｔｏｎ　Ｍｉｆｆｌｉｎ １９８４
私の履歴書 第２集 (ｘｉｉ，３７０ｐ．，［１６］ｏｆ　ｐｌａｔｅｓ ２４ｃｍ
日本経済新聞社／編 )
日本経済新聞社 １９５７．５ 0-395-35294-0
(３２０ｐ １９ｃｍ) OH/28/610 1109339463
内容：浅沼稲次郎，石坂泰三，出光佐三，佐藤忠兵衛，大谷竹
次郎，久保田万太郎，高崎達之助，遠山元一，正宗白鳥，松村
謙三 ◆OH

OH/28/39 1108997923 Ｊ．Ｅ．Ｍ．１９６６名鑑
Ｌｅｓ　Ｊｕｎｎｅｓ　Ｅｌｉｔｅｓ　ｄｕ　Ｍｏｎｄｅ　刊
行委員会／編集

◆OH 限定版
私の履歴書 第３集 フジ・インターナショナル・コンサルタント出版部 １９６６
日本経済新聞社／編 ．８
日本経済新聞社 １９５７．６ (２１５，６ｐ ２５ｃｍ)
(２８９ｐ １９ｃｍ) OH/28/415 1109004471
内容：石橋正二郎，江戸川乱歩，片山哲，砂田重政，中山均，
西尾末広，堀久作，村松梢風，山田耕作，山本為三郎

OH/28/40 1108997931 ◆OH
Ｔｈｅ　Ｌｉｆｅ　ｏｆ　Ｅｌｅａｎｏｒ　Ｍａｒｘ -１８５
５－１８９８：　ａ　ｓｏｃｉａｌｉｓｔ　ｔｒａｇｅｄｙ-

◆OH ｂｙ　Ｃｈｕｓｈｉｃｈｉ　Ｔｓｕｚｕｋｉ．
私の履歴書 第４集 Ｃｌａｒｅｎｄｏｎ　Ｐｒｅｓｓ １９６７
日本経済新聞社／編 (３５４ｐ ２３ｃｍ)
日本経済新聞社 １９５７．１０ OH/28/233 1109000271
(３７７ｐ １９ｃｍ)
内容：岩田宙造，萩原井泉水，河合良成，佐藤春夫，杉山金太
郎，永田雅一，野村胡堂，橋本宇太郎，藤原義江，藤山愛一郎 ◆OH

OH/28/41 1108997949 Ｓａｎａ -ａｎ　ａｕｔｏｂｉｏｇｒａｐｈｙ　ｏｆ　Ｍｉｃ
ｈａｅｌ　Ｓｏｍａｒｅ-
Ｎｉｕｇｉｎｉ　Ｐｒｅｓｓ １９７５

◆OH (１５２ｐ ２２ｃｍ)
私の履歴書 第５集 OH/28/571 1109009777
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◆OH
Ａ　Ｓｔｏｎｅ　ｆｏｒ　ｔｈｅ　ｅｄｉｆｉｃｅ -ｍｅｍｏ
ｉｒｓ　ｏｆ　ａ　Ｐｒｅｓｉｄｅｎｔ-
ｂｙ　Ｍａｃａｐａｇａｌ　Ｄｉｏｓｄａｄｏ
Ｍａｃ　ｐｕｂｌｉｓｈｉｎｇ　ｈｏｕｓｅ １９６８
(ｘｘｉｉ，５６０ｐ ２２ｃｍ)

OH/28/612 1109340529

◆OH
Ａ　Ｔｒｉｂｕｔｅ　ｔｏ　Ｊｏｈｎ　Ｆ．　Ｋｅｎｎｅｄｙ
Ｐｉｅｒｒｅ　Ｓａｌｉｎｇｅｒ，Ｓａｎｄｅｒ　Ｖａｎｏｃ
ｕｒ／ｅｄｉｔｅｄ
Ｅｎｃｙｃｌｏｐｅｄｉａ　Ｂｒｉｔａｎｎｉｃａ １９６４
(１６２ｐ ２４ｃｍ)

OH/28/213 1108999937

◆OH
Ｔｒｕｄｅａｕ
ｂｙ　Ｇｅｏｒｇｅ　Ｒａｄｗａｎｓｋｉ
Ｍａｃｍｉｌｌａｎ　ｏｆ　Ｃａｎａｄａ ｃ１９７８
(ｘｉｉ，３７２ｐ ２４ｃｍ)

OH/28/611 1109340602

◆OH
Ｔｈｅ　Ｗａｙ　Ｉ　ｈａｖｅ　ｗａｌｋｅｄ　ｉｎ　ｍｙ　
ｌｉｆｅ
ｂｙ　Ｙｏｓｈｉｋｉｃｈｉ　Ｉｓｅ．
１９７７．１１
(１６５ｐ ２５ｃｍ)

OH/28/613 1109339521
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◆OH ◆OH
アイスランド -歴史と文学- インド紀行 -伝統と文化の探求-
山室静／著 中村元／著
紀伊国屋書店 １９６３．１０ 春秋社 １９６３．６
(２３６ｐ １８ｃｍ) (３３４，２１ｐ　図版 ２０ｃｍ)
紀伊国屋新書 インド－紀行
参考文献：ｐ２３２～２３６ OH/29/61 1109014421
アイスランド－歴史 アイスランド文学

OH/29/51 1109014363
◆OH

雲岡石窟の旅
◆OH ＮＨＫ取材班／著

赤い夕日の果てに -大陸を追われた日本人哀史- 日本放送出版協会 １９７９．９
久保曻／著 (１３４ｐ ２６ｃｍ)
再版 ＮＨＫ海外シリーズ写真集
出版東京 １９６６．１ 雲岡石仏
(２２６ｐ １８ｃｍ) OH/29/219 1109020477

OH/29/117 1109014660

◆OH
◆OH 栄光への挑戦

アジア高原の旅 -民族と文明の興亡- 菊地俊朗／著
アーノルド・トインビー／著 二見書房 １９６５．２
毎日新聞社 １９６２．４ (２９８ｐ ２０ｃｍ)
(２２１ｐ ２０ｃｍ) OH/29/128 1109016541

OH/29/59 1109014413

◆OH
◆OH エヴェレスト -その人間的記録-

アジアの素顔 -写真集- ウィルフリッド・ノイス／著 浦松佐美太郎／訳
史学センター／編纂 文芸春秋新社 １９５６．１
全国地方新聞協会 １９７２．２ (３９０ｐ　図版１２枚 ２０ｃｍ)
(５６０ｐ ３１ｃｍ) エヴェレスト
アジア－地誌 OH/29/64 1109013910

OH/29/225 1109027738

◆OH
◆OH エヴェレストをめざして

アフリカ大陸を行く ジョン・ハント／作 松方三郎／訳
豊原兼一，佐野勇，山下昭夫／著 岩波書店 １９５４．１２
二見書房 １９６０．４ (１７２，４ｐ １８ｃｍ)
(２５４ｐ ２０ｃｍ) 岩波少年文庫
アフリカ－紀行 エベレスト－登山

OH/29/63 1109014439 OH/29/111 1109014637

◆OH ◆OH
ある社会科学者の遍歴 -民主ドイツの旅- エスペラント国周遊記
大塚金之助／著 出口京太郎／著
岩波書店 １９６９．５ 朝日新聞社 １９６５．７
(３７９ｐ １９ｃｍ) (１９０ｐ １８ｃｍ)

OH/29/245 1109020659 アサヒ・アドベンチュア・シリーズ
OH/29/92 1109014058

◆OH
イタリアという国 ◆OH
山崎功／著 ＮＨＫ未来への遺産取材記 １
岩波書店 １９６４．１ ＮＨＫ取材班／著
(２０３ｐ　図版２枚 １８ｃｍ) 日本放送出版協会 １９７４．１０
岩波新書 (３１８，４，４ｐ １９ｃｍ)
イタリア 図版・参考文献あり

OH/29/47 1109013829 古代文明 遺跡・遺物
OH/29/222 1109020501

◆OH
インド -矛盾の国- ◆OH
伊沢竜雄／著 欧洲から北南米を巡って
日本放送出版協会 １９６６．５ 永野重雄／著
(２０６ｐ １９ｃｍ) 武田豊 １９５４．１
インド－地誌 (１４１ｐ ２１ｃｍ)

OH/29/62 1109013902 世界－経済 世界－紀行
OH/29/39 1109014280
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情報文化局海外広報課／［訳］編
◆OH 情報文化局海外広報課 １９６３．３

欧州の旅 (２８０ｐ ２１ｃｍ)
村上喜一／著 OH/29/76 1109013977
新紀元社 １９６０．１２
(３１２ｐ １９ｃｍ)

OH/29/38 1109014272 ◆OH
外国旅行案内
日本交通公社／編

◆OH 改訂５版
欧州風景像 ドイツ・オーストリア・スイス篇 日本交通公社 １９５８．６
森谷峰雄／著 (８，７９４，１９ｐ　図版１４枚 １９ｃｍ)
［出版者不明］ １９７３．４ 旅行案内
(１５６ｐ １９ｃｍ) OH/29/16 1109014116

OH/29/236 1109020584

◆OH
◆OH 外国旅行案内 〔４〕

欧米を三度視察して -出張報告に代えて- １６版
平田敬一郎／著 日本交通公社 １９６２．３
［平田敬一郎］ １９６４．３ (２５９，６ｐ １７ｃｍ)
(３３３，４７ｐ ２５ｃｍ) 旅行－案内

OH/29/32 1109013803 OH/29/18 1109014124

◆OH ◆OH
オセアニア豪州・ニュージーランド 外国旅行案内 〔３〕
深沢照幸，荻野吉和，永田昌弘／共著 １６版
日本放送出版協会 １９６６．１ 日本交通公社 １９６２．３
(２１１ｐ ２１ｃｍ) (４０７，１０ｐ １７ｃｍ)
ニュージーランド－事情 旅行－案内

OH/29/65 1109014447 OH/29/17 1109014132

◆OH ◆OH
憶い出のフランス日記抄 -レジョン・ドヌール受章を記念して 外国旅行案内 〔１〕
- １６版
岡田茂／文・カメラ 日本交通公社 １９６２．３
岡田茂 １９７３．４ (１６７ｐ １７ｃｍ)
(２４２ｐ ２２ｃｍ) 旅行案内
フランス－紀行 OH/29/122 1109016079

OH/29/142 1109016137

◆OH
◆OH 外遊紀行集

オリエントの塔 久田忠守／著
水上勉／著 中央公論事業出版 ［１９６４．８］
文芸春秋新社 １９６２．１２ (１９３ｐ １９ｃｍ)
(２３５ｐ １８ｃｍ) OH/29/80 1109014470
ポケット文春

OH/29/107 1109014611
◆OH

外遊の生態 -欧米ひとり旅-
◆OH 三原七郎／著

海外旅行ＡＢＣ 稲垣書店 １９６３．１
三上操／著 (３２７ｐ １９ｃｍ)
社会思想研究会出版部 １９６１．１１ OH/29/79 1109014009
(３１０ｐ １６ｃｍ)
現代教養文庫

OH/29/19 1109014140 ◆OH
カナダ，エスキモー
本多勝一／文 藤木高嶺／写真

◆OH 朝日新聞社 １９６４．１
海外旅行の栞 (２５３ｐ １９ｃｍ)
改訂第６版 OH/29/106 1109016012
三菱商事業務部綜合課 １９６７．６
(１冊 １９ｃｍ)
旅行案内 ◆OH

OH/29/175 1109016632 上髙地・槍・穂髙
田辺和雄／著
再版

◆OH 朋文堂 １９６１．８
外国新聞人の見た日本の姿 第２巻 (１２１ｐ １９ｃｍ)

- 2 -－166－



マウンテン ガイドブック シリーズ
OH/29/238 1109020600

◆OH
京都

◆OH 京都市／編
カメラ京ある記 -京都の美・百人百選- 淡交新社 １９６１．３
朝日新聞京都支局／編 (２７４，１９ｐ ２９ｃｍ)
淡交新社 １９６０．１ 内容：京都の誘惑(大仏次郎) 歴史の京都第1(林屋辰三郎) 歴
(２０８ｐ ２２ｃｍ) 史の京都第2(奈良本辰也) 学問・芸術の都(井島勉) 工芸の伝
京都市－案内記 統(吉田光邦) 京都を歩く(伊吹武彦) 京都のまつり(柴田実) 

OH/29/70 1109014462 付:歴史年表. 
OH/29/160 1109023364

◆OH
カメラ日本空の縦断 ◆OH
串田孫一／文 木村元芳／写真 京都案内 -洛中-
淡交社 １９６３．１２ 岩波書店編集部／編
(２３４ｐ ２２ｃｍ) 岩波書店 １９５４．２

OH/29/171 1109016244 (６４ｐ １９ｃｍ)
岩波写真文庫

OH/29/113 1109016046
◆OH

カラー京都百景
奈良本辰也／文 佐藤辰三／写真 ◆OH
淡交社 １９６４．６ 京都とびわ湖
(１９６ｐ ２２ｃｍ) 改訂５版

OH/29/75 1109013969 日本交通公社 １９５８．６
(１９０ｐ １８ｃｍ)
新旅行案内

◆OH OH/29/164 1109016178
環海異聞
松本学 １９７０．７
(図５４枚 ３７ｃｍ) ◆OH

OH/29/251 1109317121 京の魅力
中村直勝／著 葛西宗誠／写真
淡交新社 １９６０．１

◆OH (２７８ｐ ２２ｃｍ)
韓国史跡の旅 京都市－案内記
横田健一／編 OH/29/69 1109014454
創元社 １９７２．８
(２９４ｐ １９ｃｍ)
創元古代史選書 ◆OH
朝鮮－史跡名勝 熊野

OH/29/197 1109016285 永井信一，渡部雄吉／著
講談社 １９６７．１１
(１５０ｐ １９ｃｍ)

◆OH 原色写真文庫
消えた帝国満州 OH/29/191 1109016681
山口重次／著
毎日新聞社 １９６７．２
(２５４ｐ １９ｃｍ) ◆OH
アジア問題叢書 黒い大陸 -アフリカからの報告-

OH/29/119 1109014686 山内大介／著
毎日新聞社 １９５９．１０
(２１７ｐ　図版 １９ｃｍ)

◆OH アフリカ－紀行
北アメリカ OH/29/118 1109014678
須磨弥吉郎／著
国民図書刊行会 １９５１．１２
(２３６ｐ ２２ｃｍ) ◆OH
世界の国々 激動と苦悩の世界を行く -欧・阿・亜の旅より-
北アメリカ－地理 野田卯一／著

OH/29/3 1109010049 日本投資新聞社 １９６６．４
(４４７ｐ １９ｃｍ)

OH/29/72 1109013936
◆OH

九州
ブル－ガイド編集部／編 ◆OH
全改訂版 現代地図帳
実業之日本社 １９８０．５ 青野寿郎，尾留川正平／共著
(３５９ｐ（図共）　地図 １８ｃｍ) 二宮書店 １９７４．３
ブル－・ガイドブックス (１１２，４７ｐ ２７ｃｍ)

OH/29/226 1109020535 世界地図
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OH/29/110 1109027910 案内－香川県
OH/29/81 1109027902

◆OH
航空写真でみる国土 第１集 ◆OH
アジア航測株式会社／編 シベリア探訪
古今書院 １９６７．４ 吉田実／著
(写真１７枚 ３２×２５ｃｍ) 青林書院新社 １９６７．１

OH/29/186A 1109023398 (３８４ｐ　図版 ２１ｃｍ)
OH/29/121 1109016061

◆OH
航空写真でみる国土 第２集 ◆OH
アジア航測株式会社／編 小国の裏街道を行く
古今書院 １９６７．６ 大宅壮一／著
(写真１７枚 ３１×２４ｃｍ) 文芸春秋新社 １９６２．１２

OH/29/186B 1109023380 (２２２ｐ ２０ｃｍ)
OH/29/85 1109014025

◆OH
高等地図帳 ◆OH
青野壽郎，尾留川正平／共著 上州・越後・佐渡 -草津，伊香保，水上，弥彦，奥只見，荒川
二宮書店 １９７３．３ 峡-
(１１２，４７ｐ ２７ｃｍ) 松田清／編

OH/29/228 1109192953 日本交通公社 １９７２．１
(１１９ｐ １９ｃｍ)
ポケット・ガイド

◆OH OH/29/213 1109016442
黒人大学留学記 -実感的アメリカ論-
河村望／著
弘文堂 １９６３．７ ◆OH
(２４６ｐ １８ｃｍ) 上信越
フロンティア・ブックス 長谷川小太郎／編集

OH/29/114 1109014645 改訂１０版
日本交通公社 １９６７．１２
(２１７，４ｐ １９ｃｍ)

◆OH 最新旅行案内
国立公園 OH/29/196 1109016277
緑川洋一／写真 岡田喜秋／文
限定版
東京中日新聞出版局 １９６７．３ ◆OH
(２１３ｐ ３６ｃｍ) 上信越高原

OH/29/250 1109311207 山と渓谷社／編
山と渓谷社 １９６８．７
(１５９ｐ １９ｃｍ)

◆OH アルパインガイド
九つの空 OH/29/194 1109016251
團伊玖磨／著
朝日新聞社 １９７１．９
(２６２ｐ ２２×１９ｃｍ) ◆OH

OH/29/200 1109016319 シルクロード -絲綢之路- 第１巻
ＮＨＫ取材班／著 陳舜臣／著
日本放送出版協会 １９８０．４

◆OH (２４５ｐ ２２ｃｍ)
最新世界大地図 シルクロード－紀行・案内記
リーダーズダイジェスト社／編 OH/29/223 1109020519
日本リーダーズダイジェスト社 １９６５．３
(３０３ｐ ４３ｃｍ)

OH/29/188 1109027712 ◆OH
新アメリカにみる
野田卯一／著

◆OH ワグナー出版 １９６３．１１
三匹目の仔豚 -私の海外旅行講座- (３１７ｐ １９ｃｍ)
村松剛／著 アメリカ合衆国－政治
日本交通公社 １９７２．６ OH/29/31 1109014223
(２１１ｐ １８ｃｍ)

OH/29/190 1109016673
◆OH

新生アフリカの全貌
◆OH 日本アフリカ協会／編

四国をゆく 日本アフリカ協会 １９６０．１０
高知新聞社 １９６８．１０ (２４１ｐ ３０ｃｍ)
(２７１ｐ ３０ｃｍ) OH/29/147 1109027985
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◆OH
スペイン・ポルトガル

◆OH 世界文化社 １９６６．２
新中国の裏通り -社会部記者の見た中共- (１４６ｐ ２８ｃｍ)
大隈秀夫／訳 世界文化シリーズ
鏡浦書房 １９５８．６ OH/29/137 1109027936
(２３０ｐ １９ｃｍ)

OH/29/83 1109014017
◆OH

生活の随筆 １２
◆OH 筑摩書房 １９６２．９

スイス経済と主要工業 (３８２ｐ １８ｃｍ)
Ｔｈｅ　Ｓｗｉｓｓ　Ｏｆｆｉｃｅ　ｆｏｒ　ｔｈｅ　Ｄｅｖ OH/29/123 1109014702
ｅｌｏｐｍｅｎｔ　ｏｆ　Ｔｒａｄｅ　ｏｎ　ｔｈｅ　ｏｃｃ
ａｓｉｏｎ　ｏｆ　ｔｈｅ　Ｊａｐａｎ　Ｗｏｒｌｄ　Ｅｘｐ
ｏｓｉｔｉｏｎ １９７０ ◆OH
(１２４ｐ（図共） ２１×２２ｃｍ) 青春に悔いなし
スイス－経済 加藤恭子／著

OH/29/206 1109016384 三一書房 １９６５．１２
(２３１ｐ １８ｃｍ)
三一新書

◆OH OH/29/91 1109014041
スイスの顔―想像旅行
Ｓｗｉｓｓ　Ｏｆｆｉｃｅ　ｆｏｒ　ｔｈｅ　Ｄｅｖｅｌｏｐ
ｍｅｎｔ　ｏｆ　Ｔｒａｄｅ　ｏｎ　ｔｈｅ　ｏｃｃａｓｉｏ ◆OH
ｎ　ｏｆ　ｔｈｅ　Ｊａｐａｎ　Ｗｏｒｌｄ　Ｅｘｐｏｓｉｔ 世界を一周する -中南米・亜・欧・阿の旅-
ｉｏｎ １９７０ 野田卯一／著
(１１１ｐ（図共） ２１×２２ｃｍ) 卯の花会出版部 １９７８．１
スイス－社会 (４３０ｐ １９ｃｍ)

OH/29/203 1109016350 OH/29/184 1109016657

◆OH ◆OH
スイスの政治制度 世界を駆ける
Ｔｈｅ　Ｓｗｉｓｓ　Ｏｆｆｉｃｅ　ｆｏｒ　ｔｈｅ　Ｄｅｖ 近藤鉄雄／著
ｅｌｏｐｍｅｎｔ　ｏｆ　Ｔｒａｄｅ　ｏｎ　ｔｈｅ　Ｊａｐ 経済往来社 １９６６．１２
ａｎ　Ｗｏｒｌｄ　Ｅｘｐｏｓｉｔｉｏｎ １９７０ (２７８ｐ １９ｃｍ)
(９０ｐ（図共） ２１×２２ｃｍ) OH/29/134 1109016111
スイス－政治

OH/29/205 1109016376
◆OH

世界各国便覧叢書 １１
◆OH 〔１９６７年増補改訂新書版〕

スイスの風景―多彩な箱庭 日本国際問題研究所 １９６５．１２
Ｓｗｉｓｓ　Ｏｆｆｉｃｅ　ｆｏｒ　ｔｈｅ　Ｄｅｖｅｌｏｐ (１５７ｐ　図版２枚 １８ｃｍ)
ｍｅｎｔ　ｏｆ　Ｔｒａｄｅ　ｏｎ　ｔｈｅ　ｏｃｃａｓｉｏ ロシア－地誌
ｎ　ｏｆ　ｔｈｅ　Ｊａｐａｎ　Ｗｏｒｌｄ　Ｅｘｐｏｓｉｔ OH/29/162 1109016152
ｉｏｎ １９７０
(９２ｐ（図共） ２１×２２ｃｍ)
スイス－地誌 ◆OH

OH/29/204 1109016368 世界各国便覧叢書 西欧編
日本国際問題研究所 １９６１．６
(２，２，５１ｐ ２１ｃｍ)

◆OH デンマーク－地誌
スイスの文化と芸術 OH/29/44 1109014330
Ｓｗｉｓｓ　Ｏｆｆｉｃｅ　ｆｏｒ　ｔｈｅ　Ｄｅｖｅｌｏｐ
ｍｅｎｔ　ｏｆ　Ｔｒａｄｅ　ｏｎ　ｔｈｅ　ｏｃｃａｓｉｏ
ｎ　ｏｆ　ｔｈｅ　Ｊａｐａｎ　Ｗｏｒｌｄ　Ｅｘｐｏｓｉｔ ◆OH
ｉｏｎ １９７０ 世界各国便覧叢書 西欧篇（５）
(１６８ｐ（図共） ２１×２２ｃｍ) 日本国際問題研究所 １９６０．７
芸術－スイス (２，３，７７ｐ ２１ｃｍ)

OH/29/207 1109016392 OH/29/45 1109014348

◆OH ◆OH
スエーデンに住んで 世界各国便覧叢書 西欧篇
武田竜夫／著 日本国際問題研究所 １９６１．３
中山房 １９６０．１２ (２，３，９１ｐ ２１ｃｍ)
(２１５ｐ ２０ｃｍ) スウェ－デン－地誌
スウェーデン－紀行・案内記 OH/29/46 1109014355

OH/29/112 1109016038
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◆OH
世界各国便覧叢書 １０
〔１９６７年増補改訂新書版〕　 ◆OH
日本国際問題研究所 １９６７．８ 世界の観光
(２０４ｐ　図版２枚 １８ｃｍ) 川本直水／著
地誌 創元社 １９５９．７

OH/29/163 1109016160 (３６４ｐ １９ｃｍ)
世界－紀行

OH/29/23 1109014181
◆OH

世界地図 -平凡社版-
下中邦彦／編 ◆OH
第８版 世界の旅 ５
平凡社 １９７２ 小学館 １９６４．７
(２６７ｐ ３０ｃｍ) (１８４ｐ １８×１６ｃｍ)
世界地図 フランス－案内記

OH/29/233 1109027753 OH/29/220 1109020485

◆OH ◆OH
世界地名辞典 日本・東洋編 世界の旅 １３
世界地名辞典編集部／編 座右宝刊行会／編
東京堂 １９５８．４ ２版
(６６１ｐ １９ｃｍ) 小学館 １９６７．５
内容：日本，中国，朝鮮 (１８２ｐ １８×１６ｃｍ)
地名辞典 ラテンアメリカ－案内記

OH/29/7 1109010080 OH/29/165 1109016186

◆OH ◆OH
世界地名辞典 西洋篇 世界の旅 １
世界地名辞典編集部／編 大宅壮一／［ほか］編
東京堂 １９５５．５ 中央公論社 １９６１．１１
(７１１ｐ １９ｃｍ) (４２３ｐ １８ｃｍ)
内容：欧，米，ソ連，アフリカ，中近東，東南アジア，両極 ホノルルまで(阿川弘之) ナホトカからバイカル湖へ(瀬戸内晴
地名辞典 美) モーターバイク無銭旅行(高橋雄次) ブラジル航路(湯浅克

OH/29/8 1109010098 衛) どくとるマンボウ航海記(北杜夫) 北極空路(野平健一) 乗
物ファンのヨーロッパ往復(岡部冬彦) 海外旅行についての10
章(戸塚文子) かしこい旅・強い旅(小田実) 解説:海外旅行学

◆OH 概論(大宅壮一)
世界地理ハンドブック OH/29/9 1109010106
三野与吉，工藤暢須／著
朝倉書店 １９５８．７
(５９４ｐ ２２ｃｍ) ◆OH
世界－地理 世界の旅 ２

OH/29/5 1109010064 大宅壮一／［ほか］編
中央公論社 １９６２．１
(４１１ｐ １８ｃｍ)

◆OH トルコから炎熱の国へ(辻豊一) カイバル峠からカルカッタま
世界農村の旅 で(梅棹忠夫) カイロ・テヘラン・カルカッタ(小田実) 秘境ブ
福武直／著 ータン(中尾佐助) インド奥地・アッサムの旅(中根千枝) マト
東京大学出版会 １９６２．１１ ウラとタジ・マハール(阿部展也) 中インドの仏跡(長尾雅人) 
(２９２ｐ １９ｃｍ) 南インドの旅(服部正明) マルコポーロの道(吉田光邦) 解説:

OH/29/93 1109014546 「中洋」の国々(梅棹忠夫)
OH/29/10 1109013712

◆OH
世界の裏街道を行く ◆OH
大宅壯一／著 世界の旅 ３
３版 大宅壮一／［ほか］編
文芸春秋新社 １９５５．１１ 中央公論社 １９６２．２
(３４８ｐ　図版１枚 ２０ｃｍ) (４１０ｐ １８ｃｍ)
紀行 北アフリカところどころ(牟田口義郎) アフリカの旅(西野照太

OH/29/22 1109014173 郎) 黒い大陸(山内大介) アビシニア高原からリフト・ヴァレ
ーまで(犬養道子) アフリカ旅日記(藤原弘達) コンゴ派遣医療
班に従事して(宮本貴文) エチオピアのよろず屋女官(荒牧真理

◆OH 子) 猛獣と草原の国を行く(藤島泰輔) ルエンゾリ(今西錦司) 
世界の裏街道を行く 南北アメリカ篇 森の小さな狩人たち(伊谷純一郎) 解説:変貌するアフリカ(西
大宅壯一／著 野照太郎) 
文芸春秋新社 １９５６．５ OH/29/11 1109013720
(３７８ｐ　図版１枚 １９ｃｍ)
紀行

OH/29/22-2 1109157774 ◆OH
世界の旅 ４
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大宅壮一／［ほか］編 (３１９ｐ １９ｃｍ)
中央公論社 １９６２．３ 鶴百科叢書
(４２３ｐ １８ｃｍ) 温泉－日本
六週間ヨーロッパの旅(江藤淳) 地中海からの手紙(村川堅太郎 OH/29/24 1109013761
) 北イタリアの旅から(井上靖) ザルツブルグの小枝(大岡昇平
) リヨンの四季(遠藤周作) 女性の都パリ(林三郎) パリの大学
生(大江健三郎) オランダ風物・ドイツ冬の旅(犬養道子) スペ ◆OH
インの話(中村光夫) イギリス・北欧三等旅行(戸塚文子) ヨー ソヴェト旅行記
ロッパ汽車旅のすすめ(藤島茂) 欧州スクーター旅行(桶谷繁雄 野々村一雄／著
) 解説:理解と誤解の間(森恭三 中央公論社 １９６１．１２

OH/29/12 1109013738 (２９８ｐ　図版４枚 ２０ｃｍ)
OH/29/55 1109013878

◆OH
世界の旅 ５ ◆OH
大宅壮一／［ほか］編 ソビエト取材記
中央公論社 １９６２．４ ＮＨＫ特別報道班／編
(４２４ｐ １８ｃｍ) 日本放送出版協会 １９６２
ソビェト紀行(野々村一雄) 三十万円ソ連旅行(瀬戸内晴美) ソ (２９７ｐ ２１ｃｍ)
連文化交流の旅(栗本和夫) モスコーの地図(竹山道雄) レニン ソヴェト連邦－紀行
グラードの日記から(松田道雄) アルメニア紀行(桑原武夫) 東 OH/29/56 1109014397
ヨーロッパ通信(森恭三) "夜と霧"の爪跡を行く(開高健) プラ
ハの春(近藤忠義) 若いブルガリア(大江健三郎) ユーゴ民族芸
術の旅(阿部展也) 民族と抵抗のエネルギー(羽仁進) 解説:も ◆OH
う一つの世界(大宅壮一) ソヴィエート連邦

OH/29/13 1109013746 昇曙夢／著
国民図書刊行会 １９５２．１
(６，２１０ｐ　図版５枚 ２２ｃｍ)

◆OH 世界の国々
世界の旅 ６ ロシア－地理
大宅壮一／［ほか］編 OH/29/2 1109010031
中央公論社 １９６２．５
(４３２ｐ １８ｃｍ)
美しいカリフォルニヤ(阿川弘之) シスコ・ニューヨーク四日 ◆OH
三晩(山本祐義) ニューヨーク探検(小田実) サンタ・フェの雪 ソ連自動車旅行
(大岡昇平) 南部の中都会(安岡章太郎) アメリカ大学巡り(前 桶谷繁雄／著
田陽一) アメリカのモテル(川島武宜) 3ドル・アメリカ旅行( 文芸春秋新社 １９６１．９
富田英三) カナダ横断ドライブ行(吉阪隆正) アラスカの氷(東 (２６２ｐ ２０ｃｍ)
晃) 解説:日本を背負う旅(永井道雄) OH/29/58 1109013886

OH/29/14 1109013753

◆OH
◆OH 滞欧六年

世界のみなと 森恭三／著
本郷寿茂／著 朝日新聞社 １９５９．１１
修道社 １９５８．１１ (２９５ｐ ２０ｃｍ)
(２５９ｐ １９ｃｍ) ヨーロッパ－紀行

OH/29/27 1109014207 OH/29/129 1109016095

◆OH ◆OH
世界旅行 大東京年鑑 １９６１年
浅井治平／著 同盟通信社 １９６１．５
偕成社 １９５３．１ (９７６，２６６ｐ ２６ｃｍ)
(２８３，６ｐ ２２ｃｍ) 東京都－年鑑
図説文庫 OH/29/67 1109027886

OH/29/6 1109010072

◆OH
◆OH 大東京年鑑 １９６２年

石油に浮かぶ国 -クウェートの歴史と現実- 同盟通信社 １９６２．４
牟田口義郎／著 (９７６，２６４ｐ ２６ｃｍ)
中央公論社 １９６５．８ 東京都－年鑑
(２０５，５ｐ １８ｃｍ) OH/29/68 1109027894
中公新書
クウェート－歴史

OH/29/21 1109014165 ◆OH
大洋州
松丸志摩三／著

◆OH 国民図書刊行会 １９５１．１０
全国新温泉案内 (４，２０９ｐ　図版４枚 ２２ｃｍ)
日本旅行協会／編 世界の国々
鶴書房 １９５８．１０ ニュージーランド－地理 オーストラリア－地理
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OH/29/4 1109010056 ◆OH
中国を訪ねて
田畑金光／著

◆OH いわき市各界友好訪中団 １９７７．１１
種のないところに芽はでない (１８４ｐ ２２ｃｍ)
守谷正毅／著 OH/29/227 1109020543
守谷正毅 １９６１．１２
(２４８ｐ ２２ｃｍ)

OH/29/105 1109014108 ◆OH
中国・四国
松田清／編

◆OH 改訂２４版
誰も書かなかったソ連 日本交通公社 １９７２．１２
鈴木俊子／著 (２５０，５ｐ １９ｃｍ)
サンケイ新聞社出版局 １９７０．６ 最新旅行案内
(２６２ｐ １９ｃｍ) OH/29/246 1109020667
ロシア－社会

OH/29/199 1109016301
◆OH

中南米を行く
◆OH 青木幸治／［ほか］著

地球のオアシス琵琶湖論 創成編 二見書房 １９６０．１１
宮部誠一朗・村田親弘／共著 (２５４ｐ １９ｃｍ)
琵琶湖研究会 １９７８．６ 紀行シリーズ
(２００ｐ １９ｃｍ) OH/29/169 1109016228
琵琶湖

OH/29/253 1109339166
◆OH

中国・四国・瀬戸内海
◆OH 日本交通公社／編

地中海のほとり 日本交通公社 １９６１．８
牟田口義郎／著 (２２２，５ｐ １８ｃｍ)
朝日新聞社 １９７１．８ 最新旅行案内
293.09 瀬戸内海
(２７２ｐ １９ｃｍ) OH/29/90 1109014538
地中海諸国－紀行・案内記

OH/29/217 1109016483
◆OH

朝鮮幽囚記
◆OH ヘンドリック・ハメル／著 生田滋／訳

地中海文明印象記 平凡社 １９６９
太田秀通／著 (２５２ｐ １８ｃｍ)
岩波書店 １９６３．６ 東洋文庫
(２８８ｐ １９ｃｍ) 付：参考文献

OH/29/41 1109014306 済州島 朝鮮－紀行
OH/29/96 1109014561

◆OH
中央アメリカ ◆OH
世界文化社 １９６５．１１ ツヴァイク全集 １６
(１４６ｐ ２８ｃｍ) ツヴァイク／著
世界文化シリーズ みすず書房 １９６２．７

OH/29/139 1109027951 (３７８ｐ １８ｃｍ)
OH/29/215 1109016467

◆OH
中華人民共和国 ◆OH
ＮＨＫ特別報道班／編 剣と蝸牛の国コンゴー -黒い大陸の明るい人達-
日本放送出版協会 １９６５．５ 山本玲子／著
(２６１ｐ ２１ｃｍ) 野田経済社 １９６１．９

OH/29/52 1109014371 (２４７ｐ １９ｃｍ)
OH/29/82 1109014488

◆OH
中近東 ◆OH
甲斐静馬／著 転換期の東西両世界を行く
岩波書店 １９５７．９ 林三郎／著
(７，２０３ｐ　図版１枚 １８ｃｍ) 鹿島研究所出版会 １９６３．１２
岩波新書 (３０２ｐ １９ｃｍ)
中近東 OH/29/86 1109014504

OH/29/42 1109014314
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◆OH
ドイツ OH/29/224 1109020527
世界文化社 １９６５．１２
(１４６ｐ ２８ｃｍ)
世界文化シリーズ ◆OH

OH/29/136 1109027928 那須・塩原
松田清／編
日本交通公社 １９７１．８

◆OH (１１９ｐ １９ｃｍ)
東海道 -昔と今- ポケットガイド
徳力富吉郎／著 栃木県－紀行・案内記
保育社 １９６２．７ OH/29/212 1109016434
(１２７ｐ １５ｃｍ)
カラーブックス

OH/29/161 1109016145 ◆OH
南夢三方
井上五郎／著

◆OH 日本電気協会新聞部電気新聞事業開発局 １９６３．１１
東京風土図 １ (２１４ｐ １９ｃｍ)
産経新聞社会部／編 OH/29/101 1109014595
社会思想研究会出版部 １９６１．７
(５１５ｐ １５ｃｍ)
現代教養文庫 ◆OH
千代田区,品川区,渋谷区,港区,大田区,中野区,新宿区,目黒区, 何でも見てやろう
杉並区,文京区,世田谷区. 小田実／著

OH/29/103 1109014603 河出書房新社 １９６１．３
(３５２ｐ １９ｃｍ)

OH/29/124 1109016517
◆OH

東北
再版 ◆OH
日本交通公社 １９７２．５ 南米通信 -アマゾン・アンデス・テラローシャ-
(１１９ｐ １９ｃｍ) 渋沢敬三／著
ポケットガイド 角川書店 １９５８．７
東北地方－紀行・案内記 (３３７ｐ １９ｃｍ)

OH/29/211 1109016426 OH/29/30 1109013795

◆OH ◆OH
東洋史の散歩 南洋地理大系 第４巻
岩村忍／著 飯本信之，佐藤弘／共編
新潮社 １９７０．１１ ダイヤモンド社 １９４２．７
(２４１ｐ ２０ｃｍ) (４２９ｐ ２２ｃｍ)
新潮選書 OH/29/179 1109020410
図版あり
アジア－歴史 遊牧民

OH/29/135 1109016582 ◆OH
南洋地理大系 第１巻
飯本信之，佐藤弘／共編

◆OH ダイヤモンド社 １９４２．４
泥と炎のインドシナ -毎日新聞特派員団の現地報告- (３３８ｐ ２２ｃｍ)
大森実／監修 OH/29/176 1109016640
毎日新聞社 １９６５．３
(２５４ｐ　図版 １９ｃｍ)
ベトナム－社会 ◆OH

OH/29/84 1109014496 南洋地理大系 第３巻
飯本信之，佐藤弘／編
ダイヤモンド社 １９４２．８

◆OH (３９５ｐ　図版４枚 ２２ｃｍ)
十和田・八幡平 -八甲田，下北半島，田沢湖，男鹿半島- 南洋－叢書
松田清／編 OH/29/178 1109016509
日本交通公社 １９７１．７
(１１９ｐ １９ｃｍ)
ポケット・ガイド ◆OH

OH/29/210 1109016418 南洋地理大系 第２巻
飯本信之，佐藤弘／編
ダイヤモンド社 １９４２．６

◆OH (４０４ｐ　図版４枚 ２２ｃｍ)
十和田・八幡平・松島 南洋－叢書
矢吹勝二／著 OH/29/177 1109016491
５版
日本交通公社 １９６５．１
(１冊 １９ｃｍ) ◆OH
ガイド・シリーズ 南洋地理大系 第６巻
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飯本信之，佐藤弘／編 松本真理子，福本昭子／著
ダイヤモンド社 １９４２．５ 光文社 １９６０．１１
(４２１ｐ ２２ｃｍ) (２２５ｐ １８ｃｍ)

OH/29/181 1109020436 Ｋａｐｐａ　ｂｏｏｋｓ
OH/29/120 1109014694

◆OH
南洋地理大系 第７巻 ◆OH
飯本信之，佐藤弘／共編 バルカンの赤い星ユーゴスラヴィヤ
ダイヤモンド社 １９４２．１０ 久留島秀三郎／著
(４１１ｐ ２２ｃｍ) 相模書房 １９６７．１０

OH/29/182 1109020444 (４４１ｐ １９ｃｍ)
OH/29/140 1109016590

◆OH
南洋地理大系 第５巻 ◆OH
飯本信之，佐藤弘／共編 バルン氷河紀行
ダイヤモンド社 １９４２．９ 福田宏年／著
(３６３ｐ ２２ｃｍ) 講談社 １９６４．１０

OH/29/180 1109020428 (１８２ｐ １８ｃｍ)
ヒマラヤ－登山

OH/29/94 1109014553
◆OH

南洋地理大系 第８巻
飯本信之，佐藤弘／著 ◆OH
ダイヤモンド社 １９４２．１１ 繁栄の国オーストラリア
(３８６ｐ　図版６枚 ２２ｃｍ) Ｂ．Ｒ．バリー／編
南洋－叢書 コマーシャル・バンク・オブ・オーストラリア １９６８．９

OH/29/183 1109020451 (２４３ｐ ２３ｃｍ)
OH/29/170 1109016236

◆OH
西ドイツ -ゲルマン気質- ◆OH
井手重昭／著 東アジア
日本放送出版協会 １９７０．１１ 柴三九男／著
(２５５ｐ　図版 １９ｃｍ) 国民図書刊行会 １９５１．１０
ドイツ－社会 (６，２２５ｐ　図版５枚 ２２ｃｍ)

OH/29/193 1109016707 世界の国々
東アジア－地理

OH/29/1 1109010023
◆OH

日本人物風土誌 -郷土を築いた人びと-
深津準之助／編 ◆OH
東京新聞社 １９６５．５ 東から西へ -世界一周旅行記-
(４６４ｐ ３１ｃｍ) アーノルド・トインビー／著 黒沢英二／訳

OH/29/229 1109027746 毎日新聞社 １９５９．６
(２１４ｐ ２０ｃｍ)

OH/29/167 1109016202
◆OH OH/29/198 1109016293

日本総覧
日本産業観光協会 １９６２．１０
(５０４ｐ ３３ｃｍ) ◆OH
日本－地誌 東の大寺

OH/29/145 1109023265 佐保山堯海／写真 上司海雲／著 杉本健吉／写真
淡光新社 １９６０．１２
(１３１ｐ ２２ｃｍ)

◆OH 東大寺
日本総覧 OH/29/73 1109013944
［日本産業観光協会］ ［出版年不明］
(１冊 ３３ｃｍ)

OH/29/148 1109027993 ◆OH
東半球とび歩き
鍛冶良作／著

◆OH 鍛冶良作後援会 １９６６．４
日本の街道 (１１７ｐ ２１ｃｍ)
中部日本新聞社／編 OH/29/87 1109014512
人物往来社 １９６３．３
(２３２ｐ １９ｃｍ)

OH/29/102 1109014090 ◆OH
東ヨーロッパ
世界文化社 １９６６．３

◆OH (１４６ｐ ２８ｃｍ)
裸足の王国 -日本女性アフリカ進駐記- 世界文化シリーズ
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OH/29/138 1109027944 ◆OH
ブラジル -世界写真集　アマゾン・移民・コーヒー-
飯山達雄／著

◆OH 帝国書院 １９６４．１
ビジネスマンの眼 -日本のお得意さま- (１８４ｐ ３１ｃｍ)
城戸尚夫／著 OH/29/158 1109023349
六月社 １９５８．１０
(２１８ｐ １９ｃｍ)

OH/29/166 1109016194 ◆OH
ブラジル踏破一萬二千キロ
岸本丘陽／著

◆OH 曠野社 １９６２．１
氷晶 -日本民族の風土的考察- (３２１ｐ １９ｃｍ)
小笠原和夫／著 OH/29/66 1109013928
古今書院 １９７２．６
(２３７ｐ １９ｃｍ)

OH/29/247 1109020675 ◆OH
フランス海岸を歩く
鈴木良三／著

◆OH 旅行読売出版社 １９７５．９
ふうらい坊留学記 -日本青年、アメリカ西部を荒らす- (１２４ｐ ２２ｃｍ)
安川実／著 OH/29/249 1109317287
光文社 １９６０．１１
(２７４ｐ １８ｃｍ)
Ｋａｐｐａ　ｂｏｏｋｓ ◆OH
アメリカ合衆国－紀行 フランス生活あ・ら・かると

OH/29/115 1109014652 野村二郎／著
白水社 １９５８．９
(１６５ｐ １８ｃｍ)

◆OH OH/29/43 1109014322
福祉国家の明暗 -スウェーデンの印象-
キャスリン・ノット／著 森山真弓／訳
河出書房 １９６４．９ ◆OH
(２５１ｐ １９ｃｍ) ふるさと今昔
スウェーデン－事情 朝日新聞社日曜版／編

OH/29/99 1109014587 学芸書林 １９７４．１
(１７３ｐ ２７ｃｍ)

OH/29/221 1109020493
◆OH

福祉国家論 -北欧三国を巡って-
武藤光朗／編 ◆OH
社会思想社 １９６５．１１ 変貌する東南アジア
(３１６，８ｐ １９ｃｍ) 松原俊朗／著
社会福祉 社会政策 毎日新聞社 １９６０．５

OH/29/100 1109014082 (２５８ｐ　図版 １９ｃｍ)
東南アジア－社会

OH/29/60 1109013894
◆OH

冬の旅
大伴道子／著 ◆OH
甲鳥書林 １９６２．４ 遍路日記 -乞食行脚三百里-
(８３ｐ １８×１９ｃｍ) 鍵田忠三郎／著

OH/29/109 1109016020 ８版
協同出版 １９７５．８
(２，２２８ｐ １９ｃｍ)

◆OH 空海（四国霊場・巡礼）
ブラジリアへの５００年 -物語ブラジル史- 前編 OH/29/231 1109020568
古野菊生／著
帝国書院 １９６３．８
(２８３ｐ １９ｃｍ) ◆OH
ブラジル－歴史 訪ソ日記

OH/29/131 1109016566 木村守江／著
〔木村守江〕 １９７０．１１
(１７４ｐ １９ｃｍ)

◆OH OH/29/216 1109016475
ブラジリアへの５００年 -物語ブラジル史- 後編
古野菊生／著
帝国書院 １９６３．８ ◆OH
(３３８ｐ １９ｃｍ) 防長風土記
ブラジル－歴史 野村春畝／著

OH/29/132 1109016103 青雲社 １９５７．１２
(１，９２６ｐ　図版１２枚 ３１ｃｍ)
山口県－歴史
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OH/29/143 1109027969 各章末:参考文献 年譜・著述目録:p549～554.
地理学

OH/29/239 1109020618
◆OH

ぼくの敦煌 -中国旅行記-
千方可／著 武者小路だより編集部／編 ◆OH
官休庵 １９８６．１ 街並みの美学
(１０９ｐ １９ｃｍ) 芦原義信／著

OH/29/256 1109336329 岩波書店 １９７９．２
(１１，２６２，１６ｐ ２２ｃｍ)
内容：建築の空間領域，街並みの構成，空間に関するいくつか

◆OH の考察，世界の街並みの分析　巻末：参考文献
北米大陸を行く 都市計画
ＮＨＫ特別報道班／編 OH/29/89 1109014520
日本放送出版協会 １９６１
(２９８ｐ　図版共 ２１ｃｍ)
アメリカ－紀行 ◆OH

OH/29/28 1109014215 松江 -その歴史と伝説-
速水保孝／文 岡田憲佳／写真
島根郷土資料刊行会 １９７４．４

◆OH (９３ｐ（おもに図） １９ｃｍ)
北報南告 OH/29/237 1109020592
中山正善／著
天理教道友社 １９６０．１０
(２６６ｐ ２１ｃｍ) ◆OH

OH/29/88 1109014033 まっている国 -東南ア見聞記-
鈴木正／著
東京書房 １９６２．１

◆OH (３１８ｐ １９ｃｍ)
北陸 -若狭湾　能登半島　立山　黒部- 東南アジア－紀行
松田清／編 OH/29/127 1109016533
改訂１６版
日本交通公社 １９６２．６
(１９２，４ｐ １９ｃｍ) ◆OH
最新旅行案内 マロレレイ（こんにちわ）トンガ王国

OH/29/214 1109016459 大森脩平／著
日本トンガ協会 １９７３．１１
(９６ｐ ２５×２５ｃｍ)

◆OH OH/29/235 1109027779
北海道の旅
細谷幸七／著
４版 ◆OH
山と渓谷社 １９６８．４ 萬葉大和風土記
(１４０，１６ｐ　図版２枚　 １９ｃｍ) 堀内民一／著
アルパイン・ガイド 人文書院 １９６２．８

OH/29/192 1109016699 (３５５ｐ ２２ｃｍ)
OH/29/74 1109013951

◆OH
ポルトガル -Ｐｏｒｔｕｇａｌ- ◆OH
日本万国博覧会ポルトガル政府代表事務局 １９７０ みちのくの宿駅
(１５５ｐ ２２×１９ｃｍ) 河北新報社編集局／編

OH/29/230 1109020550 再版
淡交新社 １９６３．４
(２２４ｐ ２２ｃｍ)

◆OH OH/29/130 1109016558
ボンとモスクワの間 -戦後のドイツ問題-
Ｐ．ゼーテ／著 朝広正利／訳
岩波書店 １９５９．１ ◆OH
(４，２２８ｐ　図版１枚 １８ｃｍ) 緑とひつじとパブの島 -アイルランド・イギリスからの手紙-
岩波新書 高木由美子
ドイツ－対外関係 清文社 １９７４．７

OH/29/57 1109014405 (１１２ｐ １９ｃｍ)
OH/29/232 1109020576

◆OH
桝田一二地理学論文集 ◆OH
桝田一二地理学論文集刊行会／編 南アジア・大洋州開発選書 ４
弘詢社 １９７６．８ 鹿島研究所 １９６７．９
(５５６ｐ ２２ｃｍ) (３０４ｐ １８ｃｍ)
済州島の地理学的研究.都市化および集落の研究.東京西郊の都 OH/29/168 1109016210
市化現象の地理学的研究.満州および青島について.産業の地域
性について.遺稿「済州島の変質変貌について」の講演要旨. 
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◆OH
◆OH ヨーロッパ公演旅行記

南アジア・大洋州開発選書 第３ 玉川大学欧州派遣演劇舞踊団／編
鹿島平和研究所／編 玉川大学出版部 １９６８．１２
鹿島研究所出版会 １９６８．１０ (４１２，２８ｐ １９ｃｍ)
(３０３ｐ　地図 １９ｃｍ) OH/29/20 1109014157
南アジア－経済 オセアニア－経済

OH/29/195 1109016269
◆OH

ヨーロッパ手帳
◆OH 小島亮一／著

南アメリカを旅して 朝日新聞社 １９６１．７
金子正則，今雪真一／共著 (２３２ｐ ２０ｃｍ)
香川県広報文書課 １９５７．９ OH/29/37 1109014264
(４，２８０ｐ １９ｃｍ)
南アメリカ－紀行

OH/29/25 1109014199 ◆OH
ヨーロッパの横顔 -自然・人・文化-
増田四郎／著

◆OH 平凡社 １９５７．１０
南ヴェトナム戦争従軍記 (２４７ｐ ２２ｃｍ)
岡村昭彦／著 OH/29/34 1109014249
岩波書店 １９６５．１
(２２６ｐ １８ｃｍ)
岩波新書 ◆OH
ベトナム戦争 ヨーロッパ早巡り -初めて外遊される方のために-

OH/29/116 1109016053 松岡知祐／著
南海航空 １９５９．６
(１８２ｐ ２０ｃｍ)

◆OH OH/29/36 1109014256
南太平洋ひるね旅
北杜夫／著
新潮社 １９６２．６ ◆OH
(２５８ｐ １７ｃｍ) ヨ－ロッパの旅とアメリカの生活
ポケット・ライブラリ 伊藤整／著
太平洋諸島－紀行・案内記 新潮社 １９６１．１２

OH/29/95 1109014066 (３８４ｐ ２２ｃｍ)
OH/29/33 1109014231

◆OH
南ヨーロッパを行く ◆OH
一戸久／［ほか］著 ライフワールドライブラリー １５
日本放送出版協会 １９６２．９ ライフ編集部／編
(２７３ｐ ２１ｃｍ) 時事通信社 １９６３．１０

OH/29/35 1109013811 (１６０ｐ　図版共 ２８ｃｍ)
スカンジナビア－事情

OH/29/156 1109023323
◆OH

夢の国トンガ
木村守江／著 ◆OH
桐書房 １９６１．９ ライフワールドライブラリー ４
(１０８ｐ　図版１２枚 １９ｃｍ) ライフ編集部／編
トンガ－紀行 時事通信社 １９６２．４

OH/29/154 1109016608 (１５６ｐ　図版 ２８ｃｍ)
日本－事情

OH/29/157 1109023331
◆OH

洋酒天国 -世界の酒の探訪記-
佐治敬三／著 ◆OH
文藝春秋 １９６０．１２ ライン河物語 -私のヨ－ロッパ案内-
(２４１ｐ ２０ｃｍ) 笹本駿二／著

OH/29/126 1109016525 岩波書店 １９７４
(２２４ｐ １８ｃｍ)
岩波新書

◆OH ライン川
ヨガの楽園 -秘境インド探検記- OH/29/248 1109020683
沖正弘／著
光文社 １９６２．１０
(２０１ｐ １８ｃｍ) ◆OH
カッパ・ブックス ラテン・アメリカ紀行

OH/29/108 1109014629 田中耕太郎／著
岩波書店 １９４０．１０
(９８２ｐ ２０ｃｍ)

OH/29/26 1109013779
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OH/29/48 1109013837

◆OH
ラテンアメリカ見聞録 -特派員の目・中南米編- ◆OH
菊池育三／著 わが国の人口集中地区 -昭和３５年国勢調査による人口集中地
朝日ソノラマ １９７７．４ 区の人口，面積および地図-
(２５２ｐ １９ｃｍ) 総理府統計局／編

OH/29/254 1109328045 日本統計協会 １９６２．３
(１冊 ３１ｃｍ)
総合篇

◆OH 日本－国勢調査
ラテン・アメリカ報告 OH/29/144 1109027977
吉田実／著
青林書院新社 １９６６．１
(３６０ｐ ２０ｃｍ) ◆OH

OH/29/29 1109013787 私の休日
平井平治／著
平井平治 １９６９．５

◆OH (３３６ｐ １９ｃｍ)
陸中海岸 -仙台，松島，鳴子，中尊寺，花巻，下北半島- 紀行
松田清／編 OH/29/141 1109016129
日本交通公社 １９７１．７
(１１９ｐ １９ｃｍ)
ポケットガイド ◆OH

OH/29/209 1109016400 私の世界旅日記 -経営談話抄- 第４巻
岡田茂／［著］
東京アド・バンク １９７８．５

◆OH (２７２ｐ １９ｃｍ)
歴史の旅 続 OH/29/240 1109020626
文化財調査会／編 亀井勝一郎／監修
人物往来社 １９６０．１１
(２７０ｐ　地図 ２２ｃｍ) ◆OH

OH/29/78 1109013993 私の中国旅行
野上弥生子／著
岩波書店 １９５９．２

◆OH (７，２０７ｐ １８ｃｍ)
歴史の旅 岩波新書
文化財調査会／編 亀井勝一郎／監修 中国－紀行
人物往来社 １９６０．１ OH/29/54 1109014389
(２５２ｐ ２２ｃｍ)

OH/29/77 1109013985
◆OH

私の見た中南米と欧米の国々
◆OH 中川以良／著

六億の蟻 -私の中国旅行記- 時事通信社 １９６９．１０
ロベール・ギラン／著 井上勇／訳 (４１０ｐ ２２ｃｍ)
文芸春秋新社 １９５７．７ アメリカ合衆国－紀行 ラテン・アメリカ－紀行 ヨ－ロッパ－
(２９２ｐ ２０ｃｍ) 紀行
中国－事情 OH/29/174 1109016624

OH/29/53 1109013860

◆OH
◆OH 私の見た欧米の観光経済事情

ロワール紀行 畠山鶴吉／著
岡野喜一郎／著 緑地社 １９５８．１１
経済往来社 １９７９．５ (１１３ｐ １９ｃｍ)
(３２２ｐ １７×１４ｃｍ) OH/29/40 1109014298
フランス（南部）－紀行・案内記

OH/29/255 1109336170
◆OH

Ａｍｅｒｉｃａ’ｓ　ｈｉｓｔｏｒｙｌａｎｄｓ -Ｌａｎｄｍ
◆OH ａｒｋｓ　ｏｆ　Ｌｉｂｅｒｔｙ-

ロンドン案内 Ｎａｔｉｏｎａｌ　Ｇｅｏｇｒａｐｈｉｃ　Ｓｏｃｉｅｔｙ 
在連合王国日本国大使館 １９５９．５ １９６２
(１０８，１２ｐ ２１ｃｍ) (５７６ｐ ２６ｃｍ)

OH/29/50 1109013852 OH/29/258 1109339471

◆OH ◆OH
ロンドン－東京５万キロ -国産車ドライブ記- Ａｒｇｅｎｔｉｎａ -ｔｕｒｉｓｔｉｃａ-
辻豊，土崎一／共著 Ｄｅｌｒｏｉｓｓｅ ［１９－－］
朝日新聞社 １９５７．５ (１８８ｐ ２８ｃｍ)
(３０６ｐ　図版 １９ｃｍ) 2-85518-025-2
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◆OH
OH/29/257 1109339380 Ｇｕａｌｅ，ｔｈｅ　Ｇｏｌｄｅｎ　ｃｏａｓｔ　ｏｆ　Ｇｅ

ｏｇｉａ
ｐｈｏｔｏｇｒａｐｈｓ　ｂｙ　Ｊａｍｅｓ　Ｖａｌｅｎｔｉ

◆OH ｎｅ ｔｅｘｔ　ｂｙ　Ｒｏｂｅｒｔ　Ｈａｎｉｅ ｅｄｉｔｅ
Ａｒｏｕｎｄ　ｔｈｅ　ｗｏｒｌｄ　ｉｎ　１，０００　ｐｉ ｄ　ｂｙ　Ｋｅｎｎｅｔｈ Ｂｒｏｗｅｒ
ｃｔｕｒｅｓ -ａ　ｐｈｏｔｏｇｒａｐｈｉｃ　ｅｎｃｙｃｌ Ｆｒｉｅｎｄｓ　ｏｆ　ｔｈｅ　Ｅａｒｔｈ ［１９７４］
ｏｐｅｄｉａ　ｏｆ　ｔｒａｖｅｌ　ｔｏ　ｆｏｒｅｉｇｎ　 (１４２ｐ ３５ｃｍ)
ｌａｎｄｓ- Ｔｈｅ　ｅｒａｔｈ’ｓ　ｗｉｌｄ　ｐｌａｃｅｓ
ｅｄｉｔｅｄ　ｂｕ　Ａ．　Ｍｉｌｔｏｎ　Ｒｕｎｙｏｎ． 0-913890-02-2
Ｄｏｕｂｌｅｄａｙ １９５４ OH/29/260 1109339398
(４４８ｐ ２２ｃｍ)

OH/29/218 1109020469
◆OH

Ｇｕｉｄｅ　ｔｏ　ｇｏｖｅｒｎｍｅｎｔ　ｉｎ　Ｈａｗａｉ
◆OH ｉ

Ｔｈｅ　Ｂｅａｕｔｉｆｕｌ　Ｎｏｒｔｈｗｅｓｔ Ｌｅｇｉｓｌａｔｉｖｅ　Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　Ｂｕｒｅａｕ
ｂｙ　Ｔｈｅ　ｅｄｉｔｏｒｓ　ｏｆ　Ｓｕｎｓｅｔ　Ｂｏｏ  １９６１．１２
ｋｓ　ａｎｄ　Ｓｕｎｓｅｔ　Ｍａｇａｚｉｎｅ (９５ｐ ２３ｃｍ)
Ｌａｎｅ　Ｍａｇａｚｉｎｅ　＆　Ｂｏｏｋ　Ｃｏ． １９７ OH/29/125 1109016087
０．９
(２５５ｐ ２９ｃｍ)
Ａ　Ｓｕｎｓｅｔ　ｐｉｃｔｏｒｉａｌ ◆OH

OH/29/234 1109027761 Ｈａｗａｉｉ
ｂｙ　Ｊａｍｅｓ　Ａ．　Ｍｉｃｈｅｎｅｒ．
Ｂａｎｔａｍ　Ｂｏｏｋｓ １９６１．１

◆OH (９０５ｐ １８ｃｍ)
Ｂｌａｎｄｔ　ｎｙｅ　Ｎａｂｏｅｒ OH/29/98 1109014579
Ｈ．Ｃ．Ｈａｎｓｅｎ．
Ｆｒｅｍａｄ １９５７
(１１９ｐ ２４ｃｍ) ◆OH

OH/29/133 1109016574 Ｔｈｅ　Ｈａｗａｉｉａｎｓ
ｄｉｒｅｃｔｅｄ　ａｎｄ　ｐｈｏｔｏｇｒａｐｈｅｄ　ｂｙ
　Ｒｏｂｅｒｔ　Ｂ．Ｇｏｏｄｍａｎ　

◆OH Ｉｓｌａｎｄ　Ｈｅｒｉｔａｇｅ　Ｌｉｍｉｔｅｄ ［１９７
Ｂｕｄａｐｅｓｔ ０］
ｔｅｘｔ　ｂｙ　Ｌａｊｏｓ　Ｍａｓｔｅｒｈáｚｉ． (２８４ｐ，ｃｏｌｏｒ　ｉｌｌｕｓｔｒａｔｉｏｎｓ ２６ｃ
Ｃｏｒｖｉｎａ １９６９ ｍ)
(１ｖ． ２１×２３ｃｍ) OH/29/259 1109340636

OH/29/201 1109016335

◆OH
◆OH Ｔｈｅ　Ｈａｗａｉｉ　ｂｏｏｋ -ｓｔｏｒｙ　ｏｆ　ｏｕｒ

Ｃｏｌｏｎｉａｌ　Ｗｉｌｌｉａｍｓｂｕｒｇ -ｉｔｓ　ｂｕ 　ｉｓｌａｎｄ　ｐａｒａｄｉｓｅ-
ｉｌｄｉｎｇｓ　ａｎｄ　ｇａｒｄｅｎｓ- Ｊ．Ｇ．　Ｆｅｒｇｕｓｏｎ　Ｐｕｂｌｉｓｈｉｎｇ　Ｃｏｍ
ｂｙ　Ａ．Ｌａｗｒｅｎｃｅ　Ｋｏｃｈｅｒ ｂｙ　Ｈｏｗａ ｐａｎｙ １９６１
ｒｄ　Ｄｅａｒｓｔｙｎｅ (３３６ｐ ２９ｃｍ)
Ｒｅｖ．ｅｄ OH/29/153 1109023307
Ｃｏｌｏｎｉａｌ　Ｗｉｌｌｉａｍｓｂｕｒｇ １９６１
(１０４ｐ ２７ｃｍ)
ａ　ｄｅｓｃｒｉｐｔｉｖｅ　ｔｏｕｒ　ｏｆ　ｔｈｅ　ｒｅ ◆OH
ｓｔｏｒｅｄ　ｃａｐｉｔａｌ　ｏｆ　ｔｈｅ　Ｂｒｉｔｉｓ Ｊａｐａｎｅｓｅ　Ｇａｒｄｅｎｓ -ａ　ｇｕｉｄｅ　ｔｏ　
ｈ　ｃｏｌｏｎｙ　ｏｆ　Ｖｉｒｇｉｎｉａ ｆｒｏｍ　ａｎｄ　ｓｅｒｅｎｉｔｙ　ｉｎ　ｃｏｎｔｅｍｐ

OH/29/155 1109023315 ｏｒａｒｙ　ｌｉｖｉｎｇ-
Ｉｌｌｕｓ．　ｂｙ　Ｋａｎｔｏ　Ｓｈｉｇｅｍｏｒｉ Ｔｅ
ｘｔ　ｂｙ　Ｎｅｗｓｏｍ　Ｓａｍｕｅｌ

◆OH Ｔｏｋｏｙｏ　Ｎｅｗｓ　Ｓｅｒｖｉｃｅ １９６０
Ｔｈｅ　Ｆａｂｅｒ　ａｔｌａｓ (１９５ｐ ３５ｃｍ)
ｅｄｉｔｅｄ　ｂｙ　Ｄ．Ｊ．Ｓｉｎｃｌａｉｒａ． OH/29/150 1109023273
４ｔｈ　ｒｅｖｉｓｅｄ　ｅｄｉｔｉｏｎ
Ｇｅｏ　Ｐｕｂｌｉｓｈｉｎｇ １９６４
(１５４，４４ｐ ３１ｃｍ) ◆OH

OH/29/208 1109027720 Ｔｈｅ　Ｊａｐａｎ　ｏｆ　Ｔｏｄａｙ
ｃｏｍｐｉｌｅｄ　ｂｙ　　Ｍｉｎｉｓｔｒｙ　ｏｆ　Ｆｏｒ
ｅｉｇｎ　Ａｆｆａｉｒｓ

◆OH Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｓｏｃｉｅｔｙ　ｆｏｒ　Ｅｄ
Ｔｈｅ　５０ｔｈ　ｙｅａｒ　ｏｆ　ｍｉｎｉｓｔｒｙ　ｏｆ ｕｃａｔｉｏｎａｌ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ １９７１
　ｅｃｏｎｏｍｉｃ　ａｆｆａｉｒｓ (１１４ｐ ２６ｃｍ)
Ｐｒａ　Ｃｈａ　Ｃｈａｎｇ １９６９ OH/29/187 1109023406
(８４ｐ ２３ｃｍ)

OH/29/173 1109016616
◆OH

Ｌａｎｄ　ｏｆ　ｔｈｅ　ｓｏｕｔｈｅｒｎ　ｃｒｏｓｓ　Ａ
ｕｓｔｒａｌｉａ
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ｂｙ　Ｂｒｙｃｅ　Ｋｉｎｎｅａｒ． ◆OH
Ａｕｓｔｒａｌｉａｎ　ｐｕｂｌｉｃｉｔｙ　ｃｏｕｎｃｉｌ Ｔｈｅ　Ｕｎｉｔｅｄ　Ｎａｔｉｏｎｓ　ａｎｄ　ｈｏｗ　ｉ
 １９５６ ｔ　ｗｏｒｋｓ
(１５２ｐ ３０ｃｍ) ｂｙ　Ｃｏｙｌｅ　Ｄａｖｉｄ　Ｃｕｓｈｍａｎ

OH/29/152 1109023299 Ｒｅｖ．
Ｎｅｗ　Ａｍｅｒｉｃａｎ　Ｌｉｂｒａｒｙ １９５８
(２０８ｐ １８ｃｍ)

◆OH Ａ　Ｍｅｎｔｏｒ　ｂｏｏｋ
Ｌｏｎｄｏｎ　ｉｎ　ｃｏｌｏｕｒ OH/29/97 1109014074
Ｂ．Ｔ．　Ｂａｔｓｆｏｒｄ １９６１
(７０ｐ ２３ｃｍ)
Ｂａｔｓｆｏｒｄ　ｃｏｌｏｕｒ　ｂｏｏｋｓ ◆OH

OH/29/49 1109013845 Ｗｅｌｃｏｍｅ　ｔｏ　Ｃｚｅｃｈｏｓｌｏｖａｋｉａ -ｔｏ
ｕｒｉｓｔ　ｒｅｖｉｅｗ（ｑｕａｒｔｅｒｌｙ）- １９６７
-４

◆OH ｔｈｅ　Ｃｚｅｃｈｏｓｌｏｖａｋ　Ｎｅｗｓ　Ａｇｅｎｃｙ
Ｍøｒｅ　ｏｇ　Ｒｏｍｓｄａｌ -ｉ　ｂｉｌｄｅｒ- 　ｆｏｒ　ｔｈｅ　Ｇｏｖｅｒｎｍｅｎｔ　Ｃｏｍｍｉｔｔｅ
Ｆｙｌｋｅｓｕｔｖａｌｇｅｔ　ｉ　Ｍøｒｅ　ｏｇ　Ｒｏｍ ｅ　ｆｏｒ　Ｔｏｕｒｉｓｍ　 １９６７
ｓｄａｌ． (６３ｐ ３１ｃｍ)
Ｊｏｈａｎ　Ｇｒｕｎｄｔ　Ｔａｎｕｍ　Ｆｏｒｌａｇ １９ OH/29/252 1109311124
６１
(９６ｐ ３０ｃｍ)

OH/29/151 1109023281 ◆OH
Ｗｏｒｌｄ　ａｔｌａｓ　ａｎｄ　ｇａｚｅｔｔｅｅｒ -ｐｒ
ｅｓｅｎｔｉｎｇ　ｔｈｅ　ｗｏｒｌｄ　ｉｎ　ｉｔｓ　ｇｅ

◆OH ｏｇｒａｐｈｉｃａｌ，ｐｈｙｓｉｃａｌ　ａｎｄ　ｃｏｍｍ
Ｎｅｗ　Ｊａｐａｎ Ｖｏｌ．１４ ｅｒｃｉａｌ　ａｓｐｅｃｔｓ-
Ｔｈｅ　Ｍａｉｎｉｃｈｉ　Ｎｅｗｓｐａｐｅｒｓ Ｐ．Ｆ．Ｃｏｌｌｉｅｒ　＆　Ｓｏｎ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏ
Ｔｈｅ　Ｍａｉｎｉｃｈｉ　Ｎｅｗｓｐａｐｅｒｓ １９６２ ｎ １９５５
(３３５ｐ ３６ｃｍ) (４８０ｐ ３７ｃｍ)

OH/29/149 1109028009 世界地図
OH/29/243 1109027787

◆OH
Ｐｈｉｌｉｐｓ’ｐｏｃｋｅｔ　ａｔｌａｓ　ｏｆ　ｔｈｅ　 ◆OH
ｗｏｒｌｄ Ｔｈｅ 　Ｗｏｒｌｄ　 ｐｏｃｋｅｔ　 ａｔｌａｓ　 ａｎｄ
ｅｄｉｔｅｄ　ｂｙ　Ｈａｒｏｌｄ　Ｆｕｌｌａｒｄ 　ｇａｚｅｔｔｅｅｒ
Ｍａｒｕｚｅｎ １９６２ ｂｙ　Ｂａｒｔｈｏｌｏｍｅｗ　Ｊｏｈｎ
(９６，２３ｐ １９ｃｍ) Ｊｏｈｎ　Ｂａｒｔｈｏｌｏｍｅｗ　＆　Ｓｏｎ １９６０

OH/29/242 1109020642 (１２８，３２ｐ １５ｃｍ)
OH/29/189 1109016665

◆OH
Ｐｏｋｌａｄｙ　Ｐｒａžｓｋé　ａｒｃｈｉｔｅｋｔｕｒｙ ◆OH
Ｂｏｈｕｍíｒ　Ｋｏｚáｋ． Ｙｕｇｏｓｌａｖｉａ -ｔｈｅ　ｃｏｕｎｔｒｙ　ａｎｄ　ｉ
Ｏｒｂｉｓ １９６５ ｔｓ　ｐｅｏｐｌｅ-
(１ｖ． ２１×２２ｃｍ) ｂｙ　Ｆ．Ｂ．Ｓｉｎｇｌｅｔｏｎ

OH/29/202 1109016343 Ｑｕｅｅｎ　Ａｎｎｅ　Ｐｒｅｓｓ １９７０
(１３８ｐ １９ｃｍ)
Ｔｈｅ　ｗｏｒｌｄ　ｔｏｄａｙ　ｓｅｒｉｅｓ

◆OH OH/29/241 1109020634
Ｐｒａｇ -ｅｉｎ　ｆｏｔｏｇｒａｆｉｓｃｈｅｓ　Ｂｉｌｄ
ｅｒｂｕｃｈ-
Ｋａｒｅｌ　Ｐｌｉｃｋａ． ◆OH
Ａｒｔｉａ １９６１ Ｙｕｇｏｓｌａｖｉａ -Ｒｅｐｕｂｌｉｃｓ　ａｎｄ　ｐｒｏ
(２２４ｐ ３５ｃｍ) ｖｉｎｃｅｓ-

OH/29/146 1109023257 Ｙｕｇｏｓｌａｖｉａ　Ｒｅｖｉｅｗ １９６８
(２２４ｐ ３０ｃｍ)

OH/29/261 1109339539
◆OH

Ｑｕａｔｒｅ　ａｎｎéｅｓ　ｄ’ｉｎｄéｐｅｎｄａｎｃｅ　
ｅｔ　ｄｅ　ｌｉｂｅｒｔé -Ｒｅｐｕｂｌｉｑｕｅ　ｄｅ　 ◆OH
Ｇｕｉｎｅｅ　２　ｏｃｔｏｂｒｅ　１９５８　－　２　ｏｃ Žｉｊｅｍｅ　ｖ　Ｐｒａｚｅ　
ｔｏｂｒｅ　１９６２- Ｋａｒｅｌ　Ｐｌｉｃｋａ．
ｅｄｉｔｉｏｎｓ　ｄｕ　Ｍｉｎｉｓｔｅｒｅ　ｄｅ　ｌ’ｉ Ｏｒｂｉｓ １９６４
ｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　ｅｔ　ｄｕ　ｔｏｕｒｉｓｍ　Ｃｏｎ (１ｖ． ２８×２５ｃｍ)
ａｋｒｙ． OH/29/185 1109023372
Ｅｔａｂｌｉｓｓｅｍｅｎｔｓ　 ｐｏｌｙｇｒａｐｈｉｑｕ
ｅｓ　Ｇ．　Ｃｏｌｏｍｂｉ １９６２
(１９５ｐ ２８ｃｍ)

OH/29/159 1109023356
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